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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

P04 Azureで動作するIoTプラットフォーム Power IoT Platform
アジュールパワー株式会社

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

P05 Connected Factory
アバナード株式会社

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

P06 Connected Mine
アバナード株式会社

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

P07 Connected Home Appliances スマート製品・サービスを実現
アビームコンサルティング株式会社

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

P08 Data-Driven Manufacturing 生産現場のDXを実現
アビームコンサルティング株式会社

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

P09 感情分析ソリューション
NEC

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

P10 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

P11 クラウドIoTプラットフォーム MindSphere
シーメンス株式会社

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

P12 JSOL IoT Digital Service
株式会社JSOL

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

P13 所在地見える化ソリューション「Beacapp Here」  
株式会社ジェナ

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

P14 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

P15 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

P16 simMachines ー 説明出来るAI ー
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

P17 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

P18 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

P19 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

P20 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

P21 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

P22 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

P23 統合型 IoTプラットフォーム ThingWorx
PTCジャパン株式会社

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

P24 見える化ソリューション for IoT 
富士ソフト株式会社

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

P25 FUJITSU Intelligent Dashboard 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

P26 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

P27 セキュリティカメラによるCRMソリューション「おもてなしサポートシステム」  
株式会社ブレインパッド

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

P28 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

P29 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

P30 AirFacility Aqua for SWITCHSTRIKE AIR
ユニアデックス株式会社

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

P31 AirProduct Machine
ユニアデックス株式会社

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

企業名 50 音順
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ビルディング 教育 その他
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サービス ヘルスケア 社会

インフラ 農業／漁業 スマート
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ビルディング 教育 その他
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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
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シーメンス株式会社

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
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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

P14 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

P15 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
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サービス ヘルスケア 社会

インフラ 農業／漁業 スマート
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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

P17 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

P18 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

P19 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

P20 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

P21 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

P22 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
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製造 流通／
サービス ヘルスケア 社会
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初期費用０円ではじめられるPoCから、
カスタマイズ・本格運用できる専有版をご用意
●可視化には Power BIを採用。デバイスからの取得データを自由に分析できます
●PoCによるデータ分析から導入・運用を設計できるのでムダを最小限に抑えます
●カスタマイズ可能な専有版は Azure上で動作するので可用性・拡張性も万全です

Power IoT Platform は、Azure上で動作する、拡張性、可用性
の高いクラウドネイティブな IoTプラットフォームです。

■デバイスから取得したデータを Power BIで可視化
Power BIならではの様々な角度、柔軟な分析ができるので、デー
タがもたらす業務改善のための新しい気づきを発見できます。

■SaaS版と専有版
PoCのための SaaS版と本格運用のためのカスタマイズ可能な専
有版。PoCでのデータ分析をもとに、導入・運用を設計できるので
ムダを最小限に抑えます。

アジュールパワー株式会社

Azureで動作するIoTプラットフォーム
Power IoT Platform

IoT導入を検討しているが、どこから手をつけてよいかわからないこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

■高い拡張性と可用性
Azureならではの高い拡張性、可用性で小さくスタートし大きく育
てることが可能です。また、Azure PaaSや Cognitive Servicesと
の親和性も抜群で、専有版を基礎にした独自 IoTソリューションの
構築で期間・コストを大幅に削減いたします。

■デバイスとAzureを閉域網で結ぶ閉域 SIM
デバイスからAzureまでを閉域網で結ぶ閉域 SIMなら、外部から
の驚異を最小限に抑えます。

所在地：〒101-0032  東京都千代田区岩本町3丁目 10-4 寿ビル 7階　URL：https://www.poweriotplatform.com

アジュールパワー株式会社
開発本部

03-4400-7666（受付時間   月～金 9:00～ 18:00）TEL sales@azurepower.co.jpe-mail

https://www.poweriotplatform.com/contact/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

初期費用 0円ではじめられる
PoCプラン Power BIで分析 専有版で本格運用

各種センサー

ゲートウェイ

独自ソリューションやサービスに
活用いただけます

センサーデータを
多様なグラフで可視化・分析

センサーデータを
送って貯める

生産設備の稼働実績をリアルタイムに収集、
故障予測し、事前に対処するソリューション
●見える化基盤およびオペレーション支援の仕組みにより、効率的にインシデント対応
●熟練者によるオペレーション支援を通じたナレッジの蓄積・共有など、効果的な情報活用を促進
●ダウンタイムを最小化し、計画通りに工場ラインを稼働

アバナードは、状況に応じてセンシングや機器の起動といった機
能を備えたデバイスに関する技術的あるいはビジネス的な枠組みを、
IIoT（Industrial IoT）と呼びます。Connected Factoryは、生産現場
から送信される膨大な情報量を収集・蓄積、分析を可能とする高い
スケーラビリティを持ったMicrosoft Azure IoTをベースとしています。

・ センターデータを用いて、生産ライン上の設備稼働状況や生産
実績など、リアルタイムに現場情報を収集。

・ 過去のメンテナンス履歴やアラート履歴に基づき故障予測分析

アバナード株式会社

Connected Factory

見える化基盤を作成し、機能連携を強化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：〒106-0032  東京都港区六本木 1-8-7 MFPR六本木麻布台　URL：https://www.avanade.com/ja-jp

アバナード株式会社

03-6234-0150 （受付時間　月～金 9:00～ 18:00）TEL tokyo@avanade.come-mail

https://www.avanade.com/ja-jp/contact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

を行う、予測型設備保守を提供。
・ 各種センサーから収集したデータを、効率的に参照できるコン
テキストレポーティング。

・ 過去情報より生産性や稼働率を予測し、プロジェクトの健全性
を確認しながら管理可能。

・ 効果的にドキュメントを共有し、作業員のコラボレーションを促進。

Connected Factoryは有用な情報の蓄積、効果的な情報活用
を促進し、組織全体の生産性を高めます。
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IIoTによって生まれ変わる、データサプライチェーン。
そしてモノとヒトの管理。
●バリューチェーン間の実績データを連携し、現場の生産調整を同時進行で行い、業務効率を向上
●予期せぬ問題を察知し、想定外の問題を起こさないように事前に潰し、生産効率を高める
●アラートドリブンのアクションで、問題に対する標準化された迅速な対策が設定可能

アバナードは、状況に応じてセンシングや機器の起動といった機
能を備えたデバイスに関する技術的あるいはビジネス的な枠組み
を、IIoT（Industrial IoT）と呼びます。これらのデバイスは機器や
人、アプリケーションとConnected（連携）することで、一連のサー
ビスとしての価値を提供します。
クラウドをベースとしたプラットフォーム上に、HW、SWソリュー
ションなどからのデータを一ヶ所にまとめ、分析、アラート配信と同
時にタブレットのダッシュボードで表示します。
鉱山業務を例にとると、右記のような管理が可能になりました。

アバナード株式会社

Connected Mine

次世代工場やデジタルトランスフォーメーションを目指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：〒106-0032  東京都港区六本木 1-8-7 MFPR六本木麻布台　URL：https://www.avanade.com/ja-jp

アバナード株式会社

03-6234-0150 （受付時間　月～金 9:00～ 18:00）TEL tokyo@avanade.come-mail

https://www.avanade.com/ja-jp/contact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

《モノの管理》
・生産性が低い、故障の可能性がある機械の検知
・重機の位置や機械の状態を取得
・ワークオーダーの作成　など
《ヒトの管理》
・従業員のバイオテレメトリーや環境情報を取得
・生産性と健康状態の推移
・ワークスケジュールの作成と通知　など
常に進化し続けている IoTプラットフォーム上で作成されている

ため、市場やテクノロジーに変化があっても素早く対応できます。

製品／サービス利用情報を活用し、
サービスレベル向上／売上拡大を実現
●販売後も適切に顧客とつながることで離反を防ぎ、次の売上につながるアフターサービスを実現
●リアルなデータで顧客ニーズを的確に捉えることで、クロスセル、アップセルの獲得
●モバイルアプリとSNSを連動し、新たな顧客接点の創出、製品・サービス開発にも活用

デジタル技術を活用した新たなサービスを提供する企業の増加
や顧客ニーズの多様化等、事業環境の大きな変化を迎え、新たな
製品・サービスの創出や顧客との関係性強化への必要性がますま
す高まっています。
   “Smart Products & Services – Connected Home Appliances”
は、製品をクラウド環境につなげ、利用者に安心・安全を与えられ
るアフターセールスビジネスの構築を実現します。さらに、取得し
た情報からユーザの興味・関心事を分析し、新たな商品提案をする
マーケティング活動にも繋げることが可能です。

アビームコンサルティング株式会社

Connected Home Appliances 
スマート製品・サービスを実現

自社製品からデータを取得し、サービスの充実や新規ビジネス等に活用したいこのようなお客様に
おすすめ

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：〒100-0005  東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング　URL：http://jp.abeam.com/

アビームコンサルティング株式会社
P&T Digital ビジネスユニット  IoTセクター

03-6700-8800（代表）TEL

JPABIoTinfo@abeam.come-mail
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生産現場の課題に対する
重要因子（真因）の特定とその解決策の導出
●生産現場の見える化や技術伝承などのデータ活用で生産効率向上（作業効率 20％Up）
●生産現場データ活用で今まで捉えられなかった品質問題を解決（不良率 30％Down）
●設備不良を未然に防止し設備稼働率の向上（稼働率 20%Up）

高まり続ける品質要求、超短納期への対応、労働力減少と匠世
代の退職など、製造業を取り巻く環境変化により、生産における付
加価値の創造は難易度を増しています。
また、ドイツの Industrie4.0に端を発し、IoTや AIなどのテクノ
ロジーを活用した生産工程のデジタル化、省人化・自動化、つなが
る設備を活用することによる製造業改革の波へ、どう対応していく
かも問われています。

アビームコンサルティング株式会社

Data-Driven Manufacturing 
生産現場のDXを実現

生産現場をデジタル化し、製品品質や生産性向上を実現したいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

アビームコンサルティングは、実績ある IoTソリューションとその
活用シナリオ、最新分析技術、IoT Platform、独自のデータドリブ
ンアプローチ方法論などのアセットを元に、生産現場のデジタル化
でお客様の製品品質や生産性向上をご支援いたします。

所在地：〒100-0005  東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング　URL：http://jp.abeam.com/

アビームコンサルティング株式会社
P&T Digital ビジネスユニット  IoTセクター

03-6700-8800（代表）TEL

JPABIoTinfo@abeam.come-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

心拍変動データから感情を可視化し、
「働き方改革」や「健康経営」へ貢献します
●心拍変動データをリアルタイムに収集・分析
●従業員の体調変化をリアルタイムに捉え、早期の対策・支援等に貢献

ウェアラブルデバイスを活用し、日常生活下の心拍変動データか
ら感情を可視化する感情認識ソリューションを開発。
収集・蓄積した心拍変動データなどから対象者の交感神経と副
交感神経のバランスを分析することで、「興奮・喜び」「ストレス・イラ
イラ」「憂鬱・疲労」「穏やか・リラックス」といった感情変化を見える

NEC

感情分析ソリューション

働き方改革、健康経営推進者このようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

化し、独自アプリケーションや、他のアプリケーションと連携して、
現在の感情や 1日の感情履歴などを表示する。これにより、企業は
対象者の状態を把握できるため、必要に応じて業務支援や注意喚
起が可能となる。

所在地：〒105-8540  東京都港区芝三丁目23-1（セレスティン芝三井ビル）　URL：https://jpn.nec.com/embedded/products/emotion/index.html

日本電気株式会社
ものづくりソリューション本部

03-5476-4643TEL

industrial-iot@vci.jp.nec.come-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
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03-6700-8800（代表）TEL

JPABIoTinfo@abeam.come-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
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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

各種産業インフラからデータを収集、
統合しデジタルツインを実現。
●業界標準のプロトコルを幅広くサポート。センサーデータを収集し利活用を支援
●Ecosystemパートナー提供のアプリケーション群でデータをビジネスを改革
●企業のデジタル化の基盤を提供し競争力向上を支援

MindSphereは、多様なデバイスおよび企業システムの接続プ
ロトコルオプション、産業用アプリケーション、高度な分析、そして
シーメンスのオープンな PaaS（Platform-as-a-Service）機能と
Azureクラウドサービスへのアクセスを活用した最先端の開発環
境を提供します。

MindSphereのこれらの機能がモノとデジタル世界を結び付け、
ビジネスを成功に導く強力な産業用アプリケーションとデジタル
サービスを提供します。

シーメンス株式会社

クラウドIoTプラットフォーム
MindSphere

お問い合わせ先

MindSphereのオープンな PaaS機能により、産業用アプリケー
ションを開発・配布するパートナーエコシステムが充実します。ぜひ
シーメンスのパートナーの経験や洞察をご活用ください。

IoT戦略を進める上で、お客様の開発作業は不要です。シーメン
スはビジネスに的を絞ったソリューションを提供し、製品、生産、お
よびパフォーマンスのデジタルツインによるクローズドループイノ
ベーションを促進します。

所在地：〒141-8641  東京都品川区大崎 1-11-1  ゲートシティ大崎ウエストタワー 6F　URL：https://www.siemens.com/jp/ja/home/products/software/mindsphere.html

シーメンス株式会社
デジタルファクトリー事業本部 クラウドアプリケーションソリューション部

03-3493-9412（受付時間   月～金 9:00～ 17:00）TEL

https://www.siemens.com/jp/ja/home/kigyou-jouhou/contact-us/contact-fapa/contact-dfpd-sales.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

IoT導入を迅速に実現し、競争力を高めたいこのようなお客様に
おすすめ
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IoTプラットフォームサービス
月額制で IoTデータをすぐに見える化
●お持ちの IoTデバイスをつないで見える化
●月額制ですぐに利用開始でき、いつでもやめられる
●初期導入を強力にサポート

JSOL IoT Digital Serviceは、IoTデータをクラウド上で可視化
するサービスです。異常検知、予防保全、ベテランの知識をデジタ
ル化といったことに取り組みたいお客様に IoTのベースとなる機能
をご提供します。お客様がお使いのデバイスを接続して頂く使い方
が可能ですが、デバイスをお持ちでないお客様には、PoC用のデ
バイスセットもご用意しています。
本サービスは月額制で利用でき、契約期間の縛りはなく、いつで

もやめることができます。月額は基本料金＋デバイス数に応じた従量
料金で、15万円からご利用頂けます。

株式会社JSOL

JSOL IoT Digital Service

これから IoTを始めたい・急ぎデモ環境の準備がしたいが、相談に乗ってほしいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

サービスの利用開始時は、お客様の IoTデバイスの情報をヒア
リングさせて頂き、お客様に合わせた設定を行います。また、デバ
イスを接続して表示するまでをサポート致します。
また、IoTデータ収集後の、AI・機械学習への活用についてもご
支援させて頂きます。

主な機能：グラフ表示、地図表示、表示設定、CSV出力、デバイス
設定、メール通知、ログイン認証などの機能を持ちます。

所在地：〒104-0053  東京都中央区晴海2-5-24　URL：https://www.jsol-platformservice.com/iot.html

株式会社JSOL
基盤サービスビジネス事業部

03-5859-6001（受付時間　月～金 9:00～ 17:30）TEL hgC500.Ino@s1.jsol.co.jpe-mail

https://www.jsolmarketing.jp/public/application/add/145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

ビーコンとスマートフォンで
オフィス・作業現場を効率化
●スマホでもPCでも社員の所在地をリアルタイムに把握できます
●蓄積された行動データを可視化、業務改善に役立つレポートを提供します
●設置導入コストがどこよりも安いため、簡単に始めることができます

Beacapp Hereは、ビーコンとスマートフォンを使って、オフィス
や工場・倉庫などのマップ上で所在地を確認できるクラウドサービ
スです。

［特長］
1.リアルタイムな所在地把握
現場のマップを使って、従業員がどこにいるか、PCやスマホから
簡単に確認。
2.オフィス・工場内の行動データ解析
時間帯別の人の配置や、エリアによる利用者の偏りなどを可視化。

［こんな課題を解決］
オフィス・会議室で！
・フリーアドレスのオフィスで社員がどこにいるのか分からず効率が落ちた
・本社が複数階に分かれていて、人を探すのが大変
・災害発生時にオフィスに誰が残っているのか把握したい
・会議室や食堂の利用状況を把握したい
工場・物流センターで！
・広大な敷地でスタッフがどこにいるのか分からない
・人やモノを探すために、移動時間が増えている
建設現場で！
・問題が発生している場所の近くにいるスタッフに指示をしたい
・特定の場所にいたかどうか、記録をデータで残したい

株式会社ジェナ

所在地見える化ソリューション
「Beacapp Here」  

フリーアドレスを検討もしくは採用している企業、工場や倉庫を保有している企業このようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒101-0031  東京都千代田区東神田3-1-2-3F　URL：http://www.jena.ne.jp/

株式会社ジェナ
IoTソリューション事業部

03-6858-3777（受付時間　月～金 10:00～18:00）TEL

https://jp.beacapp-here.com/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 その他その他

※オフィスファシリティ関連

※
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03-5859-6001（受付時間　月～金 9:00～ 17:30）TEL hgC500.Ino@s1.jsol.co.jpe-mail

https://www.jsolmarketing.jp/public/application/add/145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

ビーコンとスマートフォンで
オフィス・作業現場を効率化
●スマホでもPCでも社員の所在地をリアルタイムに把握できます
●蓄積された行動データを可視化、業務改善に役立つレポートを提供します
●設置導入コストがどこよりも安いため、簡単に始めることができます

Beacapp Hereは、ビーコンとスマートフォンを使って、オフィス
や工場・倉庫などのマップ上で所在地を確認できるクラウドサービ
スです。

［特長］
1.リアルタイムな所在地把握
現場のマップを使って、従業員がどこにいるか、PCやスマホから
簡単に確認。
2.オフィス・工場内の行動データ解析
時間帯別の人の配置や、エリアによる利用者の偏りなどを可視化。

［こんな課題を解決］
オフィス・会議室で！
・フリーアドレスのオフィスで社員がどこにいるのか分からず効率が落ちた
・本社が複数階に分かれていて、人を探すのが大変
・災害発生時にオフィスに誰が残っているのか把握したい
・会議室や食堂の利用状況を把握したい
工場・物流センターで！
・広大な敷地でスタッフがどこにいるのか分からない
・人やモノを探すために、移動時間が増えている
建設現場で！
・問題が発生している場所の近くにいるスタッフに指示をしたい
・特定の場所にいたかどうか、記録をデータで残したい

株式会社ジェナ

所在地見える化ソリューション
「Beacapp Here」  

フリーアドレスを検討もしくは採用している企業、工場や倉庫を保有している企業このようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

所在地：〒101-0031  東京都千代田区東神田3-1-2-3F　URL：http://www.jena.ne.jp/

株式会社ジェナ
IoTソリューション事業部

03-6858-3777（受付時間　月～金 10:00～18:00）TEL

https://jp.beacapp-here.com/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 その他その他

※オフィスファシリティ関連

※
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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 

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
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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

IoT Core Connectは、Microsoft Azureで、エッジコンピュー
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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 

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
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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

※

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
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●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
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 ・データ操作の影響をリアルタイムで表示
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 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
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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
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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
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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

17



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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

実績豊富な IoTプラットフォーム
データ収集から分析、対策までを一気通貫で支援
●高い接続性とAzure連携により、様々な機器から容易にデータ収集可能
●ドラッグ＆ドロップの開発環境で、誰でも迅速にかつアジャイルにシステム構築可能
●データ分析機能も装備。ワンストップでアクションへと導く事が可能

IoTシステムの真価は、そのスケーラビリティ・拡張容易性によっ
て決まります。部分最適ではなく、ビジネス自体をイノベーションす
るための仕組みとして IoTシステムを位置付ける必要があるからで
す。PTCが提供する「ThingWorx」は、その豊富で幅広い導入実績
が示すように、高度な機能をドラッグ＆ドロップで利用可能な優れ
た開発環境と、分析や洞察獲得を容易にする独自のアナリティクス
機能により、スモールスタートから会社全体規模まであらゆるニー
ズに対応した真のスケーラブルな統合型 IoTプラットフォームです。

PTCジャパン株式会社

統合型 IoTプラットフォーム
ThingWorx

新旧混在する機器を一括して IoT化すると共に、
拠点間で連携し生産性を最大化したい

このようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

業界標準「Kepware」をベースとしたデバイス接続性は他を圧倒
し、データはクラウドもしくはオンプレミスのどちらでも蓄積可能。
特にクラウドに関しては、Azureと高い親和性を有し、リファレンス
実装などを通じて迅速な実装と用途に応じた機能の使い分けなど
が可能となっています。
産業 IoT市場を牽引する「ThingWorx」を、ぜひ貴社のデジタル
変革の要としてお役立てください。

所在地：〒163-6037  東京都新宿区西新宿6-8-1  新宿オークタワー　URL：https://www.ptc.com/ja

PTCジャパン株式会社
マーケティング本部

 03-3346-3618（受付時間　月～金 9:00～ 17:00）TEL  syoshimura@ptc.come-mail

https://www.ptc.com/ja/contact-us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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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

実績豊富な IoTプラットフォーム
データ収集から分析、対策までを一気通貫で支援
●高い接続性とAzure連携により、様々な機器から容易にデータ収集可能
●ドラッグ＆ドロップの開発環境で、誰でも迅速にかつアジャイルにシステム構築可能
●データ分析機能も装備。ワンストップでアクションへと導く事が可能

IoTシステムの真価は、そのスケーラビリティ・拡張容易性によっ
て決まります。部分最適ではなく、ビジネス自体をイノベーションす
るための仕組みとして IoTシステムを位置付ける必要があるからで
す。PTCが提供する「ThingWorx」は、その豊富で幅広い導入実績
が示すように、高度な機能をドラッグ＆ドロップで利用可能な優れ
た開発環境と、分析や洞察獲得を容易にする独自のアナリティクス
機能により、スモールスタートから会社全体規模まであらゆるニー
ズに対応した真のスケーラブルな統合型 IoTプラットフォームです。

PTCジャパン株式会社

統合型 IoTプラットフォーム
ThingWorx

新旧混在する機器を一括して IoT化すると共に、
拠点間で連携し生産性を最大化したい

このようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

業界標準「Kepware」をベースとしたデバイス接続性は他を圧倒
し、データはクラウドもしくはオンプレミスのどちらでも蓄積可能。
特にクラウドに関しては、Azureと高い親和性を有し、リファレンス
実装などを通じて迅速な実装と用途に応じた機能の使い分けなど
が可能となっています。
産業 IoT市場を牽引する「ThingWorx」を、ぜひ貴社のデジタル
変革の要としてお役立てください。

所在地：〒163-6037  東京都新宿区西新宿6-8-1  新宿オークタワー　URL：https://www.ptc.com/ja

PTCジャパン株式会社
マーケティング本部

 03-3346-3618（受付時間　月～金 9:00～ 17:00）TEL  syoshimura@ptc.come-mail

https://www.ptc.com/ja/contact-us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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CSVだけで、IoTによるデータの見える化効果を
シミュレーション
●Azureを活用し最短 2週間で IoTによるデータ見える化を利用開始！
●CSVをご提供頂くだけで、簡単に利用可能！
●さまざまなデバイスから利用可能！

IoTに興味はあるけれど、何から始めればいいのか分からな
い・・・そんな貴社に最適なソリューションを３つのパターンでご用意
しております。

【静的データ解析プラン】
センサーから収集したデータと気象データの相関関係や、機器の
稼働率といった静的データ分析を行う場合に適しており、もっとも
簡単に始められるプランです。見える化ツールはMicrosoft 
Power BIを使用します。

富士ソフト株式会社

見える化ソリューション for IoT 

IoTに興味はあるが、活用イメージがわからないこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

【リアルタイムシミュレーションプラン】
秒単位、分単位といった一定時間毎にセンサー等から収集したデー
タをリアルタイムに観察できるので、異常検知等に適しています。見
える化ツールはMicrosoft Power BIを使用します。

【フルカスタマイズプラン】
貴社の状況に応じて、データ収集の仕組みから見える化までをフル
カスタマイズでご提供します。

所在地：〒541-0053  大阪府大阪市中央区本町 1-6-17　URL：https://sem-inq.fsi.co.jp/public/application/add/227

富士ソフト株式会社
エリア事業本部 営業統括部 エリア営業部

050-3000-2117（受付時間　9:00～ 17:30）TEL

ms-sales-oosaka@fsi.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
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CSVだけで、IoTによるデータの見える化効果を
シミュレーション
●Azureを活用し最短 2週間で IoTによるデータ見える化を利用開始！
●CSVをご提供頂くだけで、簡単に利用可能！
●さまざまなデバイスから利用可能！

IoTに興味はあるけれど、何から始めればいいのか分からな
い・・・そんな貴社に最適なソリューションを３つのパターンでご用意
しております。

【静的データ解析プラン】
センサーから収集したデータと気象データの相関関係や、機器の
稼働率といった静的データ分析を行う場合に適しており、もっとも
簡単に始められるプランです。見える化ツールはMicrosoft 
Power BIを使用します。

富士ソフト株式会社

見える化ソリューション for IoT 

IoTに興味はあるが、活用イメージがわからないこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

【リアルタイムシミュレーションプラン】
秒単位、分単位といった一定時間毎にセンサー等から収集したデー
タをリアルタイムに観察できるので、異常検知等に適しています。見
える化ツールはMicrosoft Power BIを使用します。

【フルカスタマイズプラン】
貴社の状況に応じて、データ収集の仕組みから見える化までをフル
カスタマイズでご提供します。

所在地：〒541-0053  大阪府大阪市中央区本町 1-6-17　URL：https://sem-inq.fsi.co.jp/public/application/add/227

富士ソフト株式会社
エリア事業本部 営業統括部 エリア営業部

050-3000-2117（受付時間　9:00～ 17:30）TEL

ms-sales-oosaka@fsi.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
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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

セキュリティカメラ画像による
来店客 CRMシステム
●来店顧客の初期・リピート、来店回数取得
●来店顧客の売場訪問スコアの生成
●顧客に対する接客情報の店舗スタッフへの送信

リテールのデータ利活用において、リアルな店舗では ID-POS
のような購入客の一部の購買データのみの利活用にとどまり、お
店に来訪しているお客様の情報が取れない状況となっていました。
「おもてなしサポートシステム」では、Bosch製セキュリティカメラ
で取得した来店客の顔画像認識により、初回来訪⇔リピート来訪、
過去に立ち寄った売場情報、過去購入の有無などの情報を取得。
取得したデータからお客様の行動スコア情報を生成し、接客支
援情報と共に店頭スタッフや店頭情報端末、セルフ決済端末へ送
ることで店頭での顧客接客の高度化を支援します。

株式会社ブレインパッド

セキュリティカメラによるCRMソリューション
「おもてなしサポートシステム」  

リアル店舗でのお客様データの利活用によるマーケティングや業務改善をしたいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

また、取得・蓄積した情報から「来店のみで購入しない顧客はど
のような顧客なのか？」「曜日・時間帯毎でリピート顧客や来店顧客
属性に変化があるのでは？」など売場の”今”を分析することを可能
にします。
また、会員カード情報などと紐づけることにより、購入商品も含
めたより詳細なお客様の行動情報を取得し、顧客分析やメールや
アプリ、SNSなどのプッシュ施策にも活かすことが可能です。

所在地：〒108-0071  東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル3F　URL：https://www.brainpad.co.jp/

株式会社ブレインパッド
ソリューション開発本部

03-6721-7007（受付時間　月～金 10:00～ 18:00）TEL

https://bit.ly/2EitDIA 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

sd_sales@brainpad.co.jpe-mail

システムイメージソリューション

26



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

セキュリティカメラ画像による
来店客 CRMシステム
●来店顧客の初期・リピート、来店回数取得
●来店顧客の売場訪問スコアの生成
●顧客に対する接客情報の店舗スタッフへの送信

リテールのデータ利活用において、リアルな店舗では ID-POS
のような購入客の一部の購買データのみの利活用にとどまり、お
店に来訪しているお客様の情報が取れない状況となっていました。
「おもてなしサポートシステム」では、Bosch製セキュリティカメラ
で取得した来店客の顔画像認識により、初回来訪⇔リピート来訪、
過去に立ち寄った売場情報、過去購入の有無などの情報を取得。
取得したデータからお客様の行動スコア情報を生成し、接客支
援情報と共に店頭スタッフや店頭情報端末、セルフ決済端末へ送
ることで店頭での顧客接客の高度化を支援します。

株式会社ブレインパッド

セキュリティカメラによるCRMソリューション
「おもてなしサポートシステム」  

リアル店舗でのお客様データの利活用によるマーケティングや業務改善をしたいこのようなお客様に
おすすめ

お問い合わせ先

また、取得・蓄積した情報から「来店のみで購入しない顧客はど
のような顧客なのか？」「曜日・時間帯毎でリピート顧客や来店顧客
属性に変化があるのでは？」など売場の”今”を分析することを可能
にします。
また、会員カード情報などと紐づけることにより、購入商品も含
めたより詳細なお客様の行動情報を取得し、顧客分析やメールや
アプリ、SNSなどのプッシュ施策にも活かすことが可能です。

所在地：〒108-0071  東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル3F　URL：https://www.brainpad.co.jp/

株式会社ブレインパッド
ソリューション開発本部

03-6721-7007（受付時間　月～金 10:00～ 18:00）TEL

https://bit.ly/2EitDIA 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

sd_sales@brainpad.co.jpe-mail

システムイメージソリューション
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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   （受付時間　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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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   （受付時間　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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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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