
Internet of Things
パートナーソリューションカタログ

IoT



IoT 実現のためのステップ

モノがインターネットに
つながる

データを活用し
自動化／分析

アクションを起こす

プロセスの効率性向上、より優れた顧客体験の提供、新たな収益源の創出など、
ビジネス変革の力となる IoT の実現には、セキュアで拡張性の高い IT リソースが必要になります。
信頼性と拡張性のあるマイクロソフトのクラウドなら、数百万のデバイスからのデータ通信、ストリームのリアルタイム処理、
予測分析をサービスとして提供することができます。マイクロソフトでは IoT を以下のステップに分け、
それぞれのステップに適したソリューションを提供しています。

センサーの取り付けやスマート 
デバイスの開発など、既存の設
備や資産からデータを取得す
るためのシステムを構築します。

設備や資産を制御、監視、管理
する「IoT ソリューション」を導
入することで、リアルタイム デー
タを取得できるようになります。

収集したデータを高度に分析
することで、いままで気づかな
かった新たなビジネス インサイ
ト（洞察）を獲得します。

強力なアプリケーションを使っ
てインサイトを実践に移し、新
たな収益とビジネス チャンスを
創出します。

お客様の IoTビジネスを成功に導くために信頼できるパートナーソリューションがサポート

モノからデータを取得

 

 

IoT の活用により、こんなことが可能になります。

●製造装置のデータをリアルタイムで収集し分析したい
●予兆保守やパフォーマンス監視がしたい

●フィールド サービスを効率化したい
●顧客接点で収集したデータをリアルタイムに管理したい

●医療機器を通じて患者のデータをリアルタイムに評価したい
●医療機器に障害が発生した場合、スピーディーに対応したい

●人や車の流れを把握し、設備の最適化をしたい
●画像認識や、犯罪データベースの統計解析により犯罪を防止したい

●施設管理などでの人手不足を解消したい
●人や設備の稼働状況を把握し、最適化したい

製造

流通／サービス

ヘルスケア

社会インフラ

農業／漁業

スマートビルディング

教育

その他

●教室の空き状況、温度や湿度などの環境を把握したい
●生徒の体調管理や健康管理がしたい

●ビル内を可視化し、利用者の利便性や整備スタッフの生産性を向上したい
●建物の電気や水、リソースを効率的に使い、省資源、省エネを実践したい

●気象や土壌の状態を把握し、肥料の種類や量を最適化したい
●種類や大きさを自動的に選別し、出荷作業を効率化したい

I N D E X

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

FA向け IoTゲートウェイ for Azure
株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

機械学習導入支援サービス
ソフトバンク・テクノロジー株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

Paxata
株式会社電通国際情報サービス

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

製造業向けIoTフィールドサービス 効率化支援パッケージ
東京エレクトロン デバイス株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

人流解析サービスJINRYU®

日本ユニシス株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

FUJITSU Intelligent Dashbaord on Azure
富士通株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

初期費用0円から始める製造業向けIoTクラウドサービス「IoT GO」
株式会社マイクロリンク

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

AirFacility Aqua for SWITCHSTRIKE AIR
ユニアデックス株式会社

P04

P06

P08

P10

P12

P14

P16

P18

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

IoT Core Connect
ソフトバンク・テクノロジー株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

simMachines - 説明出来るAI -
株式会社電通国際情報サービス

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

Azure IoT ノンプログラミングキット with SORACOM
東京エレクトロン デバイス株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

見える化・遠隔監視サービス IoTスタンダードパック
東芝デジタルソリューションズ株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

分散型 IoTビジネスプラットフォーム
日本ユニシス株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

OpenBlocks IoT VX2
ぷらっとホーム株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

AI画像判定サービス「MMEye」
安川情報システム株式会社

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ

農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

AirProduct Machine
ユニアデックス株式会社
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P13

P15

P17

P19

企業名 50 音順
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FA、生産設備の情報をAzureにアップ。
生産効率の可視化、予知保全に活用！
●FA機器メーカーの各種 PLCに対応。200種以上のプロトコルをサポート
●PLCメモリマップなど各種設定はWebブラウザから可能
●デバイス→クラウドだけでなく、クラウド→デバイスもアクセス可能

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

FA向け IoTゲートウェイ for Azure

生産効率の可視化、予知保全、今後の購買計画、販売計画、人員計画、
生産計画と経営判断を行いたい

このようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒920-1158  石川県金沢市朝霧台2-148　URL：http://www.kanazawa-es.com/

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ
営業部

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

プログラマブルロジックコントローラ（PLC）からの
データ取り込みに特化した IoTゲートウェイ

生産設備、ファクトリーオートメーション（FA）にて多く利用され
ているPLCをAzureにつなぐゲートウェイです。PLCから現場の
データを集めることで、生産効率の可視化、予知保全、今後の購
買計画、販売計画、人員計画、生産計画と経営判断にご活用いた
だけます。

・ 既存の生産設備、FA環境にアドオン可能
・ PLC接続には、有線 LAN、RS-232C、RS-485、RS-422 に対応
・ 200種以上の PLCプロトコルをサポート
 三菱電機 MELSEC-FX / -A / -L / -Q / -QnA / -QnH / -QnU / 

iQ-Rシリーズ、オムロン SYSMAC C/ CV / CS1 / CJ1シリーズ、
Modbus TCP/IP、Modbus RTU  など

・ WEBブラウザから簡単に PLCメモリへのアクセスのマップなど
設定が可能

・ クラウドから PLCメモリへの書き込みが可能
・ 冗長化対応品もラインナップ

・ ハードウェアには、Armadillo-IoT G3 を採用（標準ハードウェア
構成時）

・ 1台の IoTゲートウェイで 最大 5台 の PLC に対応

２カ月間のトライアルにお申込みいただければ、最短２日で可視
化できます。まずはお試しください。

076-224-7562TEL

http://www.kanazawa-es.com/contact/フォーム

モノやサービスと IoTを連携する
プラットフォームサービス

自社製品の IoT化、データ活用プラットフォームを短期で導入したいこのようなお客様に
おすすめ

IoT Core Connectは、Microsoft Azureで、エッジコンピュー
ティングを含む IoT、AI（人工知能）を連携し、IoT活用に必要なモ
ノ・データ・ヒトを統合的に管理するサービスをシームレスに提供す
ることで、メーカーや BtoBサービスを提供する企業などの IoTの
ビジネス化を実現します。

また、IoT Core Connectの導入によって、個別にシステム開発
した際と比較してコストや実装の時間を軽減できます。

〈IoT Core Connectの主要機能〉
● 基本機能
 ・統合管理（顧客企業管理、ダッシュボード）
 ・ユーザ管理（アカウント管理、ユーザ管理）
 ・データ管理（可視化、データセット管理）
 ・デバイス管理（デバイス設定、状態監視）
● 拡張機能
 ・業務別テンプレート　・クラウドAI／ エッジ AI
 ・OTAアップデート　・セキュリティ

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

IoT Core Connect

● IoT活用による付加価値サービス提供やビジネス変革を支援
●統合インターフェースにおいて様々な情報管理をより簡単に
●Microsoft Azureを活用したセキュアで拡張性の高いプラットフォーム
●エッジからクラウドを一気通貫に提供

※

お問い合わせ先

ソフトバンク・テクノロジー株式会社
営業統括ソリューション営業本部 Cloud&IoTソリューション部

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

所在地：〒160-0022  東京都新宿区新宿6-27-30  新宿イーストサイドスクエア17階　URL：https://www.softbanktech.co.jp/

sbt-ipsol@tech.softbank.co.jpe-mail

03-6892-3154（受付時間 平日 10:00～17:00）TEL

顧客企業管理 レポート管理 デバイス管理 
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自社製品の IoT化、データ活用プラットフォームを短期で導入したいこのようなお客様に
おすすめ
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ソフトバンク・テクノロジー株式会社

IoT Core Connect

● IoT活用による付加価値サービス提供やビジネス変革を支援
●統合インターフェースにおいて様々な情報管理をより簡単に
●Microsoft Azureを活用したセキュアで拡張性の高いプラットフォーム
●エッジからクラウドを一気通貫に提供

※

お問い合わせ先

ソフトバンク・テクノロジー株式会社
営業統括ソリューション営業本部 Cloud&IoTソリューション部

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

所在地：〒160-0022  東京都新宿区新宿6-27-30  新宿イーストサイドスクエア17階　URL：https://www.softbanktech.co.jp/

sbt-ipsol@tech.softbank.co.jpe-mail

03-6892-3154（受付時間 平日 10:00～17:00）TEL

顧客企業管理 レポート管理 デバイス管理 
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クラウド＆エッジ AI技術を用いた
機械学習による予測・分析

人工知能（AI：Artificial Intelligence）の活用は、あらゆる産業
のビジネスモデルを変える潜在能力を秘めています。また、IoTの
導入が進むビジネスシーンにおいては、クラウドとデバイスが連携
しながら、様々な機能やサービスの提供を実現するために、クラウ
ドAI / エッジ AIとして、その技術が活用されています。
機械学習導入支援サービスは、ソフトバンク・テクノロジーに在
籍するデータサイエンティストの支援のもと、クラウドAIからエッ
ジ AIまで、時系列予測、異常検知・故障予知、画像認識など様々
な技術要素を用いて、IoT分野での AI活用への取り組みを支援し
ます。

AI技術を活用して、業務上の課題解決やビジネス変革を実現したいこのようなお客様に
おすすめ

〈サービスメニュー〉
①Azure Machine Learning 活用サービス
②クラウドAI開発サービス
③エッジ AI開発サービス

お客様の AI活用状況に応じて、企画検討から設計・実装・チュー
ニング、導入・運用の各プロセスを通して、AIソリューションの実装
を行います。

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

機械学習導入支援サービス

●Azure MLを用いて、ビジネスにおける機械学習の活用を支援
●データサイエンティストが様々な機械学習フレームワークを使ってモデル構築を支援
●リアルタイムデータ分析の要となる、IoT機器への AI実装を支援

※

お問い合わせ先

所在地：〒160-0022  東京都新宿区新宿6-27-30  新宿イーストサイドスクエア17階　URL：https://www.softbanktech.co.jp/

ソフトバンク・テクノロジー株式会社
営業統括ソリューション営業本部 Cloud&IoTソリューション部

sbt-ipsol@tech.softbank.co.jpe-mail

03-6892-3154（受付時間 平日 10:00～17:00）TEL

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

AIが出す判定のブラックボックス化を解消し、
PDCA運用を加速
●なぜそう予測されるか？AIモデルの予測要因をレコード単位で提示可能
●ノンプログラミング AI予測モデル構築とAPI化による迅速な業務システムへの組込み
●数千以上のデータ項目から特徴を抽出。ビジネス課題要因を洗い出す

AIへの倫理観と信頼性
Deep Learningを中心とした機械学習の手法では、その判定理

由が説明できない。このため、公的サービスやビジネス上の重要
な意思決定など、公平性や透明性が求められる領域への適用がし
づらいことが指摘されてきた。

simMachinesは、Similarity Search（類似検索）の考えに基づ
く独自アルゴリズムにより、「予測」と「解釈性」の双方を兼ね備え
た、上記課題を解決するWebアプリケーションである。

株式会社電通国際情報サービス

simMachines 
ー 説明出来るAI ー

判定結果に説明責任が求められる業務へ AIを適用したいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

simMashinesと電通国際情報サービス
電通国際情報サービスは、simMachines, Inc.が開発・提供する

simMachinesの販売権を日本企業として初めて取得し、提供を開始。
すでに、製造業の生産工程における特定事象発生の要因分析

や、金融機関における与信結果分析など、業種・業態を問わず様々
な分野で複数企業との PoCを実施している。

所在地：〒108-0075  東京都港区港南2-17-1　URL：https://www.isid.co.jp/news/release/2018/0626.html

株式会社電通国際情報サービス
営業推進本部

g-simmachines@group.isid.co.jpe-mail

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

※金融

※
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ユーザによるセルフ・データプレパレーションを
実現し、分析業務の生産性向上
●データ結合や値のクレンジングを効率化
●直感的に操作できる
●高速にデータの加工が可能

① AIを活用した推奨パターンレコメンド機能で
 クレンジング時間を削減

 ・クラスタリングによるデータクレンジング
 ・テーブル結合のキーをいくつか自動で抽出して、それぞれのデータ結合率を表示
 ・データ操作の影響をリアルタイムで表示

② BigData Preparationに必要な機能をすべて搭載、
 コーディングが一切不要

 ・一般的な表計算ソフトを扱う程度のスキルで利用できるようにデザインされた GUI
 ・ブラウザで接続して、ほぼ全ての機能をマウス操作で利用可能
 ・正規表現や標準的な関数の利用も可能

株式会社電通国際情報サービス

Paxata

データ分析業務のデータ前処理を効率化したいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

③ 分散コンピューティングにより、
 BigDataにもハイパフォーマンスを発揮

 ・Apache Sparkを基盤に稼働する Sparkネイティブなアプリ
ケーション

 ・大容量データの高速な処理の実現と負荷の増加に合わせたス
ケールの実現

 ・反復的で対話的なデータ操作が可能な応答性の実現

所在地：〒108-0075  東京都港区港南2-17-1　URL：https://www.isid.co.jp

株式会社電通国際情報サービス
営業推進本部

g-paxata@group.isid.co.jpe-mail

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

IoTシステム初心者でも数分で
IoTセンサー情報の見える化を実現可能
●センサー、IoTゲートウェイ、Azureクラウドサービスをパッケージ
●SORACOM Beamでシンプル＆セキュアにAzureに接続
●専用アプリケーションの GUI画面操作で、データ収集から送信まで簡単設定

     「Azure IoT ノンプログラミングキット with SORACOM」は、マル
チセンサータグ、IoTゲートウェイ、SORACOM Beam、Microsoft 
Azureの IoT Hub、Time Series Insightsを利用して IoTセンサー
情報の見える化を数分で実現できるキットです。
専用に開発されたアプリケーション（TED Azure IoT with 

SORACOM）の GUI上の操作だけで、IoTアプリケーション開発
の経験がないユーザーでも、マルチセンサータグのセンサー情報

東京エレクトロン デバイス株式会社

Azure IoT ノンプログラミングキット
with SORACOM

IoTアプリケーション開発の経験がなくても IoT構築を実現したいこのようなお客様に
おすすめ

IoT

Bluetooth

Microsoft Azure 

IoT Hub Time Series Insights

SORACOM Air SIM 

お問い合わせ先

Azure IoT ノンプログラミングキット with SORACOMのイメージ TED Azure IoT with SORACOM の GUI

の収集、Microsoft Azureへの送信、データ蓄積、可視化までの
IoTシステムの構築がノンプログラミングで実現可能です。
提供されるレポート形式を選択することで、温度・湿度・気圧など

マルチセンサータグのセンサー情報を簡単にレポート表示や分析
ができます。また、SORACOM Air SIM の 3G閉域網を使用する
ことで送信するセンサー情報が暗号化され、セキュアにセンサー情
報の通信が行えます。

所在地：〒221-0056  神奈川県横浜市神奈川区金港町 1-4  横浜イーストスクエア　URL：https://esg.teldevice.co.jp/iot/

東京エレクトロン デバイス株式会社
クラウドIoTカンパニー  エンベデッドソリューション部

045-443-4021TEL esg@teldevice.co.jpe-mail

https://esg.teldevice.co.jp/iot/portal/kit/detail-15.htmlフォーム

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他
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製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他
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可視化からタスク管理まで、ライセンス、
環境構築、運用支援をワンストップで提供

IoT機器からのアラート情報を自動的にタスクに上げ、保守要員
アサインや作業指示書作成などのタスクのマネジメントを簡単に実現
するための支援パッケージです。

Microsoft Azureと Microsoft Dynamics 365 for Field 
Serviceにより迅速な問題対応やタスク管理を行い、保守要員を
効率的にアサインすることで、ダウンタイムの削減と保守コストの
削減が可能です。また、これまで独立していた IoTサービス開発
とOT（Operational Technology）開発のプラットフォームを統一

製造業で IoTを使ったフィールドサービス業務を効率化したいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

IoT × フィールドサービス連携イメージ

所在地：〒221-0056  神奈川県横浜市神奈川区金港町 1-4  横浜イーストスクエア　URL：https://esg.teldevice.co.jp/iot/

東京エレクトロン デバイス株式会社
クラウドIoTカンパニー  エンベデッドソリューション部

することで効率化が図れ、開発工数の削減が可能です。機械学習
を用いた故障予測による予兆保守を行うことで顧客満足度向上も
実現します。
〈パッケージに含まれるもの〉
● Dynamics 365 for Field Serviceを含むライセンス使用料、
 初期設定、コンサルティング
● Microsoft Azureの従量課金使用料、環境構築、サポート
● Power BI Pro 画面設定、サポート

045-443-4021TEL esg@teldevice.co.jpe-mail

https://esg.teldevice.co.jp/iot/portal/kit/detail-13.htmlフォーム

東京エレクトロン デバイス株式会社

製造業向けIoTフィールドサービス
効率化支援パッケージ

●AzureとDynamics 365で迅速なタスク管理を実現（ダウンタイムの削減）
●必要な時だけ技術者を派遣、1度の訪問で修理完了（保守コストの削減）
● IoTサービス開発とOT開発の融合による迅速なシステム開発（開発工数の削減）

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

産業機器の運転状況を見える化・遠隔監視
することで運用・保守業務を効率化
●ビジネス形態にマッチした機能やサービスを必要な分だけ選択
●遠隔監視を支援する様々なアプリとの連携が可能
●予算に合わせてスモールスタート、事業規模拡大に合わせて拡張

東芝のノウハウを結集した遠隔監視テクノロジーをコアにしてさ
らなる“拡張性”を追求。
見える化とその先に必要な機能・サービスをビジネス形態に即し

て選択できるOne to One IoTソリューション。

遠隔監視に必要な機能・サービスをメニュー化
柔軟性のあるメニュー構成方式を採用。ビジネス形態にマッチした
機能やサービスを必要な分だけ選択できます。

東芝デジタルソリューションズ株式会社

見える化・遠隔監視サービス
IoTスタンダードパック

装置の運用・保守を効率化し、省人化したいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

必要なアプリをカンタン導入
遠隔監視を支援する様々なアプリとの連携が可能。継続的な改善
につながるアプリもオリジナル開発できます。

スムーズな規模拡張
予算に合わせてスモールスタートが可能。監視対象や規模を拡大
するタイミングでスムーズに拡張できます。

所在地：〒212-8585  神奈川県川崎市幸区堀川町72-34　URL：https://www.toshiba-sol.co.jp/pro/iot_standard_pack/index_j.htm

東芝デジタルソリューションズ株式会社
インダストリアルソリューション事業部

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

https://www.toshiba-sol.co.jp/pro/iot_standard_pack/contact.htmフォーム
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画像から人物に関する情報を取得

    「人流解析サービス JINRYU®」は、カメラに併設する小型コン
ピュータ上で、撮影された映像上の人物や顔を認識し、その人物
の動線や顔から推定した年齢・性別の情報を日本ユニシスグルー
プが提供する「IoTビジネスプラットフォーム」上で可視化・分析す
るクラウドサービスです。解析後の映像データは保存せずに破棄
し、映像から解析した個人を特定できないデータのみをクラウド上

小売店・観光地・工場をはじめとするあらゆる場で、人物の情報を取得したいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒135-8560  東京都江東区豊洲 1-1-1　URL：https://www.unisys.co.jp

日本ユニシス株式会社
新事業創出部  IoTビジネス開発室

に送信することで、個人情報漏洩のリスクを気にすることなく利用
できる点が特長です。標準機能として、人数カウントや年齢・性別
の推定などの機能を提供しますが、お客様の要求に応じたカスタ
マイズサービスを提供することも可能です。小売店・観光地・工場
等様々な領域で利用することができます。

video-analytics@ml.unisys.co.jp e-mail

人流解析サービス紹介ページ https://www.unisys.co.jp/solution/tec/iot/bp/bp01.html

日本ユニシス株式会社

人流解析サービスJINRYU®

●映像を記録せず、個人情報を保持しない
●解析したデータのみを送信するため、少ないネットワーク帯域で稼働可能
●デバイス管理機能によって機器の状態監視や遠隔での復旧が可能となり、運用負荷が軽減

※製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

効率的な分散処理とセキュアなデバイス管理運用で
IoTビジネスのコストを削減

つながるだけで安心していませんか？
データ量が増えたときどうしますか？
デバイスは本当に稼働していますか？
サイバー攻撃などにさらされていませんか？

IoTをビジネスで活用するには、IoTシステムの運用を効率的に
実現する仕組みが必要です。日本ユニシスの提供する「分散型
IoTビジネスプラットフォーム」では、クラウドシステムと一体となっ
た分散処理・運用管理機能をご提供することで、お客様の IoTシ
ステムを活用したビジネスをご支援いたします。

分散型処理、デバイス運用の効率化を実現したいこのようなお客様に
おすすめ

〈主な機能〉
１） 多数のセンサーデータの整列、タンキング（データ再送）処理に
よる確実な通信、エッジ上の即時処理と必要なデータのみ通信
する効率的なデータ処理の実現

２） デバイスの構成管理・死活監視、リモート制御機能による遠隔
操作により、遠隔デバイス運用の効率化を実現

３） 登録デバイスの認証、安全な接続の確保、不正アクセスや不正
接続にも対応できる監視の仕組み

日本ユニシス株式会社

分散型 IoTビジネスプラットフォーム

●エッジ処理による大量データの効率的な処理の実現
●多数のデバイス運用を効率的に管理
●デバイス認証・不正デバイス接続監視など IoTセキュリティ管理

※製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

お問い合わせ先

所在地：〒135-8560  東京都江東区豊洲 1-1-1　URL：https://www.unisys.co.jp

日本ユニシス株式会社
新事業創出部  IoTビジネス開発室

iotbiz_event@ml.unisys.co.jpe-mail

IoT紹介ページ https://www.unisys.co.jp/solution/tec/iot/index.html
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IoT活用による工場全体の「見せる化」 
●ものづくりのあらゆるデータをつなげてリアルタイムに状況を把握
●データに基づく意思決定を促進し、工場経営の最適化に繋ぐ
●現場に気づきを与えることで、改善活動を促し全体最適に向けたQCDSE向上に貢献

今までの製造業の取り組みは、部門や拠点単位で必要なデータ
を取得・見える化し、様々な改善活動を試みてきました。しかしこれ
らの活動は、企業全体の最適化に向けた施策立案や改善効果の
創出までに至りませんでした。
これからは、既存データに加え、IoTを活用し新たに取得可能に
なった様々なデータを「つなげる」ことによって、部分最適ではなく、
部門や拠点を跨いだ全体最適化を実現していく必要があります。
また単なるデータの「見える化」ではなく「見せる化」へ進化させ

富士通株式会社

FUJITSU Intelligent Dashboard 
on Azure

工場にある様々なデータを活用して、 経営や現場の改善に役立てたいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

ることによって、更なる改善への気づきを得ることが可能になり、
製造業の永遠の課題である「品質・生産性の向上、更なるコスト削
減、安全性確保や環境対策」の実現が加速します。
富士通は、こうした製造業の課題解決に繋がる全体最適化と「見
せる化」を支援するソリューション「Intelligent Dashboard」をご
提供します。
また、「見せる化」を実現するための情報の整理やイメージの具
体化をワークショップを通じてご提供します。

所在地：〒105-7123  東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター　URL：http://www.fujitsu.com/jp/solutions/enterprise-solutions/business-applications/intelligentdashboard/

富士通株式会社
富士通コンタクトライン（総合窓口） 　

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

0120-933-200（受付時間 9:00～17:30  ※土・日・祝日・年末年始、当社指定の休業日を除く）TEL

富士通「ものづくり」オファリング Intelligent Dashboard 画面例

Azure IoT Edgeに対応した
インテリジェントエッジ IoTゲートウェイ
● IoTエッジコンピューティングを強力に支援する“FW3.2”搭載
●システムの長期運用をサポートするサブスクリプション付属
●堅牢かつ高性能なハードウェア

ぷらっとホーム株式会社

OpenBlocks IoT VX2

長期運用する IoTシステムの構築を手間をかけずに行いたいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒102-0073  東京都千代田区九段北4-1-3 日本ビルディング九段別館3F　URL：https://www.plathome.co.jp/

ぷらっとホーム株式会社
営業部

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

■IoTエッジコンピューティングを強力に支援する“FW3.2”搭載
インテリジェントエッジを実現するPlat’Home IoT Gateway 
Software “FW3.2”は、視覚的に操作可能なWeb UIからセン
サー・デバイス接続、 IoT Hubなどの各種クラウドサービス接続、
コンテナのデプロイや割り当てリソース設定、IoT Edgeの導入・モ
ニタリングが行えます。

■システムの長期運用をサポートするサブスクリプション付属
長期運用をサポートするため、サブスクリプションには IoTゲート
ウェイリモートマネジメントサービス AirManage2をはじめソフト
ウェアバージョンアップ時の通知サービスや、ハードウェアの先出
しセンドバックサービス、製品利用のサポートが含まれます。

■堅牢かつ高性能なハードウェア
高性能 CPUと大容量 RAMを搭載、小型かつ軽量な筐体で
-20℃～+60℃の環境下でも動作し、様々な場所・用途での設置・
運用が可能です。

03-5213-4370（受付時間 平日 9:30～18:00）TEL

sales@plathome.co.jpe-mail https://www.plathome.co.jp/contact/フォーム
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IoT活用による工場全体の「見せる化」 
●ものづくりのあらゆるデータをつなげてリアルタイムに状況を把握
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製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

0120-933-200（受付時間 9:00～17:30  ※土・日・祝日・年末年始、当社指定の休業日を除く）TEL

富士通「ものづくり」オファリング Intelligent Dashboard 画面例
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●堅牢かつ高性能なハードウェア

ぷらっとホーム株式会社

OpenBlocks IoT VX2

長期運用する IoTシステムの構築を手間をかけずに行いたいこのようなお客様に
おすすめ
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製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他
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設置するだけで設備の稼働が向上
改善スピードも劇的にアップし生産性をさらに高めます
●初期費用 0円で投資コスト負担を軽減、1台からの導入が可能で簡単に IoT化を実現
●取得するデータを稼働に絞り、古い設備から最新の設備までの「見える化」を実現
●常に情報を共有できる環境が 1人 1人の改善意識を高め、高稼働率・高生産性を実現

株式会社マイクロリンク

初期費用0円から始める
製造業向けIoTクラウドサービス「IoT GO」

IoTを導入したいが何から始めたら良いのかわからない、IoTをまず始めてみたいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒451-0021  名古屋市西区天塚町4-69 シヤチハタビル2階　URL：https://www.microlink.co.jp/

株式会社マイクロリンク
営業部

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

※稼働が測定できるもの全て

※

生産性向上に必要な情報とは？ その情報は生産性向上に必要
な情報なのか？ 「IoT GO」は、そんな疑問から開発された稼働状
況モニタリングサービスです。

問題なく設備は稼働しているか？  新しい設備への投資は必要か？
残業や休日出勤は必要か？  人手は不足していないか？

    「IoT GO」は現場の課題を、設備の稼働を「見える化」するだけ
で解決します。
ある現場では「IoT GO」を現場に表示し全作業員で情報を共

有、現場以外でもPCやスマホから常に確認できる環境が生産性
への意識を高め、10%以上の生産性向上が見られました。
    「IoT GO」の測定データは設備の稼働ですが、サイクルタイムを
全て記録するため停止時間・要因が容易に把握でき、改善活動の
時間を大幅に削減、データ分析でさらに生産性が向上し、「IoT 
GO」の現場表示と、データ分析による改善活動で約 30%の生産
性向上が見られた事例もあります。

AIの搭載や測定データ拡張など、これからも「現場での使いや
すさ」を追求し「IoT GO」は進化を続けます。

052-688-0521  FAX：052-688-0567　月曜日～金曜日 9:00～11:50、12:50～17:00（土・日・祝日・当社指定休業日は除く）TEL

info@microlink.co.jpe-mailhttps://www.microlink.co.jp/contact/フォーム

AIや画像処理の専門知識不要！
お手軽にリアルタイムAI画像判定が導入可能！
●エッジ端末を利用することで、現場でリアルタイムに画像判定
●ディープラーニングと独自の前処理技術で複雑なパターンも精度よく自動判定
●サンプル画像の自動生成技術で、画像収集の手間を削減

安川情報システム株式会社

AI画像判定サービス「MMEye」

自動判定が難しく、人の目に頼る検査現場にAIを導入したいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒806-0037  福岡県北九州市八幡西区東王子町5-15　URL：https://www.ysknet.co.jp

安川情報システム株式会社
マーケティング本部  IoTコンサルティング部

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他

AI画像判定サービス「MMEye（エムエムアイ）」は、当社の技術
やノウハウを体系化した AI「Paradigm（パラダイム）」を搭載した、
製造現場でリアルタイムな画像判定を可能にするサービスです。

■ お手軽！ 現場でのリアルタイムAI画像判定
・ エッジ端末の利用により、現場でリアルタイムに画像判定が可能
になります。AI画像判定で使用する判別モデルは事前にクラウ
ド側の学習機能を元に作成します。
・ 人の目に頼らず、ディープラーニングと独自の前処理技術を用い
て、複雑なパターンも人並みに精度よく自動判定できます。

・ AIや画像処理の専門知識は不要です。お手軽にご利用いただ
けます。

■ 使えば使うほど賢くなる！ 当社独自技術
・ 正常な画像のみで、異常や不具合を判定可能です。
・ 類似度の低いものを自動抽出することで、データ分類の手間を
削減できます。

・ サンプル画像の自動生成技術で、学習のために必要なデータ収
集作業を大幅に削減。さらに、画像に対して人の判断を追加学習
することで精度が向上します。

093-622-6139TEL

gm2m_sales@ysknet.co.jpe-mail
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トイレ施設を IoTで省人化 ! 
稼働状況把握による業務支援サービス

① サービス概要
 デジタル化されていないトイレ施設（個室トイレや排水ポンプ
等）の稼働状況を把握し、設備稼働率・施設環境健全性を高め
る業務支援サービスです。

② 主な特徴
 トイレ施設の維持管理を支援！ 収集データの分析により、計画的
な保全業務や清掃業務など施設管理業務の最適化を実現します。

 【トイレ満空情報の発信！】 
 デジタルサイネージやスマートフォンにトイレ施設の満空情報を
発信し、施設利用者に対する顧客満足度の高いサービス提供を

人手不足に困っている施設管理事業者このようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒135-8560  東京都江東区豊洲 1-1-1　URL：https://www.uniadex.co.jp/special/IoT/

ユニアデックス株式会社
DXビジネス創生本部  IoTビジネス統括部  サービス企画部

実現します。
 【電池レスセンサーの「SWITCHSTRIKE AIR」に対応】
 「SWITCHSTRIKE AIR」は、電池・配線レスセンサーを内蔵して
います。IoT活用によるデジタル化が進むなか、センサーデバイ
スの電池交換作業など、運用負荷を低減します。

③ まずはご相談を！
 クラウド活用はスモールスタートが可能です。人手不足時代に、
顧客満足度を維持しながら、どのように施設管理を実現するか、
トイレ施設のデジタル化から、施設全体の業務最適化に繋げる
支援を致します。

iot-sales@ml.uniadex.co.jpe-mail

ユニアデックス株式会社

AirFacility Aqua 
for SWITCHSTRIKE AIR

※施設オーナー・施設管理事業者

●人手をかけないトイレ施設の維持管理を支援！
●施設利用者にも快適なトイレ満空情報を発信！
●電池レスセンサーで、IoT時代のデバイス管理も軽減！

製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他※

産業用機械メーカーの
故障対応・保守業務を迅速化・省力化

    「AirProduct Machine」は、工作機械をはじめとする産業用機
械のデータ収集・蓄積、監視・通知、状態の可視化などを行う IoT
クラウドサービスです。
工作機械をはじめとする生産にかかる産業用機械の故障は、

ユーザー企業の業務停止に直結するため、産業用機械メーカーに
とっては、ダウンタイム短縮のための迅速かつ正確な対応が、常に

産業用機械メーカーこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒135-8560  東京都江東区豊洲 1-1-1　URL：https://www.uniadex.co.jp/special/IoT/

ユニアデックス株式会社
DXビジネス創生本部  IoTビジネス統括部  サービス企画部

求められています。また、産業用機械メーカーの中には、故障対
応・保守において、都度対応となるケースも多く、適切な料金を回
収できないことが課題となっています。
ユニアデックスは、これらの課題に対応するため、「AirProduct 

Machine」を提供することで、産業用機械の IoT化・クラウド対応
を促進し、故障対応・保守業務の迅速化と省力化を支援します。

iot-sales@ml.uniadex.co.jpe-mail

ユニアデックス株式会社

AirProduct Machine

●産業用機械の IoT対応に求められる各種機能を標準実装
●WebAPIを利用することにより、自社業務に合わせた開発が可能
●利用期間は 1カ月からで、実証実験など試行的な利用も可能

※製造 流通／サービス ヘルスケア 社会インフラ 農業／漁業 スマートビルディング 教育 その他
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 【電池レスセンサーの「SWITCHSTRIKE AIR」に対応】
 「SWITCHSTRIKE AIR」は、電池・配線レスセンサーを内蔵して
います。IoT活用によるデジタル化が進むなか、センサーデバイ
スの電池交換作業など、運用負荷を低減します。

③ まずはご相談を！
 クラウド活用はスモールスタートが可能です。人手不足時代に、
顧客満足度を維持しながら、どのように施設管理を実現するか、
トイレ施設のデジタル化から、施設全体の業務最適化に繋げる
支援を致します。

iot-sales@ml.uniadex.co.jpe-mail

ユニアデックス株式会社

AirFacility Aqua 
for SWITCHSTRIKE AIR

※施設オーナー・施設管理事業者

●人手をかけないトイレ施設の維持管理を支援！
●施設利用者にも快適なトイレ満空情報を発信！
●電池レスセンサーで、IoT時代のデバイス管理も軽減！
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産業用機械メーカーの
故障対応・保守業務を迅速化・省力化

    「AirProduct Machine」は、工作機械をはじめとする産業用機
械のデータ収集・蓄積、監視・通知、状態の可視化などを行う IoT
クラウドサービスです。
工作機械をはじめとする生産にかかる産業用機械の故障は、

ユーザー企業の業務停止に直結するため、産業用機械メーカーに
とっては、ダウンタイム短縮のための迅速かつ正確な対応が、常に

産業用機械メーカーこのようなお客様に
おすすめ
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求められています。また、産業用機械メーカーの中には、故障対
応・保守において、都度対応となるケースも多く、適切な料金を回
収できないことが課題となっています。
ユニアデックスは、これらの課題に対応するため、「AirProduct 

Machine」を提供することで、産業用機械の IoT化・クラウド対応
を促進し、故障対応・保守業務の迅速化と省力化を支援します。
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AirProduct Machine

●産業用機械の IoT対応に求められる各種機能を標準実装
●WebAPIを利用することにより、自社業務に合わせた開発が可能
●利用期間は 1カ月からで、実証実験など試行的な利用も可能
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