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センサー

3DNet
3Dマッチング

ClassNet
分類

DeNet
目標検出

PoseNet
人体姿勢

SegNet
外観欠陥

AIクラウド
トレーニング

バイタルレーダーセンサー
サクラテック㈱

・レーダー方式：MIMO FMCW 24GHz 
・視野角: ±40°横方向(方位角),
　　　　±8°縦方向(仰角)
・複数のバイタル情報（心拍・呼吸）と共に　
  対象者の距離や方位情報も同時に計測
・IoTクラウドシステムとの接続により、
  リモート監視として利用可能

サーミスター、温度センサー
SEMITEC ㈱

・各種センサ（バルク・薄膜・赤外線）
・シリコンサージアブソーバ、バリスタ
・パワーサーミスタ、定電流ダイオード、
　各種モジュール

カメラモジュール　インテリLiteシリーズ
㈱シキノハイテック

・産業用途向けカメラモジュールとレンズを多数ラインナップ。
・プロセッサを搭載し、エッジデバイス側での画像処理にも対応。
・カメラ画像の出力と画像処理結果の同時出力が可能。
・国内生産により長期供給体制も構築

RFID

ソニー㈱

高セキュリティ対応NFCリーダーライター
モジュール。
シンプルなモノの管理だけでなく、人の認証や
会員サービス等幅広い用途に使用可能。

キャパシタ UPS-Jシリーズ
日本蓄電器工業㈱

電気二重層キャパシタ搭載。

ロボセンサー
ロボセンサー技研㈱

電源不要のワイヤー状振動センサー
設備の予知保全、ロボット、工作機械等に最適

温度センサ・湿度センサ・レベルセンサ・圧力センサ
TDK ㈱

TDKは、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronicsなどの製品ブランド
で温度センサ、圧力センサ、角度センサ、電流センサなど、さまざまな種類
のセンサをラインアップ。

センサー・MEMS
アナログ・デバイセズ㈱ (Analog Devices)
モーション、温度、音に重点を置いた製品ラインアップ。
すべてのMEMS加速度計、ジャイロスコープ、慣性計測
ユニット及び温度センサーには、業界をリードする
センサーとセンサー・シグナル・コンディショニング
技術を搭載。

環境センサ、非接触温度センサ、HVCセンサ
オムロン㈱ EMCカンパニー ( 電子部品 )

複数のセンシング機能とBLEを一体化。
　・超小型
　・センシングデータを内蔵メモリに保存可能

振動センサピックアップ評価キット
ダイトロン㈱

・ADXL1002(ADI製加速度センサ)搭載
  ±50gレンジ、共振周波数21kHz
・ADuCM4050(ADI製超低消費電力MCU)
  によるFFT処理 
・アルミ筐体により軽量化と低コストを実現

オリジナルセンサーモジュール  MSFBシリーズ
ダイトロン㈱

搭載センサー
マルチセンサー基板
・3軸加速度
・3軸加速度/3軸ジャイロ　　※加速度は選択が必要
・環境：温度、湿度、大気圧、照度

特定用途向けセンサー基板
・赤外線距離センサー
・K型熱電対 温度センサー

データは無線/有線での伝送が可能
920MHz Smart Hopを採用し、最大50chとの通信が可能

専用ソフトウェアでデータ表示、制御が可能

用途：ビックデータ収集、設備状態監視、保全等

ワンストップ・センシング・ソリューション
複数のセンサーを、一枚の基板に集約。マルチセンシングを実現。

(Multi Sensor Frontend Box) 

専用ソフトウェア
無線中継器（親機）とセンサーユニット（子機）

　温度センサーは車載、民生、産業用途などに長期安定性と応答性に
優れたNTCエレメントとNTCセンサ アッセンブリ/システムを幅広く展開。
狭い抵抗値公差とB定数公差で高精度な温度検出が可能。
　ピエゾ抵抗型MEMS技術を利用した圧力センサは、車載用や工業用
電子機器に加え、医療工学、環境科学など、幅広い用途にて採用。
　湿度センサとして、独自開発の高分子材料による高精度湿度センサ素子と、
独自回路設計技術により回路一体型の湿度センサアッセンブル品を提供。

温度センサ 湿度センサ

SiNGRAY  AIエッジデバイス
HMS 社

　・電源不要
　・広帯域
　・高感度／低ノイズ
　・軽量・柔軟
　・長さ自由

・単体動作可能、ディスプレイ付き
　バイタルセンサー
・検出人数: 4名以上
　(現在ディスプレイ上では1人)

心拍呼吸を非接触で複数人数を同時に計測可能

対象物からの放射熱エネルギーをサー
モパイル素子で受けることで対象物表面
の温度を非接触で計測可能。

独自の画像センシング技術と、カメラモジュール
を一体化。

非接触温度センサ

HVC（ヒューマンビジョンコンポ）

　・高精度
　・簡単接続
　・小型

・機械学習における最新のイノベーションを採用するSiNGRAYは、
   画像入力からAI処理までを一体化した今までにないAIエッジデバイス
・クラウドトレーニングサービスとAIエッジ・クラウド協調システムを
  実現する短時間で導入可能なオープンプラットフォーム
・これまで人の目や手が必須だった、繊細な工程までも完全自動化する
  最新のAIデバイス

NFC リーダーライターモジュール
㈱アートファイネックス

小型で軽量、長時間の電池駆動が可能な
アクティブタグ。
温度、加速度センサー、気圧センサー
(オプション)搭載により、位置測位だけで
なく遠隔モニター等様々な用途に活用可能。

所在管理

㈱アートファイネックス

リールに貼り付けたRFIDタグを自動読み取り
どの棚、どのスロットに、何のリールが入って
いるかをリアルタイムで取得。
ピッキング指示のLEDも搭載し、ピッキングの
省力化、棚卸の省力化、さらにはリール管理の
フリーロケーション化を実現。

リール管理
㈱アートファイネックス

様々なアンテナサイズを選べるRFIDリーダー
ライター。
工程実績の収集、生産ワークの現在位置、
電子ペーパータグの書き換えなど、人や物の
管理に最適。

マルチプロトコルリーダーライターモジュール

SiNGRAY AIエッジデバイス
SiNGRAYNET

クラウドトレーニングサービス

リアルタイム画像処理物体検出

顔認証
（後段処理）

QR読取り

環境センサ

①超寿命　
②メンテナンスフリー
③幅広い使用温度範囲（-20℃～60℃）
④JAXAと共同取得した特許回路搭載

などの特徴の有る無停電電源ユニット。
PVパネルとの組み合わせで独立電源としても
利用可能な製品。
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＜通信＞無線＆有線

AE2100

ワイヤレスI/Oモジュール
㈱コンテック

1km先の信号入出力制御、アナログ信号の
取り込みが可能に。
920MHz帯マルチホップ対応ワイヤレス
I/Oシリーズ。

インテリジェント無線モジュール　SX-59HLS

サイレックス・テクノロジー㈱

・無線ドライバ開発不要。ATコマンドによるシンプル
  操作とエンタープライズセキュリティ機能を両立
・高度な情報安全が求められる分野でも機器の無線  
  化を短期間で実現
・IEEE 802.11a/b/g/n、IEEE802.1X、消費電力削減の
  ためのスリープモード搭載

切れない接続：マルチSIMルーター
㈱ CASO

・マルチ回線対応
　4G/LTE同時2回線～6回(待機含めて10回線)により
    帯域幅を増幅。
・SD-WAN機能
　リモート機能で遠隔地から管理・設定が可能。
・工業用グレード規格
　-40℃～65℃の温度拡張対応、耐振動規格、

SparkLAN Communications 社

・長期供給サポートと短納期供給体制
　　広い動作温度（-40～+85℃） / 長期製品供給
・マルチ・ソフトウエア・サポート   
　　Windows, Linux, Android
・認証サービス
　　世界の規制、認証に関する豊富な知識、
　　コンサルタント及び支援

ゲートウェイ netTAP
ヒルシャー・ジャパン㈱

・各種産業用ネットワーク間のデータ
　転送・変換を簡単に実現
・任意のバリエーションでマスタと
　スレーブを組み合わせ
・メモリカードで設定データを簡単コピー

通信用コネクタ
ヒロセ電機㈱

品質と性能、高信頼性を備えたコネクタ、 優れた
カスタマーサポート、各国の製造能力を活用し、
産業機器や自動車、携帯機器、 スマートフォン、
情報通信などあらゆる分野に対応。

Bluetooth 5モジュール
富士通コンポーネント㈱

•セントラル機器1台に対し、最大8台のペリフ
  ェラル機器を同時接続可能
•X2 SpeedとLEアドバタイズ拡張を搭載済み
•最大255バイトのロングパケットに対応
•アンテナ内蔵/メーカーファームウェア搭載

高速通信FPC YFLEX
山一電機㈱

画像診断装置の機器内配線に適した
高速・高屈曲・耐ノイズ性能に優れたFPC。
データセンター向け光コネクタも製造。

920MHz特省無線ユニット/モジュール、AIエッジGateway
沖電気工業㈱

2.4GHz無線 SmartMesh
アナログ・デバイセズ㈱ (Analog Devices)

SmartMeshは消費電力が低く信頼性が高い
802.15.4準拠のネットワーク製品

  ・メッシュ型ネットワーク構成（スター型も可） 
  ・時間同期チャネルホッピングを採用   
  ・IPv6またはWirelessHARTに対応

IoT/M2Mルータ Rooster RX2xxシリーズ
サン電子㈱

・無人環境でも安定運用が可能な自律接続維持機能
　（ASC：Autonomous Stable Connection）を搭載
・基本ルータ機能に加え、有線回線や、VPN機能（IPsec、
　L2TPサーバ、PPTPサーバ）に対応
・IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」を搭載
　ファームウェアの更新やログ、温度、電圧管理、死活
　監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供

産業用WiFiソリューション LTEゲートウェイ　GW-100AN
・LTE Cat.1モバイル通信対応プログラマブルIoT
  ゲートウェイ
・有線/無線LAN、RS-232C、USBインタフェース装備
・開発キットによりお客様Linuxアプリケーションを
  搭載可能
・M2M遠隔監視やクラウド等のサービスをスピー
  ディに実現

mPCIe M.2

USB I/F

IoT/M2Mソリューションに適したルータ

産業用ラズパイ netPI

・ラズパイ3ベースのエッジデバイス
・産業用セキュリティ機能を実装
・通信拡張用スロットを実装
・ユーザアプリはDockerコンテナで実装

MAX HD4

■エッジ領域で汎用的にAI処理を実行
することができ、お客様の多種多様な
ユースケースに最適な「リアルタイム
インテリジェンス」を実現
■またセンサNWとしてSmartHopも
搭載可能

■OKIの無線マルチホップ技術により、
現場に多数配置されるセンサーや
機器を効率的に920MHz帯無線で接続

クラウドアプリケーション

WAN

センサーネットワーク

センサーデバイス

エッジコンピューティング

無線LAN/WiFi/データテメトリー用アンテナ
アンテナテクノロジー㈱

「OWLCODE」 LPWA長距離無線機
東朋テクノロジー㈱

・テレメータ、テレコントロール、データ転送用
　短距離、長距離用アンテナの設計、製造、販売。
・特定小電力用無線局、RFID、Bluetooth、
　無線LAN/WiFi、3G/4G-LTE、ローカル5G(Sub6)

・同軸型、LAN回線用避雷器は
　雷や静電気の高電圧による機器を保護。
  同軸避雷器は6GHzまでの各周波数に対応し
　各種接栓をラインアップ。
・各種通信用アンテナ及び高周波伝送技術の
　コンサルティングやセミナーも実施。

・km単位の無線通信が可能。
・I/Oのみでアナログ双方向通信と監視制御が可能。
　また、デジタルタイプでは最大４か所の監視・制御が可能。
・広範囲設備に点在する情報を一つに集約する事で、作業効率化と
　設備の見える化を実現。

複数回線を束ね、且つ冗長化を実現 
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エッジコンピューティング＆システム

LAN

ND-RS01

他システム連携

ISP独自AI 業務アプリ

分散型エッジAIソリューション

製造業向け外観検査ソフトウェア

3つの特徴

不良データ不要 GPU不要 ブラックボックス化しない

EBOX-IMX8MM

TypeC TypeH TypeH2/M

GPU搭載可能なモジュラー型産業用PC
アドバンテック㈱

MIC-7000シリーズは、拡張モジュールMIC-75G20
との組合せにより豊富なI/Oと拡張性、GPUを搭載
したパワフルかつコンパクトな推論用システムの
構築が可能。
また、多くの画像データを扱うために、ホットスワ
ップ可能な2.5インチドライブベイを2基搭載。

人工知能 AI／Deep Learning
㈱システム計画研究所

AI・IoT・ロボティクス分野での豊富な経験を活かし、データ解析・生成、 
システム構築を支援
　 ・分散型エッジAIソリューション
　 ・製造業向け外観検査ソフトウェア「gLupe 」

無停電電源装置UPS
Eaton 社

From edge to edge with Eaton～　エッジ
コンピューティングテクノロジーもEaton。
コンピューティングエッジ、ローカルデータセ
ンターエッジ、産業用IoTエッジ、ゲートウェイ
エッジと４つのコアエッジ環境に重点を置
き、無停電電源装置（UPS）を通して電力監視
および管理ソリューションを提供。

予知保全システム

㈱ FAプロダクツ

加速度と角速度計6軸の振動データを統計学手法による5種類の
劣化指標として解析し、劣化予測を可能にするシステム

Edgecross認証取得済み小型エッジサーバー
EDG-INT4-G1

HPC システムズ㈱

Tesla T4搭載、Edgecross認証取得済みのハイエンド
小型エッジサーバー。
クラウド上の処理の一部をエッジ側で実行し「レイテ
ンシの向上」や「通信コストの削減」を実現。
I/OにはPoE×6とUSB3.0×6を装備し、セキュリティや
スマートファクトリー用途のカメラ等が搭載可能。

ICOP I.T.G. ㈱

ビッグデータ可視化ツール
サイバネットシステム社

高度な専門知識がなくても
簡単操作でビッグデータの
可視化・分析が可能。

組込み向けビデオレコーダー
EMVR-100 ㈱ダックス

産業機器の組込み向けビデオレコーダー。
最大4台のUSBカメラ・IPカメラが接続可能で、ブ
ラウザからカメラ、録画データを管理できるソフ
トウェアをバンドル。
制御用のAPIを公開しており、用途に応じた開発
が可能。

GPU搭載 エッジサーバー
EDG-TY10224S

Quadro RTX 4000搭載、高速通信を可能する10GbE×2・
1GbE×4・SFP×2を装備したエッジサーバー。
クラウド上の処理の一部をエッジ側で実行し「レイテンシ
の向上」や「通信コストの削減」を実現。
筐体にはGPU用冷却機構と誤作動防止用電源スイッチの
採用により安定動作を確保。

BoxPC EBOXシリーズ

・小型PC (115x115x35mm)
・NXP i.MX8M Mini 
　Quad-core 1.6GHz ARM Cortex-A53
・オンボード・メモリ, eMMC 
・USB/RS-232,RS-485/HDMI/GBE
・Android 9, Yocto

ハイパフォーマンスPC
KISS 4U V3 SKX

Kontron 社

インテルDual Xeon SPプロセッサ搭載の
4Uサーバー。
低騒音が特徴でAIアプリケーションにも最
適な高性能産業用グレードサーバー。

産業用コントローラ
μPIBOC-I MODEL1200 シリーズ ㈱明電舎

・7世代にわたり同様の形状を継承
・第7世代Xeon、Corei3プロセッサを採用
・用途に合わせてドライブレス、1ドライブ、
  2ドライブ、ミラードライブRAID1の4タイプ
  を用意
・24時間365日連続稼働対応

エッジコンピューティングPC
KBox E-210 Series

ファンレスで密閉型のコンパクト設計のボック
スPC。
スタンドアローンでの使用だけでなく、過酷な
環境となる装置内への取り付けも可能。

拡張性の高いネットワークデバイス
TVS-473E QNAP Systems 社

タワー型のエントリー向けモデルから、
ラック型のエンタープライズ向けまで幅広いライン
アップを展開。
データ消失に強い高信頼性のNAS。
オンサイトからHDD返却不要サービスまで保守の
ラインアップも充実。

SCADA/HMI製品
AVEVA 社

PLCや各種センサーなど製造現場のあらゆるデータの包括的な
監理活用を実現する産業オートメーション用統合パッケージ

（提供元）キヤノン IT ソリューションズ㈱

（提供元）キヤノン IT ソリューションズ㈱

インダストリアルサーバ ＆ ストレージ

奥行の短い省スペース 4Uラックマウントシャーシ
EATX/ATX/MicroATX マザーボード対応
最大1400Wの冗長化電源搭載可能
AIのトレーニングサーバとして複数GPUを搭載する
ことも可能。
正面5インチx2、背面3.5インチx2のドライブベイを
搭載しており、ストレージサーバとしての運用も可能。

稼働監視＆生産シミュレータ

ローコストに既存設備の稼動監視・帳票レスを実現、
精度の高い稼働データは生産シミュレータで仮想の
工場ラインモデルを構築。
物の流れを再現することで様々な現象を検証・分析
可能。（生産、動き、渋滞、保管、輸送、サービス、エネ
ルギー）
生産システムの最適化を実現。

「標準 ＆ カスタム」電池パック
トーカドエナジー㈱

「見える化パッケージソフト設備稼働監視システム」
東朋テクノロジー㈱

「ペーパーレス（電子帳票）化システム」AI外観検査サービス
㈱アダコテック

・電池の選定から電池パックの開発・評価・生産・
　販売まで一貫したビジネスソリューションを提供
・グローバルにビジネス展開をするための開発・
　生産・販売ネットワーク
・豊富な標準パックのラインナップ
・カスタムにより最適な電池パック提案

・カメラによるアナログ・デジタ ル
  メーターの読込、データ化
・シグナルタワーの色で稼働を検知
・遠隔の事務所にてモニタリングや
  CSVデータ出力により帳票作成に
  対応

・紙媒体による報告書や、
  チェックリスト等の電子化を実現
  誤記・記入漏れレス、工数を削減
・PLCや工具等とも連携し、データ化
・音声入力にも対応可能
・カスタムのシステム構築にも対応

環境監視システム
中央電子㈱

ネットワークがない環境で監視が可能。 
親機と子機はプライベートLoRaで通信し、上位システムへはイーサネットや
セルラーLPWAで通信ができる監視装置。

・産総研特許技術HLACを使った独自の画像解析・AI技術
・モノづくりの検査・検品を自動化する SaaSシステム 「AdaInspector Cloud」 
・良品判定アルゴリズムをAPIとして新たに提供、
  クラウドからエッジまで一気通貫でシステム構築が可能に

現場の業務ノウハウをAI化
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■多摩営業所

■東京営業所

■横浜営業所

■宇都宮営業所

■仙台出張所

■松本営業所

■茨城営業所

■名古屋営業所

■金沢営業所

■静岡営業所

■大阪営業所

■京都営業所

〒186-0003　東京都国立市富士見台3-15-1
TEL：042-571-8811　FAX：042-571-8810　

〒102-8730　東京都千代田区麹町3-6
　　　　　　（住友不動産麹町ビル3号館）
TEL：03-3264-0203　FAX：03-3261-3984　

〒312-0005　茨城県ひたちなか市新光町38
　　　　　　（ひたちなかテクノセンター）
TEL：029-265-3850　FAX：029-265-5281　

〒981-3133 　仙台市泉区泉中央1-7-1
　　　　　　（地下鉄泉中央駅ビル）
TEL：022-341-8063　FAX：022-341-8065

〒460-0008　名古屋市中区栄3-10-22
　　　　　 　（東朋ビル）
TEL：052-249-3005　FAX：052-263-3011

〒920-0853　石川県金沢市本町2-11-7
　　　　　 　（金沢フコク生命駅前ビル）
TEL：076-265-5887　FAX：076-265-6768　

〒604-8171　京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町577-2
　　　　　　　（太陽生命御池ビル）
TEL：075-223-0440　FAX：075-255-7635　

〒532-0003　大阪市淀川区宮原4-6-11
TEL：06-6399-6814　FAX：06-6399-6824　

〒650-0044　神戸市中央区東川崎町1-3-3
　　　　　　（神戸ハーバーランドセンタービル）
TEL：078-341-2232　FAX：078-341-2423　

〒730-0015　広島市中区橋本町10-6
                         （広島NSビル）
TEL：082-224-1071　FAX：082-224-1073　

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-1-26
　　　　     　　（博多駅イーストプレイス）
TEL：092-475-1521　FAX：092-475-1520　

〒222-0033　横浜市港北区新横浜3-18-14
　　　　　　（住生新横浜第２ビル）
TEL：045-473-1221　FAX：045-473-7175　

〒320-0811　栃木県宇都宮市大通り1-4-22
　　　　　　（MSC第2ビル）
TEL：028-624-8061　FAX：028-624-4308

■神戸営業所

■広島営業所

■福岡営業所

■熊本営業所
〒422-8067　静岡市駿河区南町18-1
　　　　　　 （サウスポット静岡）
TEL：054-280-5800　FAX：054-280-5802

〒860-0844　熊本市中央区水道町7-16
　　　　     　　（富士水道町ビル）
TEL：096-351-0531　FAX：096-351-0534

〒390-0811　長野県松本市中央1-4-20
　　　　　　（日本生命松本駅前ビル）
TEL：0263-35-9316　FAX：0263-32-0469　

■DAITRON INC.(米国） ■DAITRON (KOREA) CO., LTD.（韓国） ■大途電子(上海)有限公司 (中国） ■大途電子(深圳)有限公司（中国） ■大都電子(香港)有限公司（中国） 　　　
■台北支店（台湾） ■DAITRON (THAILAND) CO.,LTD. （タイ） ■マニラ駐在員事務所（フィリピン） ■DAITRON (MALAYSIA) SDN. BHD. （マレーシア） ■ハノイ駐在員事務所（ベトナム)

https://www.daitron.co.jp/products/solution/iot.html当社ホームページのご案内

Email: iot@daitron.co.jp
メールでのお問合せ先

Daitron IoT products.
Break through the bottle neck!

工程を見える化したい、また最適化したい。
未知のリスクに対応できるトレーサビリティを確保したい。
安定した品質を確保できるシステムを構築したい。

ダイトロンでは、長年 半導体・FPD業界で培ったプロセス管理
を活かし、お客様に最適な提案をいたします。

　・RFIDを活用した工程管理とトレーサビリティの確保
　・工程の見える化で工程ロスの抽出と改善　　
　・センサーを活用した予知保全システムによる管理コスト低減　
　・無線タグを使った位置情報管理
　・画像処理システムの導入による検査の効率化、高速化　　　　

（例）


