
■スマートものづくり応援ツール一覧

No. ツール名 PRコメント（ひとこと） 企業名・組織名 所在地

A.電力等の省エネ

5 Energy Literacy Platform（ELP） 工事不要で簡単に電力データ取得 株式会社Sassor 東京都

43
非接触型電力データロガー　NPL
※Non-contact Power data Logger

簡単に有効電力を見える化！ 富士通株式会社 神奈川県

62 エネルギー監視システムEcoemon 簡単に電力の見える化できます エコマス株式会社 山口県

79 電力利用状況把握型SoLoMoNデバイス 電源にかまして安価に電力管理 株式会社アドダイス 東京都

80 電力遠隔On/OFF用SoLoMoNデバイス 電源入切を遠隔化・順序自動化 株式会社アドダイス 東京都

84
堆肥製造省エネシステム（無線温度センサー、
PLC制御システム）

省エネルギーは無線センサーで 株式会社ハイテックシステム 北海道

101 簡易設置型スマートメーター 工事不要で手軽に設置できます 株式会社会津ラボ 福島県

B.故障予知、設備診断

1 SpreadRouter　ＩｏＴセンサーパック LoRaと3G回線でセンサ集積 エヌエスティ・グローバリスト株式会社 東京都

3
各種センサによる製品の出荷検査及びプラント
運転の異常検知のIoTコア技術

微小異常の検出・故障予知を実現 株式会社エクストラネット・システムズ 広島県

30 IoTを活用した予知保全導入支援サービス 予知保全のご相談はマクニカへ 株式会社マクニカ 神奈川県

59 とらぶるレーサⅡPLUS 「ラクトク点検」をキーワードに！ 昭和電機株式会社 大阪府

68
～ 正常稼働状態の機械学習による故障予知～　
 『 MMPredict （エムエムプレディクト）』

故障を予知し保守業務を高度化 株式会社YE DIGITAL 福岡県

C.稼動監視、遠隔稼動監視、（自社製品の稼動データ収集も含む）

4 移動式ネットワークカメラ「ilbo（イルボ）」 いつでもどこでも簡単遠隔監視 株式会社エクストラン 東京都

8
irBoard (iPadを製造装置の操作パネルとして利
用するiOSアプリ)

FAの操作パネルにタブレットを 有限会社伊藤ソフトデザイン 秋田県

10
IoTセンサーの遠隔モニタリングのクラウドツー
ルシステム

屋内屋外問わず柔軟に対応します CommStepLLC 群馬県

12 産業用ＶＰＮルータ 遠隔設備の管理を安全かつ簡単に 因幡電機産業株式会社 大阪府

17 リアルタイム製造ＩｏＴコアシステム 製造ラインを一目で把握できます。 株式会社アプリシステムズ 北海道

18
smart IoT ではじめる！　「設備の改善余地把握
ツール」

IEサポートツールです。 山崎電機株式会社 石川県

19 IoTクラウドプラットフォーム「CUMoNoSU」 IoTを簡単に実現！ マイクロテクノロジー株式会社 東京都

31
イーサネット対応LED照明コントローラ　OPPD-
30E

ライティング制御を一歩先へ。 オプテックス・エフエー株式会社 京都府

35
スマートフォンを利用した機械動作情報収集装
置

スマホで簡単機械動作収集 武州工業株式会社 東京都

36 Raspberry Piを利用した機械動作情報収集装置 ラズパイで簡単機械動作収集 武州工業株式会社 東京都

49 MCFrame SIGNAL CHAIN 信号灯で稼働管理、簡単 IoT！
東洋ビジネスエンジニアリング株式会
社

東京都

54
自社製品・自社保有設備のＩｏＴ化を実現するク
ラウドサービス『Ｍ２ＭＳＴＲＥＡＭ』

すぐ使えるＩｏＴシステム基盤 シナノリンク株式会社 東京都

64 異常検知通報システム「aimo - Sense」 機器をスマホ＆クラウドで監視！ 株式会社リッジワークス 北海道

67 IoT/M2M通信機器「MMLink-G/MMLink-3G」 国内外の装置を一括で遠隔監視 株式会社YE DIGITAL 福岡県

74 alkartlive-LITE(機械稼動監視ｼｽﾃﾑ) 稼働状況を把握し生産性向上 シチズンマシナリー株式会社 長野県

81 完成品組込用SoLoMoN deviceボックス 自社商品にくっつければIoT AI化 株式会社アドダイス 東京都

85 製品のIoT化支援サービス（無線センサー活用） 製品スマート化は無線センサーで 株式会社ハイテックシステム 北海道

91
FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart 
MES  PATCHART

設備稼働分析を簡単に実現！
株式会社　富士通アドバンストエンジ
ニアリング

東京都

97
工作機械NO改造稼働モニター（電子あんどんシ
ステム）

既存設備を安価にIOT対応 ジール株式会社 岐阜県

103 装置丸見えプロジェクター 生産ラインが丸見え！ 合同壮会社ツクル 東京都

108 いつでもアンドン どこにいても「アンドン」を！ 合同壮会社ツクル 東京都

D.現場等の見える化全般

14 モノづくりIoTソリューション IoTで「良い流れ創り」を実現 NECソリューションイノベータ株式会社 東京都

15
みんなのIoT/GPSトラッキングプラットフォーム。
Trackrr.io（トラッカーアイオー）。

みんなのGPSプラットフォーム 株式会社スタイルズ 東京都

16
Wireless Visual Solution（ワイアレスビジュアル
ソリューション）　略称： Wi-VIS（ワイビス）

現場の情報を無線で見える化！ 京西テクノス株式会社 東京都
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21
ワイヤレスアンドン型表示装置AN426シリーズ
及びワイヤレスモデムWCS-426R-A

ワイヤレスで工程を可視化します ヘルツ電子株式会社 静岡県

23
コネクテッド・カー・アプリケーション「Cariot（キャ
リオット）」

今からはじめられるIoTです。 株式会社フレクト 東京都

32 IoTクラウドプラットフォーム「Toami（トアミ）」 早く安価にIoTシステムを構築 日本システムウエア株式会社 東京都

33 マザック　スマートボックス　パッケージ 安全・簡単に工場内をIoT化 ヤマザキマザック株式会社 愛知県

41
人とモノの位置情報管理ソフトウェア　（製品名: 
ACCESS Beacon Framework for Location）

人、モノの位置情報活用サービス 株式会社ACCESS 東京都

42 OPTiM Cloud IoT OS 情報蓄積と解析技術で価値を提供 株式会社オプティム 東京都

47 騒音可視化・通知ツール　”音見え君” センサで騒音をリアルタイム警告 株式会社クリエタ 東京都

51
温度湿度管理IoTソリューション
工場向けIoTソリューション

安心信頼のサービスを提供します 株式会社オービック 東京都

55
エンタープライズIoTプラットフォーム
「SensorCorpus」（センサーコーパス）

あらゆるセンサみえる化応援 株式会社インフォコーパス 東京都

56
Tranzac MES ～生産現場をデジタル化するクラ
ウド型製造実行システム～

IT✕製造業＝新ものづくり社会 Tranzac 株式会社 愛知県

60 プログレス・ビュー 現場が見えれば最適化出来る！ 株式会社　インテレクツ 東京都

69
あらゆる電波の可視化が可能なRSA306B型
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ

電波の可視化でトラブル解決！ 株式会社TFF　テクトロニクス社 東京都

90 チョコ停 Finder 工場生産ライン　導入ツール 図研エルミック株式会社 神奈川県

96 Web端末型IoTプラットフォームia-cloud Web技術による真のIoT MSTC 産業オートメーションフォーラム 東京都

106 腕時計型IoT端末　WorkWatch IoTで製造現場に革新を起こす 株式会社 汎建大阪製作所 兵庫県

E.ＩｏＴ導入お試し、ＩｏＴ製品試作

28 IoTスターターキット on CONNEXIVE IoTスモールスタートに最適！ ソフトバンク株式会社 東京都

29 サブギガ帯対応IoTトライアルキット 機器の故障をＡＩで簡単予測 株式会社　スカイディスク 福岡県

34 ラピッドプロトタイピングツール「ＦａＢｏ（ファボ）」 ラピッドプロトタイピングツール 株式会社ＦａＢｏ 福島県

39 IoTソリューション (IoTビジネスサポート) ビジネス企画からご支援します。 情報技術開発株式会社 東京都

66 工場設備の見える化スターターパック  IoT化を始めたい方に最適です 株式会社YE DIGITAL 福岡県

73 生産IoTスターターキット ラインの稼働を簡単モニタリング NECプラットフォームズ株式会社 東京都

82 IoTゲートウェイ BHシリーズ IoTの裾野を広げます！ 株式会社ビズライト・テクノロジー
北海道/
東京都

89
世界最高17軸ウェアラブル型ロボットセンサー
「U-BRAIN RS-01」開発キット

世界最高17軸ロボットセンサー 臼田総合研究所株式会社 東京都

93 IoTスタートキット 手軽にIoTを始めたい方へ ユニアデックス株式会社 東京都

F.生産業務の効率化

27 RFIDリライトカードプリンター MT-2100 高価なICカードをリユース可能に  三喜鋲螺株式会社 大阪府

38
測定データ無線送受信機器「テレメジャーⅡ」、
及び品質管理システム「ＱＣプロ」

デモ機貸出サービス実施中！ ベクトリックス株式会社 東京都

48 金属背面からも読み取り可能な RFID 金属タグ 金属資材の管理を大幅に効率化！ 株式会社フェニックスソリューション 石川県

52 ものづくりスマート トレースシステム IOTでものづくりのスマート化 ヒロコン株式会社 広島県

61 MCFrame cloud (エムシーフレーム クラウド) 海外拠点の早期立ち上げを支援
東洋ビジネスエンジニアリング株式会
社

東京都

70
写真de在庫管理　（特許出願済／クラウドサー
ビス準備中）

写真を撮って数量を入力するだけ 株式会社サンクレエ
北海道／
東京都

76 alkartbox(ｸﾗｳﾄﾞ型ｽﾄﾚｰｼﾞ) 大切なﾃﾞｰﾀを保管します シチズンマシナリー株式会社 長野県

83 alkartpro2cloud(ｸﾗｳﾄﾞ型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成支援ﾂｰﾙ） 加工プログラムが簡単に作れます シチズンマシナリー株式会社 長野県

92
FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart 
MES  ガントチャート

生産計画エディタで生産性向上！
株式会社　富士通アドバンストエンジ
ニアリング

東京都

99 FullScanCodeⓇ （フルスキャンコード） コードでビジネスをスマートに 共同印刷株式会社 東京都

100
IoTシステムにおけるSafety＆Security分析・設
計統合ツールSOX2

機能安全開発効率アップツール 株式会社ヴィッツ 愛知県

104
ＳｍａｒｔＰｒｏｃｅｓｓ-BR（個別受注生産対応　工程
管理、生産管理システム）

個別受注生産向け生産管理 ジール株式会社 岐阜県

105
ＳｍａｒｔＰｒｏｃｅｓｓ-MS（見込生産対応　繰り返し
生産対応　生産管理システム）

繰返し生産向け生産管理 ジール株式会社 岐阜県

109 いろあと カメレオンコードを使ったＩｏＴ 株式会社インフォファーム 岐阜県

110
IoTシステムにおけるSafety＆Security開発プロ
セス構築キット

効率的なプロセス構築可能キット 株式会社ヴィッツ 愛知県

111
IoTデバイス開発を支援する組込システム開発
ソリューション

ROM容量5KBから適応可能 株式会社ヴィッツ 愛知県
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G.製品開発リードタイム短縮

24
「Rinkak 3D Printing Manufacturing Management 
Service（Rinkak 3D Printing  MMS）」

クラウド型製造業支援サービス 株式会社カブク 東京都

25
Base-Right　（設計情報／技術情報管理システ
ム）

手軽にPDMシステムを構築！ 日本システムウエア株式会社 東京都

40 文書共有・検索システム「i SearchWebクラウド」 導入簡単！利用者・容量無制限！ 株式会社ジェイ・アイ・エム 東京都

44 FTCP Remote Desktop クラウドで「ものづくり」を支援！ 富士通株式会社 東京都

46 Autodesk Fusion 360 設計全てを繋ぐCADを低価格で オートデスク株式会社 東京都

57
ストラタシス3Dソリューション（メーカーボット製３
Dプリンター、イノベーションセンターならびGrab 
Cad）

３Dプリンティングエコシステム 株式会社ストラタシス・ジャパン 東京都

58 クラウド型PLMサービス「Obbligato for SaaS」 PLMを安く手軽に導入可能です 日本電気株式会社 東京都

H.簡易システム開発

6 Contexer（コンテキサー） 情報活用の新しいカタチ 株式会社アプストウェブ 東京都

11 Ｗｅｂロボ 低コスト、高生産性Ｗｅｂツール 株式会社ユーサイドシステム 福島県

20 AI（機械学習）化ツール　「Thinkeye 」 お客様のAI発想を具現します！
株式会社ソラ・ユニバーサルアーカイ
ブス

愛知県

65
RapidMiner 簡単・高機能・最先端のデータサイ
エンスツール

データの分析・活用を社内で完結 株式会社KSKアナリティクス 大阪府

71 smartNexus2 Webアプリの簡単構築ツール 株式会社サンクレエ
北海道／
東京都

72 デバイスゲートウェイ プログラムレスで現場データ取得 株式会社たけびし 京都府

I.従業員の作業補助、ミス防止

22 ワイヤレスポカヨケツールTW-800シリーズ 工具のＩｏＴ化でお役に立ちます ヘルツ電子株式会社 静岡県

53 RAKU-Pad 記録→分析→活用を簡単に
東洋ビジネスエンジニアリング 株式会
社

東京都

63 Vocollect（ヴォコレクト） 音声物流システム ハンズフリー・アイズフリー
東洋ビジネスエンジニアリング株式会
社

東京都

88
alkarttransfer(ﾈｯﾄﾜｰｸ型加工関連ﾃﾞｰﾀ入出力
機能)

機械とPC間で加工プログラム送受
信

シチズンマシナリー株式会社 長野県

94 タブレットレポートツール 手書き運用を簡単にシステム化！
株式会社　富士通アドバンストエンジ
ニアリング

東京都

95 スマートアルス 海外とのやり取りに活用できます 株式会社ホープス 東京都

98 電源レス・配線レス治具利用情報収集装置 電源・配線レスで治具情報収集 武州工業株式会社 東京都

J.事務等の管理効率化

7 Teachme Biz クラウド型　簡単マニュアルツール 株式会社スタディスト 東京都

9 ビーコン在席管理システム スマホとビーコンで在席管理 電子システム株式会社 東京都

45
顧客情報一元管理、リマインダー、受注、製造
管理、販売仕入、会計の全連動システム

対応、効率、分析をひとまとめ！ 株式会社ファインドメーカー 北海道

50 フォト手裏剣 (iOSアプリ) 写真と位置情報を１タップで投稿 有限会社伊藤ソフトデザイン 秋田県

77 管理よかろうNFC 管理対象にスマホをかざして管理 株式会社アドダイス 東京都

78 事案対応履歴よかろうWEB 案件毎の対応履歴をクラウド管理 株式会社アドダイス 東京都

107 かんたん動画マニュアルアプリ 1ページ1分でマニュアル完成！ 合同壮会社ツクル 東京都

K.その他

37
産業用ロボット向け　完全ティーチレス・知能ロ
ボットコントローラ「ピックワーカー」

産ロボの制御はMUJINまで 株式会社MUJIN 東京都

75 alkartschool(eﾗｰﾆﾝｸﾞ) 技術者育成を支援します シチズンマシナリー株式会社 長野県

112
Connected Carの課題を体験　車載セキュリティ
研究教材

セキュリティ脅威体感できる教材 株式会社ヴィッツ 愛知県
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