
e-F@ctory Alliance
三菱FAパートナーカタログ



「シーケンサと簡単につなげる機器を探したい」
「立上げ・運用・保守に便利なソフトを探したい」
「信頼できるシステムインテグレータを探したい」

FAの最前線では、コンポーネントの性能向上のみならず、

情報システム系の提案からセンサーレベルのデバイス機器の提供まで、

生産現場全体をワンストップで構築できるソリューションの提供が求められています。

そのため e-F@ctory Alliance では、お客様に最適な総合ソリューションを提供できるように、

三菱 FA製品と簡単につながるソフトウェアや機器または三菱 FA機器を使って、

最適なシステムを構築するシステムインテグレータ（SI）をご紹介しています。
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システムインテグレータ（SI）
会社名 ソリューション 業種 掲載頁

株式会社アイテック ［計装］［リニューアル］［省エネ］ ［食品］［化学］［公共］ 11

株式会社インテック　NSG事業部 ［生産管理］［トレーサビリティ］［稼動管理］ ［自動車］［半導体］［電気電子］ 12

株式会社インプレステック ［計装］［リニューアル］［生産管理］ ［化学］［紙・パルプ］［石油・ガス］ 13

株式会社ヱイペックス ［計装］ ［その他］ 14

株式会社ＦＡサポート ［計装］［リニューアル］［省エネ］ ［自動車］［半導体］［鉄鋼］ 15

株式会社オーネスト ［計装］［生産管理］［稼動管理］ ［紙・パルプ］［薬品］［鉄鋼］ 16

株式会社カナデン ［リニューアル］［省エネ］［稼動管理］ ［半導体］［食品］［電気電子］ 17

川之江造機株式会社 ［計装］ ［その他］ 18

株式会社かんでんエンジニアリング ［計装］［品質管理］［生産管理］ ［その他］ 19

株式会社キノ計装 ［計装］［リニューアル］［生産管理］ ［食品］［化学］［紙・パルプ］ 20

協栄産業株式会社 ［リモートメンテ］［省エネ］［稼動管理］ ［物流］［食品］［電気電子］ 21

京都ＥＩＣ株式会社 ［計装］［省エネ］［生産管理］ ［化学］［セメント・ガラス］［公共］ 22

株式会社京和エンジニアリング ［計装］［リニューアル］［省エネ］ ［食品］［紙・パルプ］［石油・ガス］ 23

クオリア株式会社 ［計装］［生産管理］［トレーサビリティ］ ［食品］［薬品］［石油・ガス］ 24

クオリカ株式会社 ［稼動管理］ ［自動車］［物流］ 25

株式会社ケー・ティー・システム ［生産管理］［トレーサビリティ］［稼動管理］ ［自動車］［電気電子］［鉄鋼］ 26

コグニザントジャパン株式会社 ［リモートメンテ］［生産管理］［稼動管理］ ［その他］ 27

三興コンピューターソフトウェア株式会社 ［計装］ ［化学］［薬品］ 28

ジェイティ エンジニアリング株式会社 ［計装］［トレーサビリティ］［稼動管理］ ［食品］［紙・パルプ］［公共］ 29

株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス ［計装］ ［鉄鋼］［石油・ガス］［公共］ 30

新立電機株式会社 ［計装］［リニューアル］ ［物流］［化学］［セメント・ガラス］ 31

第一制電機株式会社 ［計装］［リニューアル］［稼動管理］ ［公共］［その他］ 32

株式会社ダイセック ［生産管理］［稼動管理］ ［自動車］［電気電子］ 33

株式会社ダイセック ［トレーサビリティ］［稼動管理］ ［半導体］［物流］［鉄鋼］ 34

株式会社ダイセック ［生産管理］［トレーサビリティ］ ［自動車］［電気電子］ 35

太平工業株式会社 電計事業部 ［計装］［安全］［リニューアル］ ［鉄鋼］ 36

タクマシステムコントロール株式会社 ［計装］［リニューアル］ ［公共］ 37

タケモトデンキ株式会社 ［計装］［品質管理］［トレーサビリティ］ ［自動車］［食品］［セメント・ガラス］ 38

株式会社立花エレテック ［安全］［品質管理］［トレーサビリティ］ ［食品］［紙・パルプ］［薬品］ 39

株式会社立花エレテック ［省エネ］［稼動管理］ ［その他］ 40

株式会社立花エレテック ［生産管理］［トレーサビリティ］ ［自動車］［電気電子］ 41

株式会社立花エレテック ［安全］［生産管理］［トレーサビリティ］ ［食品］［化学］［薬品］ 42

東京電機産業株式会社 ［計装］［省エネ］［生産管理］ ［化学］［鉄鋼］［石油・ガス］ 43

株式会社日鉄エレックス ［計装］［リニューアル］［生産管理］ ［物流］［鉄鋼］［石油・ガス］ 44

ニッテツ北海道制御システム株式会社 ［計装］［リニューアル］［省エネ］ ［紙・パルプ］［鉄鋼］［石油・ガス］ 45

日本電気株式会社 ［品質管理］［生産管理］［トレーサビリティ］ ［物流］［化学］［電気電子］ 46

株式会社ビーシーシー ［省エネ］［品質管理］［生産管理］ ［自動車］［化学］［電気電子］ 47

株式会社ビーシーシー ［省エネ］ ［自動車］［食品］［公共］ 48

株式会社ビーシーシー ［省エネ］［生産管理］ ［自動車］［電気電子］［鉄鋼］ 49

株式会社フリーダム ［計装］［リニューアル］［省エネ］ ［半導体］［薬品］［その他］ 50

株式会社 三鈴エリー ［計装］［リニューアル］［生産管理］ ［自動車］［食品］［化学］ 51

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 ［品質管理］［生産管理］［トレーサビリティ］ ［自動車］［食品］［電気電子］ 52

三菱電機エンジニアリング株式会社 ［省エネ］［トレーサビリティ］［稼動管理］ ［食品］［化学］［電気電子］ 53

三菱電機エンジニアリング株式会社 ［計装］［リニューアル］ ［電気電子］［セメント・ガラス］［鉄鋼］ 54

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 ［計装］［省エネ］［稼動管理］ ［食品］［薬品］［公共］ 55

株式会社ワイ・ディ・シー ［品質管理］ ［自動車］［半導体］［化学］ 56



3 4



5

INDEX

6

ソフトウェア
会社名 製品名 分類 ソリューション 業種 三菱電機製品との接続方法 掲載頁

株式会社アイ・エル・シー LADDER HELPER3 ［メンテ・保守］ ［リニューアル］ ［製造業一般］ ［EZSocket］ 59

ウェリンテック・ジャパン 
株式会社

KingSCADA ［SCADA］
［リモートメンテ］［省エネ］
［稼動管理］

［自動車］［食品］［薬品］ ［EZSocket］［その他］ 60

KS-PA ［SCADA］
［計装］［リモートメンテ］ 
［エンジニアリング環境向上］

［化学］［セメント・ガラス］ 
［鉄鋼］

［EZSocket］［その他］ 61

WTJ OEM開発 ［アプリケーション開発］
［リモートメンテ］［省エネ］
［稼動管理］

［自動車］［食品］［公共］ ［EZSocket］［その他］ 62

FAシステム 
エンジニアリング株式会社

S-CUBE ［SCADA］ ［計装］［稼動管理］［その他］［製造業一般］［公共］ ［MCプロトコル］ 63

イージーデータロガー ［データロガー］ ［品質管理］［トレーサビリティ］［製造業一般］［公共］ ［MCプロトコル］ 64

株式会社　三松

SMASHスタンダード版 
～Virtual Machine Simulator～

［FAシミュレータ］
［安全］［省エネ］ 
［エンジニアリング環境向上］

［製造業一般］
［EZSocket］ 
［MCプロトコル］ 65

SMASHプロフェッショナル版 
～Virtual Machine Simulator～

［FAシミュレータ］
［安全］［省エネ］ 
［エンジニアリング環境向上］

［製造業一般］
［EZSocket］ 
［MCプロトコル］ 66

ジェイティ  
エンジニアリング 
株式会社

JoySPC ［その他］ ［品質管理］ ［製造業一般］ ［EZSocket］ 67

JoyWatcherSuite ［SCADA］
［計装］［リモートメンテ］ 
［稼動管理］

［製造業一般］［公共］
［EZSocket］ 
［MCプロトコル］ 68

JoyWatcherSuiteBA ［SCADA］
［リモートメンテ］［省エネ］
［稼動管理］

［公共］［その他］
［EZSocket］ 
［MCプロトコル］ 69

株式会社システック井上
装置データモニタリング 
システム

［アプリケーション開発］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［半導体］［FPD］［食品］ ［MES］ 70

新川電機株式会社 UnityBoy G3 ［監視］
［リモートメンテ］［省エネ］
［稼動管理］

［その他］ ［その他］ 71

株式会社ダイセック

j5-OMS ［メンテ・保守］ ［リモートメンテ］［品質管理］［化学］［電気電子］［石油・ガス］［MES］［その他］ 72

MES Base Objects ［MES］
［生産管理］［トレーサビリティ］ 
［稼動管理］

［自動車］［電気電子］ 
［その他］

［EZSocket］ 73

SIMATIC WinCC ［SCADA］
［計装］［トレーサビリティ］
［稼動管理］

［製造業一般］ ［EZSocket］ 74

WinSPC ［監視］ ［品質管理］［トレーサビリティ］［半導体］［FPD］［電気電子］［MES］ 75

株式会社たけびし
デバイスエクスプローラ 
OPCサーバー

［SCADA］
［計装］［生産管理］ 
［エンジニアリング環境向上］

［製造業一般］［自動車］ 
［公共］

［EZSocket］［MCプロトコル］ 
［C言語コントローラ］ 
［その他］

76

長菱制御システム 
株式会社

CFOLET-M ［アプリケーション開発］
［計装］ 
［エンジニアリング環境向上］

［製造業一般］ ［EZSocket］ 77

株式会社椿本チエイン
モニターメーカー看太郎32 ［SCADA］ ［計装］［省エネ］［稼動管理］ ［製造業一般］ ［EZSocket］［MCプロトコル］ 78

看太郎DB Logger ［データロガー］ ［省エネ］［品質管理］［稼動管理］［製造業一般］ ［EZSocket］［MCプロトコル］ 79

東京電機産業株式会社
FUN MELSEC 
通信ドライバ

［アプリケーション開発］ ［計装］［省エネ］［生産管理］［化学］［鉄鋼］［石油・ガス］［EZSocket］ 80

日本電気株式会社

アジャイル生産現場 
ソリューション

（GdFrame）
［MES］

［生産管理］［トレーサビリティ］ 
［稼動管理］

［製造業一般］ ［MES］ 81

IFS Applications ［ERP］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］
［C言語コントローラ］
［MES］ 82

日本電能株式会社

CIMOPERATOR ［その他］
［生産管理］ 
［エンジニアリング環境向上］

［半導体］［FPD］ ［C言語コントローラ］ 83

CIMSNIPER ［監視］
［品質管理］ 
［トレーサビリティ］ 
［稼動管理］

［半導体］［FPD］ ［C言語コントローラ］ 84

パナソニック電工 
ＳＵＮＸ株式会社

SC-PC1 ［メンテ・保守］ ［計装］［稼動管理］ ［製造業一般］ ［EZSocket］ 85

三菱電機インフォメーション 
テクノロジー株式会社

環境経営推進ソリューション 
「MELGREEN」

［MES］ ［省エネ］［トレーサビリティ］［製造業一般］ ［MES］ 86

統合ログ管理ソリューション 
「LogAuditor」

［MES］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］ ［MES］ 87
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会社名 製品名 分類 ソリューション 業種 三菱電機製品との接続方法 掲載頁

三菱電機 
コントロールソフトウェア 
株式会社

EcoMonity ［監視］
［省エネ］［生産管理］ 
［稼動管理］

［製造業一般］［食品］ 
［薬品］

［EZSocket］ 
［MCプロトコル］ 88

EZDoctor ［その他］ ［エンジニアリング環境向上］［製造業一般］ ［EZSocket］ 89

EZLogic ［その他］ ［エンジニアリング環境向上］［製造業一般］ ［EZSocket］ 90

EZParts ［アプリケーション開発］ ［エンジニアリング環境向上］［製造業一般］ ［EZSocket］ 91

Miranda-LT ［データロガー］ ［その他］ ［製造業一般］ ［EZSocket］ 92

Miranda-LV ［データロガー］ ［その他］ ［製造業一般］ ［EZSocket］ 93

Monity ［アプリケーション開発］
［計装］［トレーサビリティ］ 
［エンジニアリング環境向上］

［製造業一般］［食品］ 
［薬品］

［EZSocket］ 
［MCプロトコル］ 94

三菱電機メカトロニクス 
ソフトウエア株式会社

MP1-DAQ ［データロガー］ ［稼動管理］
［製造業一般］［自動車］ 
［公共］

［EZSocket］ 95

横河電機株式会社
ASTMAC &  
ASTMAC VDS

［SCADA］
［計装］［生産管理］ 
［稼動管理］

［半導体］［化学］［公共］ ［EZSocket］ 96

ラティス・テクノロジー 
株式会社

MELSEC  
C-CPUSim for Vmech

［FAシミュレータ］
［エンジニアリング環境向上］
［その他］

［半導体］［FPD］ 
［電気電子］

［EZSocket］ 97

MELSEC  
LadderSim for Vmech

［FAシミュレータ］
［エンジニアリング環境向上］
［その他］

［半導体］［FPD］ 
［電気電子］

［EZSocket］ 98

MELSEC  
MotionSim for Vmech

［FAシミュレータ］
［エンジニアリング環境向上］
［その他］

［半導体］［FPD］ 
［電気電子］

［EZSocket］ 99

株式会社ワイ・ディ・シー YDC SONAR ［統合ツール］ ［品質管理］ ［自動車］［半導体］［化学］［MES］ 100

ワンダーウェア日本支社

Wonderware 
ArchestrA System 
Platform

［アプリケーション開発］
［生産管理］ 
［トレーサビリティ］ 
［稼動管理］

［製造業一般］
［EZSocket］ 
［C言語コントローラ］［MES］ 101

Wonderware Historian ［SCADA］
［生産管理］ 
［トレーサビリティ］ 
［稼動管理］

［製造業一般］
［EZSocket］ 
［C言語コントローラ］［MES］ 102

Wonderware InTouch ［SCADA］
［生産管理］ 
［トレーサビリティ］ 
［稼動管理］

［製造業一般］
［EZSocket］ 
［C言語コントローラ］［MES］ 103

Wonderware MES ［MES］
［生産管理］ 
［トレーサビリティ］ 
［稼動管理］

［製造業一般］
［EZSocket］ 
［C言語コントローラ］［MES］ 104



7

INDEX

8

機　器
会社名 製品名 分類 ソリューション 業種 三菱電機製品との接続方法 掲載頁

クオリカ株式会社
CareQube専用 
情報収集端末

［その他］ ［稼動管理］ ［MCプロトコル］ ［製造業一般］ 107

コグネックス株式会社 In-Sight EZ シリーズ ［ビジョンシステム］
［品質管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］
［MCプロトコル］［FB］ 
［サンプルラダー］ 
［サンプル画面］

108

三洋機工株式会社 SDNR型ナットランナー ［ナットランナー］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］ ［FB］ 109

東芝テック株式会社 B-SA4TM ［その他］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］ ［FB］［サンプルラダー］ 110

株式会社パトライト
屋内用LED表示ボード 
VM96A-108TE

［LED表示ボード］
［安全］［生産管理］ 
［稼動管理］

［製造業一般］［自動車］ 
［物流］

［サンプルラダー］ 111

パナソニック電工 
ＳＵＮＸ株式会社

HL-C2 ［レーザ変位センサ］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］
［FB］［サンプルラダー］ 
［通信プロトコル］ 112

HL-G1 ［レーザ変位センサ］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］
［FB］［サンプルラダー］ 
［通信プロトコル］ 113

SC-GU3-01 ［その他センサ］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］ ［サンプル画面］［その他］ 114

株式会社 
ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ 
BIS C-487-00

［RFID］
［リニューアル］［品質管理］
［生産管理］

［製造業一般］［自動車］ 
［半導体］

［サンプル画面］ 115

RFIDコントローラ 
BIS C-488-00

［RFID］
［リニューアル］［品質管理］
［生産管理］

［製造業一般］［自動車］ 
［半導体］

［その他］ 116

RFIDコントローラ 
BIS M-688-00_

［RFID］
［リニューアル］［品質管理］
［生産管理］

［製造業一般］［自動車］ 
［半導体］

［その他］ 117

RFIDコントローラ 
BIS S-402-30

［RFID］
［リニューアル］［品質管理］
［生産管理］

［製造業一般］［自動車］ 
［半導体］

［その他］ 118

RFIDコントローラ 
BIS S-403-00

［RFID］
［リニューアル］［品質管理］
［生産管理］

［製造業一般］［自動車］ 
［半導体］

［その他］ 119

三菱電機 
エンジニアリング 
株式会社

CC-Link用 
ハンディラインテスタ 
EHLT01（CC-Link/LT用） 
EHLT02（CC-Link用）

［その他］ ［その他］ ［製造業一般］ ［その他］ 120

CompactPCI対応 
CC-Link IEコントローラ
ネットワーク 
インタフェースボード 
ECP-CLECBD 
ECP-CLECBDS

［その他］ ［その他］ ［製造業一般］ ［その他］ 121

CompactPCI対応 
CC-Link 
インタフェースボード 
ECP-CL2BD

［その他］ ［その他］ ［製造業一般］ ［その他］ 122

ＦＡグッズ ［端子台］
［リニューアル］［生産管理］
［その他］

［製造業一般］ ［その他］ 123

MELSEC-AｎS用 
リニューアルツール

［その他］ ［リニューアル］ ［製造業一般］ ［その他］ 124

MELSEC-A用 
リニューアルツール

［その他］ ［リニューアル］ ［製造業一般］ ［その他］ 125

RFID 
インタフェースユニット 
EQ-V680D1 
EQ-V680D2

［RFID］
［品質管理］［生産管理］ 
［トレーサビリティ］

［製造業一般］ ［その他］ 126

シーケンサ教育機材 
FA-T-P01

［その他］ ［その他］ ［その他］ ［その他］ 127



7 8

会社名 製品名 分類 ソリューション 業種 三菱電機製品との接続方法 掲載頁

株式会社ユニテック

BAQ08V ［その他］ ［計装］［省エネ］［その他］ ［公共］［その他］ ［その他］ 128

BLQ08W ［その他］
［計装］［稼動管理］ 
［その他］

［公共］［その他］ ［その他］ 129

BP750-PM ［その他］ ［計装］［省エネ］［その他］ ［公共］［その他］ ［MCプロトコル］ 130

理化工業株式会社
モジュール型　 
温度/プロセス調節計　 
SRZシリーズ

［温調計］ ［計装］ ［製造業一般］ ［FB］ 131
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SI
System Integration

生産システム全体をプロデュース。
高度なシステムインテグレーションを実現。

三菱FA機器とその他製品を組み合わせて、 
生産現場から、情報システムまでのシステムソリューションを 

お客様に提供するシステムインテグレーターです。

shioitomonori
長方形
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株式会社アイテック

当社は創業以来、大手企業の工場生産設備FA化及びビル空調
自動制御の仕事に携わり、それぞれの顧客企業から厚い信頼を頂
戴している自動制御技術の専門会社です。

ソリューション

〒460-0022	 愛知県名古屋市中区金山一丁目14番18号
	 金山センタープレイス9F
	 TEL:	052-350-5152

e-Mail 　keisukekato@itc-nagoya.co.jp
URL 　http://www.itc-nagoya.co.jp

生産管理、品質管理、多変種多量生産、省力・省エネルギー、環境対策などの様々なニーズに柔軟に対応し、生産効率
の向上や省エネルギーを実現する最適なFAシステムの提案をいたします。
●	最適なご提案とともに、設計施工から保守サービスまで一貫した体制でご要望にお応えいたします。長年の豊富な経験と実績をもと
に様々なFA機器製品を最適に選定・組合せ、生産工場の効率改善及び省エネルギーとともに環境改善などにも貢献いたします。

お問い合わせ

業　種

省エネ

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 リニューアル

食　品 化　学 公　共
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株式会社インテック　NSG事業部

インテックNSG事業部は製造業向けソリューション分野において
多数の実績があります。e-F@ctory SIパートナーとして製造実行シ
ステムを核としたFAシステムソリューションをご提案します。

ソリューション

〒450-0002	 名古屋市中村区名駅4-26-13
	 ちとせビル
	 TEL:	052-583-1195

e-Mail 　mes-grp@intec.co.jp
URL 　http://www.intec.co.jp/service/sandi/index.html

FAシステムソリューション【eno】はロット管理、品質管理、装置管理、マスタ管理に特化した、製造実行システム
（MES）です。【SEP】は各種製造装置をMESと繋ぐ、装置オンラインツールです。
●【eno】ソリューションには半導体製造業向けの【eno-semi】、組立製造業向けの【eno-assembly】、一般製造業向けの【eno-
factory】の3種類があります。

●【eno】ソリューションは製造装置のオンライン/オフラインを問いません。
●【SEP】ソリューションはあらゆる製造装置をオンライン化します。

自動車

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理 トレーサビリティ 稼働管理

半導体 電気電子
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株式会社インプレステック

当社は、PAを中心にFA、OAまでトータルなソリューションを提供し
ております、三菱電機のソリューションパートナーとしてMELSEC
計装の様々な展開をサポートしエンドユーザーへ提供しておりま
す。

ソリューション

〒739-0603	 広島県大竹市西栄2-4-12
	 TEL:	0827-54-1177

e-Mail 　info@impress-tech.co.jp
URL 　http://www.impress-tech.co.jp/

設計・製造・工事とトータルでのエンジニアリングを行います。シーケンサ、パソコンシステム、DCSエンジニアリングと幅
広く対応いたします。現地での調査による既設図面作成なども対応いたします。
●	MELSEC計装のエンジニアリングへ長年培ったDCSでのノウハウを展開し、機能仕様書レベルでの互換を実現し、将来のバージョ
ンアップへの資源再利用を提供します。
●	FA、PA制御からDCSまで幅広いエンジニアリングを提供します。データ収集システムもいつのシステムでFAデータ収集から、DCS
のデータ収集まで幅広くカバーしております。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理計　装 リニューアル

化　学 紙・パルプ 石油・ガス
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株式会社ヱイペックス

各種プラント、工場設備に於いて、シーケンサ、配電制御機器等を
用いて個々のニーズに合ったシステムを提案・提供しています。

ソリューション

〒417-0801	 静岡県富士市大渕4527-6
	 TEL:	0545-36-2111（代）

e-Mail 　apex@apex-fuji.co.jp
URL 　http://www.apex-fuji.co.jp/

お客様のニーズに合わせて、ハード設計・製作、ソフト設計、及び電気計装工事を行います。
●	システム設計からシステム立ち上げまでをサポートし、お客様と共に問題点の解決をしていきます。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装

その他
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株式会社ＦＡサポート

当社は、制御盤、動力盤、分電盤の設計製作から、計装制御や物
流機器の制御などのシステム構築及び据付工事を手掛けていま
す。工場の効率化を推進する中で、MELSEC-Qシリーズによる制
御システム構築を数多く経験しており、MELSEC計装や二重化
CPUにおいても充分なエンジニアリング力を持っています。

ソリューション

〒803-0856	 福岡県北九州市小倉北区弁天町5-2-701
	 TEL:	093-592-2323

e-Mail 　fujimoto@fa-support.com
URL 　http://www.fa-support.com/

工場における「生産効率化」と「エネルギー効率化」の両立によるソリューションを提案しています。工場内の様々な設
備及びシステム改善により、生産コストの削減を実現します。省エネ・省電力についても正面から取り組んでいきます。
●	鉄鋼業、電力業等における旧タイプのシーケンサを最新の機種に又、他社のシーケンサを三菱電機製品に更新します。各業種の工
場内のラインをネットワークで接続しサーバで一括監視します。

●	鉄鋼業や半導体業における各種測定・測温、計量装置、副原料等投入装置、搬送装置などのシーケンサによる制御を行います。無
線機とリレー回路による遠隔無線制御システム構築の経験もあります。

●	自動車製造業における溶接用ロボットや各種測定装置のシーケンサによる制御を行います。個別のニーズに合わせたソフトウェア
開発により、最適な制御システムを実現しています。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 リニューアル 省エネ

自動車 半導体 鉄　鋼
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株式会社オーネスト

当社は産業系システムインテグレーターとして、ご提案・見積りか
ら、試運転調整、メンテナンスまで一貫したエンジニアリングサービ
スを行っているシステムインテグレーターです。

ソリューション

〒802-0077	 北九州市小倉北区馬借2-2-6
	 第一中央ビル2F
	 TEL:	093-512-6360

e-Mail
URL 　http://www.ohnest.co.jp

オーネストは鉄鋼プラントを始め多様な分野で経験豊富な産業用コンピュータ技術者の集団です。オーネストの豊富な
実績と多様なスキルはすでに各種業界で適用されています。
●	各種DCS計装エンジニアリング及び制御システム（シーケンス制御）エンジニアリングP&I図、機能概要仕様を基に最適なパソコン
DCSを選定し、提案/見積書作成および客先プレゼンテーション～機能設計～画面/シーケンス制御プログラム開発～システム納
入～現地試運転調整まで一貫した業務を行います。

●	各種OS（Windows®，Linux）、各種言語によるコンピュータ・ソフトウェア開発（提案・見積～製造）及びシーケンス制御プログラム開
発を行い、現地試運転調整まで一貫した業務を行います。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 生産管理 稼働管理

紙・パルプ 薬　品 鉄　鋼
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株式会社カナデン

弊社は、お客様のベストパートナを目指している三菱電機総合代
理店です。お客様の工場を強くするための自動化・省エネ化・情報
ネットワーク化などに役立つシステムの構築を行っております。業
種・業態に関わらず、お客様のニーズや課題にマッチした提案を
行っております。

ソリューション

〒105-8687	 東京都港区芝大門2-6-1
	 TEL:	03-3433-8333

e-Mail 　info-fa-dev@kanaden.co.jp
URL 　http://www.kanaden.co.jp/

利益を生むための一歩先行く工場作りをお手伝いしています。管理規模点数の大小に関わらず、データ収集の方法か
ら管理内容、他システムの連携まで、ニーズにあった最適システムを構築します。

●	生産実績とエネルギー消費量の情報を融合し、
時系列的に原単位管理し、高い収益を狙うヒン
トが視えるシステムの構築をご提案します。問題
点を顕在化させ、生産の効率化やコストダウン
を考える上での分析資料の提供を目指していま
す。

●	製造ラインを視える化することにより、課題や問
題点の顕在化ができる稼働管理システムの構
築をご提案します。情報系と制御系システムを
シームレスに接続し、最適なシンプルシステムの
設計を目指しています。

●	安定した生産を目指すために計画的な設備保
全を行うための支援システムの構築をご提案い
たします。継続的に運用することにより、保全作
業の標準化やスキルアップが期待できます。最
終的にお客様独自の保全文化の確立が可能で
す。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理省エネリニューアル

半導体 食　品 電気電子
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計　装

川之江造機株式会社

当社は製紙機械・紙加工機械の専門メーカーです。「抄く・巻く・切
る・折る・包む・砕く」という紙製品の製造に関わるあらゆる機械の
開発に、KAWANOEならではの技術力と豊富な経験で、お客様の
ニーズに応えています。

ソリューション
特に国内シェア60%を誇るベストフォーマヤンキー抄紙機は、国内外150台以上の導入実績があり、高品質な紙と優
れた経済性を同時にクリア。お客様の信頼と絶大なる評価をいただいております。高速高機能グレードマシンには、
MELSEC計装を積極的に採用。マシン機側にはDCS画面に代わるGOTを設置し、DCSに匹敵する画面を提供しま
す。
●	FA+PAを計装シーケンサで実現いたします。コンセプトは、設計→立ち上げ→運用の統合マネージメントと、シーケンサの信頼性や
優れたエンジニアリング性を生かし、フレキシブルに低コストで提供することです。

〒799-0195	 愛媛県四国中央市川之江町1514
	 TEL:	0896-58-0111

e-Mail 　mas.suzuki@kawanoe.co.jp
URL 　http://www.kawanoe.co.jp/

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他
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計　装 生産管理

株式会社かんでんエンジニアリング 

電気・空調・情報通信設備の新・増設から保守、点検、メンテナンス
までの総合エンジニアリング企業。ビルや工場などの中央監視制
御システムや生産設備の検査システムの提案から設計、製作まで
お客さまのニーズに対応したシステムを提案いたします。

ソリューション
工場設備、ビル中央監視設備、遠隔監視設備な
ど様々なニーズに対応する監視・制御システムを
納入しています。
三菱電機製シーケンサや省配線システム、汎用
ＳＣＡＤＡソフト、ＥＭＳソフトなどによりシステムを
構成しています。
キーワードは“オープン”です。

画像処理による自動検査装置等、メカ・制御・ソフトの総合力でシステムの提案・構築をしています。
検査方法の基礎実験をもとに設計・製作します。
検査工程など様々な工程で省力化と品質向上に貢献しています。

〒530-6691	 大阪府大阪市北区中之島6－2－27
	 TEL:	06-6448-5638

e-Mail 　t-funakoshi@kanden-eng.co.jp
URL 　http://www.kanden-eng.co.jp

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

品質管理

その他
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リニューアル計　装 生産管理

株式会社キノ計装

当社は電気・計装の技術を活用してPA・FA分野でより合理化､省
力化､自動化を推し進めることを目的としたシステム設計を主業務
としています。

ソリューション
計装シーケンサの最も得意な分野であるバッチ制御と計装の融合には特に力を入れ､同時に設備にたずさわる人に優
しいシステム構築を目指しています。
●	水処理設備､特殊液精製設備､バイオ設備などのプロセス制御でシーケンサを中心にHMIとしてタッチパネル､SCADAなどを組合
せ､操作し易い､理解し易い､そして拡張性のあるシステムを提案し､設計､製作､試運転調整まで提供させていただいています。

●	また二重化CPU､PC間ネット､リモートIO､フィールドバスなど安全､通信､省配線などにも積極的に取り組み､フィールドバスでは
CC-LinkはもとよりPROFIBUS-DP/PAとの接続なども手がけています。

●	これら技術を元に計測､制御､管理､ロギングなどをお客様のご要望に従って幅広い選択肢の中から適切なシステム提案をさせてい
ただいております。

〒263-0031	 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-8-13
	 TEL:	043-246-4600

e-Mail 　kinoinfo@kinokeiso.co.jp
URL 　http://www.kinokeiso.co.jp

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

食　品 紙・パルプ化　学
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協栄産業株式会社

当社はエレクトロニクス技術商社機能、システムインテグレータ機
能、エレクトロニクスメーカ機能が一体となった独自のフォーメー
ションで商品・製品やシステムをお客様の最適な形で提供します。

ソリューション

〒150-8585	 東京都渋谷区松濤2-20-4
	 TEL:	03-3481-2048

e-Mail 　fa-it-solution@kyoei.co.jp
URL 　http://www.kyoei.co.jp/fa_system/

生産向上に貢献する生産設備の合理化、自動化システムや最適装置開発支援を実施するソリューションを構築しま
す。MESインタフェースユニットを活用し、生産現場と情報システムをダイレクトに接続しシステムを構築します。省エネ、
創エネ、蓄エネを実現するソリューションを提供します。
●	FA化に不可欠な産業機器を前後装置も含めたシステムとして提供すると共に、システム制御ソフトの開発も併せて行なっていま
す。生産設備同士の間を取り持つ制御機器に、お客さまそれぞれに適したソフトウェアを組み込んで、工場の快適な運用をご提案し
ています。又、ハードウェア・ソフトウェア製作から保守サービスも行っております。

●	当社がシステム販売するDELMIA 	 V5	
Automationは、システム制御とオートメーショ
ンのライフサイクル管理を強力にサポートす
るデルミアの新たなソリューションです。このソ
リューションでは各種シーケンサのプログラミ
ングが可能なほか、装置、セル、あるいは生産
ライン全体をバーチャル化してロジックを検証
し、システム性能を検証することができます。	
	 新製品をより短期間・低コストで投入すること
が求められる今日、シーケンサプログラミング
は製造プロセスの迅速化に不可欠な機能と
認識されるようになっています。

●	ＫＹＯＥＩ	ＥＣＯソリューション・エネルギー監視
システムは、監視センターにて、お客様各場
所の照明・空調・動力設備をエリア別、もしく
は個別に電力使用量、温湿度計測、パルス
入力によるガス使用量・水道使用量を監視し
ます。遠隔監視によってお客様の手を煩わせ
ることなく、計測を実現します。	蓄積された計
測データを分析し、省エネ提案を行うことによ
り、お客様の省エネ活動のお手伝いをさせて
いただきます。	

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理省エネリモートメンテ

物　流 食　品 電気電子
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京都ＥＩＣ株式会社

私たちは、工業製品の製造現場で自動化・ＩＴ化・省エネルギー・省
資源、また、最近では環境システム構築のパートナーとして、計装
制御・自動制御システムの設計・製造・施工・アフターサービスまで
一貫したＥＩＣ（電気・計装・コンピュータ）の統合化の要求に応える
計装・電装の専門技術者集団です。

ソリューション

〒613-0034	 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口1-4
	 TEL:	0774-41-5150

e-Mail 　info@kyotoeic.co.jp
URL 　http://www.kyotoeic.co.jp

大型計装システムから単ループ主体の簡易計装システムまでの幅広い規模への対応力と、計装品選定から制御盤の
設計･製作や計装工事施工までを含めたサービスをワンストップで提供出来る点を特長としております。
●	３０年以上硝子の製造現場で培ってきた溶融や燃焼を中心とした計装技術・高温環境で使用する設備のノウハウを生かして硝子
炉向けの統合監視制御システムや専用センサー･炉内用ＩＴＶシステムの開発・販売及び施工を行っております。

●	現在、当社の硝子炉向け計装システム(GlassBrain)は国内約５０プラント、海外約２０プラントの稼働実績をもっており、国内外のお
客様より高い評価を頂いております。	

●	＜シーケンサの計装用途事例＞
	 ガラス溶融炉燃焼制御設備／ボイラ制御設備／水処理制御設備
	 廃液回収設備／薬液調合設備／廃棄物処理設備
	 工場空調管理制御設備／各種広域遠隔監視システム
	 各種ロガーシステム

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

省エネ計　装 生産管理

化　学 セメント・ガラス 公　共
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株式会社京和エンジニアリング

ソリューション

〒059-1301	 北海道苫小牧市東開町3丁目20－28
	 TEL:	0144-55-5588

e-Mail 　t_ishiguro@kyowaeng-net.co.jp
URL 　http://www.kyowaeng-net.co.jp/

【監視・制御システム・ソフトウェア設計構築】
主に紙パルプ会社での中規模DCS、食品工場関係の制御監視システム、地域暖房関連遠隔監視操作システムなど
のアプリケーションを手掛けています。
●【制御盤の設計・施工】
	 制御盤・配電盤・計装盤の設計製作を行っております。
●【計装設備の保守・点検・修理】
	 信頼性を確保するための定期的な点検や修理・予防保全を行っています。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

リニューアル計　装 省エネ

食　品 紙・パルプ 石油・ガス



23 24

クオリア株式会社

当社は、食品・薬品プラントなどの複雑なバッチ制御システムを、
MELSEC計装を使って実現します。DCSエンジニアリングによっ
て培った豊富な経験と実績、GMP準拠バリデーション等のノウハ
ウを基に、お客様から厚い信頼と満足を頂いているプロセス自動
制御の技術者集団です。

ソリューション

〒170-0005	 東京都豊島区南大塚2-26-12
	 鈴音ビル
	 TEL:	03-3945-8116

e-Mail 　info@qualia-ltd.net
URL 　http://www.qualia-ltd.net

各社DCS、シーケンサで構築されたプロセス制御システムのリプレースにおいて、既設システムの解析から、最適な新シ
ステムの提案、生産効率改善、省エネルギー、環境改善実現などのソリューションを提供いたします。
●	大手ユーザー様のシステム開発実績が多く、大規模、高信頼性を要求されるソフト開発や、プロジェクト管理に貢献いたします。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 生産管理 トレーサビリティ

食　品 薬　品 石油・ガス
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クオリカ株式会社 

製造業に強いクオリカが提供するCareQube端末は、貴社シーケ
ンサ（MELSECシリーズ）と接続することで、さまざまな産業機器の
稼働状況を「見える化」し、生産設備の効率的な維持・メンテナン
スをサポートします。貴社シーケンサの活用範囲を広げると共に、
サービス領域へのＩＴ化を推進します。

ソリューション

〒160-0023	 東京都新宿区西新宿8-17-1
	 住友不動産新宿グランドタワー２３Ｆ
	 TEL:	03-5937-0761

e-Mail 　CareQube.qualica.co.jp
URL 　http://www.qualica.co.jp/

設備・機械メーカー様が販売した、自社製品の状態を定期的に確認することで、最適なメンテナンスタイミングを予知し、
エンドユーザ様の設備稼働を常に良好な状態に保つためのサービスを提供するシステムです。
●	専用情報収集端末
	・	稼働情報を収集する専用端末を用意。
	・	MELSECシリーズ（Q,L,A,FX）との接続
が可能。

	・	LAN、RS-232、デジタル入力で情報を収
集することが可能。

●	FOMA対応
	・	FOMAモジュールを内蔵。
	・	FOMA経由で情報を収集するので、別途
通信回線工事は不要。

	・	車両など移動する設備・機械からも情報収
集可能。

●	クラウドサービス
	・	低コストでスマートスタートが可能。
	・	クオリカデータセンターが運用・維持・メン
テナンスを実施するので、サポートの心配
無用。

	・	新しいサービスが順次追加。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理

自動車 物　流
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株式会社ケー・ティー・システム

当社は創業以来、一貫して、ものづくりの現場に特化したシステム
開発に携わっております。これまでのノウハウを結集した『ＥＸＰＩＯ

（エクスパイオ）』は、ＭＥＳインタフェースをはじめとする三菱ＦＡ－Ｉ
Ｔ製品群との連携により、様々な生産業務改善ソリューションを提
案いたします。

ソリューション

〒108-0023	 東京都港区芝浦3-13-1
	 矢島ビル5F
	 TEL:	03-5730-6431

e-Mail 　eigyo@ktsystem.jp
URL 　http://www.ktsystem.jp

『ＥＸＰＩＯ』は、ＭＥＳをはじめとする、生産管理、製造現場ための機能群を取り揃え、様々な制御装置・生産管理システ
ム・情報配信デバイスを組み合わせ、お客様ごとに最適なソリューションを提案いたします。
●『ＥＸＰＩＯ－ＭＥＳ』は、計画・実績管理から、状況把握・解析、そして改善まで。ＰＤＣＡサイクルをコンセプトに製造現場の業務改善を
支援し工場が成長するためのシステムを提供いたします。

●『ＥＸＰＩＯ－ＭＥＳ』とＭＥＳインタフェースの連携により、リアルタイムな指示配信／実績収集を実現する情報インフラを構築。また、製
造現場の設備稼働監視や生産進捗などの生産情報統合を実現し、現場力向上、計画改善に寄与いたします。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理トレーサビリティ生産管理

自動車 電気電子 鉄　鋼
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コグニザントジャパン株式会社

当社は世界に50以上のデリバリーセンターを持ち、１０万人以上
の従業員でグローバルにサービスを提供しております。
三菱FA製品を中核としSAP、OracleEBSといったERPから
MES、シーケンサ、DCSといった製造実行系ソリューションまでグ
ローバルでの導入・運用を支援させていただいております。

ソリューション

〒102-0084	 東京都千代田区二番町3-4
	 麹町御幸ビル2F
	 TEL:	03-5216-6888

e-Mail 　salesjapan@cognizant.com
URL 　http://www.cognizant.com/locations/japan/japan-japanese.asp

グローバルでの製造オペレーションの最適化を実現する為に、MESインタフェースユニットを活用し生産管理のグロー
バル統合を計画から導入、保守管理まで一括したサービスを提供いたします。
●	グローバル統合の課題となる、異文化、国民性の違い、異なる技術によって構築されたシステム間の問題など、多くの課題を解決す
る為のソリューションに、

	 ①	生産拠点の自動化と統合に向けたグローバル・アーキテクチャ。　　②	グローバル展開フレームワークを活用。
●	本モデルを活用いただくことにより次のメリットが期待できます。
	 ①	統合した単一プラットフォームで各生産拠点におけるリアルタイムの可視性を確保。
	 ②	展開にかかる作業コストやメンテナンスコストを軽減。　　③	製造オペレーショナル・エクセレンスの実現。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理生産管理リモートメンテ

その他
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対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

三興コンピューターソフトウェア株式会社

各種生産設備のMES及びPC、シーケンサを主体とした自立分散型制御システムインテ
グレーションのプロフェッショナルとして基本設計からアプリケーション開発、製作、キャリブ
レーション、試運転まで一貫したシステムエンジニアリングを行っています。特に、医薬製造
設備（原薬、製剤、治験、研究）向システム／GMP準拠バリデーション等では長年にわたり
豊富な経験と実績により高い評価を獲得しており、近年は21CFR Part11対応システムも
多く手掛けるとともにバリデーションエンジニアリングサービスの拡充に取組んでいます。

ソリューション

〒230-0002	 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町3-3
	 TEL:	045-583-9171

e-Mail 　ogawara-k@sankogr.co.jp	又は	harima-k@sankogr.co.jp
URL 　http://www.skgr.co.jp

●	医薬品設備
	 医薬品製造設備における制御システムは全て厚生労働省のGMP規約に準拠するものでなければなりません。つまりバリデーション
対応のシステムであることが必須条件となります。私たちはGMP、GAMPを中心に図書類を作成し、FDAまたは、厚生労働省の査
察に対応するシステムの構成を行っております。私どものバリデーション対応のシステムの実績は数多くのお客様より高い評価を頂
いております。

●	バッチプラント製造設備
	 ファインケミカル製造設備におけるバッチシステムの制御は、一般の連続定値制御に比べ非常に複雑なものがあります。私たちは、
銘柄、レシピの管理からユニット制御、プロシージャー制御まで一連した設計からソフトの開発まで行っております。特に最近のISA	
S88.01（バッチプロセス設計思想）の思想を取り込み、構造的にソフトを開発する技術は、お客様に開発工程の短縮と低コストを
提供できると確信しております。

お問い合わせ

業　種

計　装

化　学 薬　品
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ジェイティ エンジニアリング株式会社

当社はこれまでのシステム開発で培ったノウハウを元に、製造業
のお客様の多様なニーズにフレキシブルに対応してきました。三菱
FA機器とも高い親和性を持つ自社オリジナルのパッケージ製品と
ともに皆様の課題を解決する最適なソリューションをご提供いたし
ます。

ソリューション

〒130-8603	 東京都墨田区横川1丁目17番7号
	 TEL:	03-5610-7605

e-Mail 　Kenichiro.naito@jt.com
URL 　http://www.jte.co.jp/

MESの３階層である、計画系、実行系、監視・制御系をカバーする製造業様向けのパッケージ製品を取りそろえ、製造
業様に於ける効率的なシステム構築をトータル的に、強力に支援します。
●	私たちは経験と機動性を備えた専門技術集団として、お客様のニーズに応えるだけでなく、求められる以上の価値創出を目指しま
す。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 トレーサビリティ 稼働管理

食　品 紙・パルプ 公　共
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株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

当社は電気・計装の最先端技術を製鉄設備の保全、改造、更新
工事を通して長年にわたり培ってきました。 
今、そのエンジニアリング技術、そのノウハウ、その保全技術を生か
し、各種プラント、産業機械、環境 整備などの設計、製作、工事、メ
ンテナンスまで一貫してお客様のニーズにお応えしております。

ソリューション

〒675-0137	 兵庫県加古川市金沢町1
	 TEL:	079-436-1106

e-Mail 　
URL 　http://www.shinkoen-m.jp/index.html

制御機能や、設備規模により、最適なシステムをご提案し、ソフトの自社設計により、安価なシステムをご提供します。新
設、改造だけでなく、老朽化更新にも対応し、既設調査～試運転調整まで一貫した業務を行います。
●	センサーから制御装置までトータルシステムの設計、製作
●	制御機能や、設備規模に合わせ、最適システムの構築
●	汎用のハードと、ソフトの自社設計によるシステムの安価化

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装

鉄　鋼 石油・ガス 公　共
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新立電機株式会社

新立電機は、FA分野で長年にわたり蓄積された実績を元に、PC･
シーケンサ･GOT･SCADA･マイコンなどを使用した、各種自動装
置･省力化機器の動力盤･制御盤･計装盤の設計製作を行ってい
ます。近年は計装シーケンサを使用したPA分野でのシステムも提
案し、提供しています。

ソリューション

〒744-0002	 山口県下松市東海岸通り１-１０
	 TEL:	0833-43-6130

e-Mail 　keisou@shinritsu.co.jp
URL 　http://www.shinritsu.co.jp

PA分野に於いて蓄積された実績を元に、『計装シーケンサ＋GOT』、もしくは『計装シーケンサ＋SCADA』の組合せ
による計装制御及び監視を行うシステム構築、及び御提案をいたします。
●	従来型の調節計による温度制御盤、小規模PA設備等を、計装シーケンサに置き換えるシステム構築を行い、顧客メリットを提案い
たします。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

リニューアル計　装

物　流 化　学 セメント・ガラス
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第一制電機株式会社

上下水道プラント・ごみ処理プラント・各種機械プラントなどの全体を監視する中
央監視、制御盤、計測テレメータ盤、ポンプ運転盤の他、コンピューターによる中
央情報処理装置（データロガー）、中央制御装置（DCS）のハード/ソフト設計・製
造・現地調整（SV）派遣までの一貫製作。【導入実績】沖縄中部北ごみ焼却施設

（中央制御装置他）、熊本市水道局、池上上水源（電気計装設備）、古賀市リサ
イクルプラザ（電気計装他）、山鹿鹿本クリーンセンター（データロガー）その他

ソリューション

〒812-0863	 福岡市博多区金の隈3-9-10
	 TEL:	092-503-2735

e-Mail
URL 　http://www.fce-jp.com

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理計　装 リニューアル

公　共 その他
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株式会社ダイセック

当社は、長年にわたる製造業分野でのシステム開発の経験から、
MES分野を中心に製造業様向けソリューション、ソフトウェアの
提供を行っております。三菱電機様とは、e-F@ctoryのコンセプト
のもと、製造業ユーザ様のTCO削減を目指すためのMES関連ソ
リューションの提供を行っています。

ソリューション

〒733-0834	 広島県広島市西区草津新町1-21-35
	 TEL:	082-278-8777

e-Mail 　info@disec.co.jp
URL 　http://www.disec.co.jp

当社では、長年にわたる機械加工製造現場向けシステム開発の経験から、FMS、稼働見える化システム、無人化支援
システムなど、様々な「NC工作機械関連ソリューション」を提供しています。
●	FMS（Flexible	Manufacturing	System）は、予め設定した
生産計画に従って、オペレータに加工ワークの段取り指示を
出し、加工ワーク搬送システムと、NC工作機械を自動制御
することで、自動生産を行うものです。

●	NC工作機械稼働見える化システムは、機械加工現場にお
ける工作機械稼働実績集計＆管理を行うシステムです。本
システムでは、稼働モニタ画面、稼働分析画面が、すべて
WEB対応となっており、社内だけでなく遠隔地からも稼働モ
ニタが可能です。

●	NC工作機械無人化支援システムは、NC工作機械の生産
性向上と無人化支援を行うシステムです。本システムは、単
体のNC工作機械だけでなく、複数のNC工作機械セルへも
対応可能です。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理生産管理

自動車 電気電子
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株式会社ダイセック

当社は、長年にわたる製造業分野でのシステム開発の経験から、
MES分野を中心に製造業様向けソリューション、ソフトウェアの
提供を行っております。三菱電機様とは、e-F@ctoryのコンセプト
のもと、製造業ユーザ様のTCO削減を目指すためのMES関連ソ
リューションの提供を行っています。

ソリューション

〒733-0834	 広島県広島市西区草津新町1-21-35
	 TEL:	082-278-8777

e-Mail 　info@disec.co.jp
URL 　http://www.disec.co.jp

当社では、長年にわたるSCADAソフトウェアのインテグレーションの経験があり、様々な業界における、プロセス管理・
制御システム、ライン監視・制御システムの提供を行っております。
●	製鉄設備制御・管理システムでは、特に連続鋳造設備におけるレベル２システムの構築には、多くの経験を持っています。
●	半導体製造装置の制御・管理システムでは、クリーンルーム内の装置の製造指示、製造実績収集システムでの経験を持っていま
す。

●	貨物配送、自動倉庫管理システムについては、小規模な自動倉庫管理・制御システムから、大規模な航空貨物配送システムまで、
幅広く実績があります。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

稼働管理トレーサビリティ

半導体 物　流 鉄　鋼
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株式会社ダイセック

当社は、長年にわたる製造業分野でのシステム開発の経験から、
MES分野を中心に製造業様向けソリューション、ソフトウェアの
提供を行っております。三菱電機様とは、e-F@ctoryのコンセプト
のもと、製造業ユーザ様のTCO削減を目指すためのMES関連ソ
リューションの提供を行っています。

ソリューション

〒733-0834	 広島県広島市西区草津新町1-21-35
	 TEL:	082-278-8777

e-Mail 　info@disec.co.jp
URL 　http://www.disec.co.jp

当社では、MESソフトウェアの開発、インテグレーションに長年の経験があり、特にディスクリート系製造業における機
械加工工程、組立工程の工程進捗管理、在庫管理機能などのMES構築に多くの事例があります。
●	当社では、自社開発のMES構築ベースソフトウェアMES	Base	Objectsを利用することで、短期間に最適なMESソリューションを
提供します。

●	MES	Base	Objectsを利用することで、作業指示＆作業実績表示機能、工程着完入力＆実績収集機能、製品・構成部品の在庫
管理機能などを、構築することが可能です。

●	MES	Base	Objectsが持つMELSEC通信ドライバを使用することで、製造工程のライン制御装置や自動倉庫制御装置などとの、
連携を行うことができます。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理

自動車 電気電子

トレーサビリティ
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太平工業株式会社 電計事業部

“Technology with Heart”の標語のもと、テクノロジーの調和、
環境との調和による社会貢献を目指しています。
各事業分野（総合エンジニアリング事業：機械・電気・システム・土
木・建築の複合、整備事業、プラント総合事業、エコロジー事業）の
技術を複合的に発揮しながら、企画・設計から操業までを一貫して
行なう総合エンジニアリング企業です。

ソリューション

〒100-0005	 東京都千代田区丸の内2-5-2
	 三菱ビル
	 TEL:	03-6860-6625

e-Mail 　sugawara.hiroshi@taiheikogyo.co.jp
URL 　http://www.taiheikogyo.co.jp/

●	鉄鋼（製銑・製鋼・圧延）プロセス制御システムのエンジニアリングに関する経験が豊富です。
●	特に高炉改修時の制御装置の更新、連続鋳造設備制御装置の新設・更新、加熱炉制御装置の新設・更新等の大規模システム
への対応を得意としています。

●	企画・設計・製作・工事、試運転調整から整備迄を含むエンジニアリング全般への総合的な対応が可能です。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 リニューアル安　全

鉄　鋼
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タクマシステムコントロール株式会社

当社はタクマグループ唯一のIT系ソフト会社です。DCSソフトの作
成やシーケンサを用いたMELSEC計装による計装システムを構
築しています。

ソリューション

〒660-0806	 兵庫県尼崎市金楽寺町2-2-33
	 TEL:	06-6487-4830

e-Mail 　maekawa@takuma-sc.co.jp
URL 　http://www.takuma-sc.co.jp

タクマが受注したごみ焼却炉のDCSソフトの作成業務を主として、シーケンサを用いた制御装置も開発しています。
●	環境関連プラントの制御経験を生かした計装シーケンサのエンジニアリングも数多く手がけております。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 リニューアル

公　共
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タケモトデンキ株式会社

シーケンサを使った粉体の自動計量システムの製造販売

ソリューション

〒532-0027	 大阪市淀川区田川３-５-１１
	 TEL:	０６-６３００-２１１１

e-Mail 　eigyo11@takemotodenki.co.jp
URL 　http://www.takemotodennki.jp/

メカトロニクス、電気、ソフトのすべてエンジニアリングを結集して生産設備に不可欠な材料を如何にレシピ通りに精度
よく、尚且つスピーディに計量、調合及び搬送を行ないます。
●	あらゆる原材料を社内のテストシステムで検証をして設備を最適に提案をします。
●	業界は薬品、自動車（タイヤ、ブレーキなど）、食品、ガラス、トナーインキ等多種多様に実績があります。
●	医薬品業界では多品種小容量計量のニーズに対して、コンピュータ制御による半自動計量システムを提供。またコンピュータバリ
デーションによる品質基準達成と省力化をバックアップするシステムを提供します。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 品質管理 トレーサビリティ

自動車 食　品 セメント・ガラス
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株式会社立花エレテック

当社は、約200名の技術者を抱え、お客様の問題解決や要求を実
現するためコンサルティングやソリューションのご提案をしておりま
す。とくに、FA関連では、シーケンサ、インバータ、サーボなどの三
菱電機製FA機器を用いて生産ラインの自動化・合理化システム
の設計・構築を請け負っております。

ソリューション

〒550-8555	 大阪市西区西本町1-13-25
	 TEL:	06-6539-2721

e-Mail 　tech@tachibana.co.jp
URL 　http://www.tachibana.co.jp/

トラッキングや位置決め制御などの機械制御のシステムを組み込み、シーケンサをベースにした画像処理と機械制御の
１システム化を実現し、計測・検査ソリューションを展開します。
●	ビジョンシステムで取り込んだ画像を元にパソコンレスで位置決めユニットとサーボモータにて位置補正制御を行います。
●	画像検査データのトラッキングを行い、不良品払い出しを行います。
●	画像情報から機種割り出しを行い、製造レシピ情報の取り込みができます。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

安　全 品質管理 トレーサビリティ

食　品 紙・パルプ 薬　品
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株式会社立花エレテック

当社は、約200名の技術者を抱え、お客様の問題解決や要求を実
現するためコンサルティングやソリューションのご提案をしておりま
す。とくに、FA関連では、シーケンサ、インバータ、サーボなどの三
菱電機製FA機器を用いて生産ラインの自動化・合理化システム
の設計・構築を請け負っております。

ソリューション

〒550-8555	 大阪市西区西本町1-13-25
	 TEL:	06-6539-2721

e-Mail 　tech@tachibana.co.jp
URL 　http://www.tachibana.co.jp/

このソリューションでは、空調機やフロア毎の照明やコンセント（OA機器など）の使用電力量や動作状態を、各種の省
エネ支援機器より自動収集し、エネルギー管理サーバに蓄積します。また、空調や照明の遠隔操作を可能とすることによ
り、デマンド制御をより強力にサポートします。
●	エネルギーマネジメントソリューションの機能
	 ・	空調や照明の監視・リモート制御、デマンド監視・制御を行います。
	 ・	エネルギー使用量管理、原単位管理、設備保全管理、管理帳票などの機能が充実しています。
●	エネルギー使用量の“見える化”を推進
	 ・	「もったいない！」をより実感できるように、「料金」に換算して表示いたします。また、地球温暖化防止の意識向上のため、「CO2排

出量」に換算して表示いたします。
	 ・	空調や照明の使用状態をリアルタイムに監視し、消し忘れなどを自動アナウンスいたします。
●	先進の空調コントロールシステム
	 ・	Web見える化対応コントローラによる、きめ細かな室内温度調節を実現いたします。
	 ・	デマンド警報発生時、温度調節のローテーション機能などにより、人に優しいコントロールを実現いたします。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

省エネ 稼働管理

その他

＊特許出願中
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株式会社立花エレテック

当社は、約200名の技術者を抱え、お客様の問題解決や要求を実
現するためコンサルティングやソリューションのご提案をしておりま
す。とくに、FA関連では、シーケンサ、インバータ、サーボなどの三
菱電機製FA機器を用いて生産ラインの自動化・合理化システム
の設計・構築を請け負っております。

ソリューション

〒550-8555	 大阪市西区西本町1-13-25
	 TEL:	06-6539-2721

e-Mail 　tech@tachibana.co.jp
URL 　http://www.tachibana.co.jp/

製造から出荷までの各工程で発生する様々なイベント情報を、シーケンサやGOT、もしくはPCなどから、本システムが
提供するデータベースに所定の書式で書き込むことにより、トレーサビリティ情報として蓄積を行います。
●	イベント情報には「工程開始/終了」や「検査開始/終了」、「装置運転/停止」などユーザ様で任意の名称を登録できます。１つのイ
ベント情報には「部品ロット番号」や「担当者」、「検査測定値」など最大12個のデータを登録できます。

●	蓄積されたトレーサビリティ情報は「製品番号」や「部品ロット番号」、「アラーム」など様々な検索条件で抽出できます。抽出されたト
レーサビリティ情報はCSVファイルに出力することができ、Microsoft	Excel®などで分析することができます。
●	閲覧端末の接続台数を簡単に増やすことができ、システムの拡張が容易です。（別途、接続ライセンスが必要です。）また、面倒な
データベース設計や基本的な機能のプログラム開発は不要です。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理

その他

トレーサビリティ

自動車 電気電子
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株式会社立花エレテック

当社は、約200名の技術者を抱え、お客様の問題解決や要求を実
現するためコンサルティングやソリューションのご提案をしておりま
す。とくに、FA関連では、シーケンサ、インバータ、サーボなどの三
菱電機製FA機器を用いて生産ラインの自動化・合理化システム
の設計・構築を請け負っております。

ソリューション

〒550-8555	 大阪市西区西本町1-13-25
	 TEL:	06-6539-2721

e-Mail 　tech@tachibana.co.jp
URL 　http://www.tachibana.co.jp/

導入コスト低減のため、必要な機能を選択できるプロセス系製造実行システムです。また、MESインターフェースユニッ
ト採用により、現場はパソコンレスにてシステム構築を可能にしました。
●	生産計画や製造条件に基づいた生産指示の自動化（指図書発行）を実現します。また、	生産実績の自動収集（実績収集）機能を
装備しております。

●	投入・配合時に原料チェックを行い、誤投入・誤配合を防止いたします。また、	製品製造時の原料のロット情報収集（ロットトレース）
を行います。
●	生産状況のリアルタイム監視（モニタリング）ができます。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理安　全 トレーサビリティ

食　品 化　学 薬　品
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東京電機産業株式会社

計測と制御技術に加え分析機器分野、IT関連事業、通信ネット
ワーク事業、パッケージソフトウェア開発など新規事業への取組み
を通し競争力のあるソリューションのご提供を推進しております。
e-F@ctoryにおいては、シーケンサとの通信に関するソフトウェアを
提供させていただいております。

ソリューション

〒151-0072	 東京都渋谷区幡ヶ谷1-18-12
	 TEL:	03-3481-1130

e-Mail 　fun@tokyo-densan.co.jp
URL 　http://www.tokyo-densan.co.jp/

VB/C#/C++を使用してWindows® PCからシーケンサへアクセスするプログラムを簡単に作成できるライブラリです。
●プログラミングの負担を削減して、アプリケーション開発の負担や工数を大幅に削減することができます。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理省エネ計　装

化　学 鉄　鋼 石油・ガス
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株式会社日鉄エレックス

当社はMELSECを始めとする制御装置をメインとしたMELSEC
計装を軸に、パソコンと組み合わせて当社オリジナルのDCS“テク
ナイス”を構築してお客様に提供しております。

ソリューション

〒805-8555	 福岡県北九州市八幡東区前田大塚1320-4
	 TEL:	093-288-5915

e-Mail 　kazuo_yamada@ns-elex.co.jp
URL 　http://www.ns-elex.co.jp

計装のみならず、電気制御も含めた電気計装一体のMELSEC制御装置を構築します。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理計　装

鉄　鋼 石油・ガス物　流

リニューアル
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ニッテツ北海道制御システム株式会社

豊富な実績とノウハウを持つ北海道初の本格的電気電子メカト
ロ企業として、各種ニーズにマッチした最適規模の計装及びプロ
セス制御装置・各種フィールド機器を開発・製作。ニーズをエンド
ユーザーの立場から捉え、製鐵分野で培った高度な計測・制御技
術をハイパフォーマンス・ローコストにて提供いたします。

ソリューション

〒050-0087	 北海道室蘭市仲町１２番地
	 TEL:	0143-47-2793

e-Mail 　info@ncsfox.co.jp
URL 　http://www.ncsfox.co.jp

製鐵所で培った計測技術をベースに、検出端から制御装置及び操作端まで、お客様のニーズに合わせたシステムを構
築しています。また、エンジニアリングから、保守サービスまで一貫したサービスをご提供いたします。
●MELSEC計装を中心に、安全シーケンサとのシステム融合による安全システムのご提案・ご提供もいたします。
●監視操作端末画面は、当社開発ミドルウェアソフトによる設計・製作にてご提供いたします。
●お客様のニーズに合わせ、生産管理システムとの融合も実現いたします。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装

鉄　鋼 石油・ガス

リニューアル 省エネ

紙・パルプ
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日本電気株式会社

NECはC&Cをとおして、世界の人々が相互に理解を深め、人間性
を十分に発揮する豊かな社会の実現に貢献します。
三菱電機とは、FA制御機器と連携した上位システム（ERP：IFS、
MES：アジャイル生産現場ソリューション）で協業しており、生産現
場の見える化を実現し、お客様の生産革新に貢献できるソリュー
ションを提供します。 

ソリューション

〒108-8423	 東京都港区芝5-21-6　
	 NEC芝ダイビル
	 TEL:	03-3456-7518

e-Mail 　ifs-support@ifsg.jp.nec.com
URL 　http://www.nec.co.jp/index.html

現場のリアルタイムな生産進捗の把握及び品質情報の見える化を実現します。また、問題の未然防止や問題が発生し
た際の迅速な対応、設備の消費電力量を部門や工場を跨いで見える化し、環境負荷の低減に寄与します。
●	グローバルで確立した標準業務にIFS	Applicationsクラウドを適用し、統合システムを構築します。
	 データ管理メッシュの統一とシステム統合による工場間の比較や工場を跨いだデータの見える化を実現します。
●各拠点毎の独自の業務やプロセスの変化に対しては、柔軟に対応できるアジャイル生産現場ソリューションを適用して実現します。
	 現場のニーズに合わせたデータの見える化も実現します。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

物　流

品質管理 生産管理 トレーサビリティ

化　学 電気電子
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株式会社ビーシーシー

当社は三菱電機株式会社のグループ企業で情報システムに携わ
る企業です。キーワードは「情報システムで社会に貢献」とし、業務
系システム全般から、組込み系ソフト開発、情報系・CAD系ソフト
開発まで幅広く提供しております。昨今は、省エネ支援システムの
開発・販売にも力を注いでおります。

ソリューション

〒720-0814	 広島県福山市光南町3-6-10
	 TEL:	084-921-7652

e-Mail 　sales_eig@bcc.co.jp
URL 　http://www.bcc.co.jp/

このソリューションは現場と事務所を連携して、現場に対する製造指示、設備から製造実績データ・エネルギー使用実績
データを「リアルタイム」に収集できるシステムです。
●生産計画～製造指示～製造実績まで「リアルタイム」にデータを収集することで、設備異常を迅速に発見し、稼働率向上を実現しま
す。

●個別製番毎の工程別検査実績データを収集することで、検査飛ばし品の流出を防止し、品質向上を実現します。
●生産情報とエネルギー情報を関連付け、原単位による管理を実現することで製造過程におけるムダを見える化し省エネ活動の推進
を支援します。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理省エネ 品質管理

自動車 化　学 電気電子
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株式会社ビーシーシー

当社は三菱電機株式会社のグループ企業で情報システムに携わ
る企業です。キーワードは「情報システムで社会に貢献」とし、業務
系システム全般から、組込み系ソフト開発、情報系・CAD系ソフト
開発まで幅広く提供しております。昨今は、省エネ支援システムの
開発・販売にも力を注いでおります。

ソリューション

〒720-0814	 広島県福山市光南町3-6-10
	 TEL:	084-921-7652

e-Mail 　sales_eig@bcc.co.jp
URL 　http://www.bcc.co.jp/

このソリューションは、太陽光発電システムの発電状況と照明、空調、OA機器、生産設備などの消費電力を「見える
化」し、皆様の省エネ活動を強力に支援します。
●本日の積算電力量（消費・発電・買電・売電電力量）、太陽電池（電圧、電流、電力）、本日のCO2削減量、現在の消費電力、売電電
力、現在の気温、現在の日射の強さの「見える化」を実現します。

●収集された計測データを簡単に日次・月次・年次形式で表示できます。ライン別消費電力量比較、月別消費電力量比較などビジュア
ルなグラフ画面で解析が行えます。また、表示されたデータは、CSV形式の出力が可能です。

●地球温暖化防止を呼びかける説明、環境への取組みを効果的にPRするコンテンツをご提供します。また、太陽光発電システムの仕
組みや、省エネ活動、環境改善を促す専用のアニメーションを表示します。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

省エネ

自動車 食　品 公　共
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株式会社ビーシーシー

当社は三菱電機株式会社のグループ企業で情報システムに携わ
る企業です。キーワードは「情報システムで社会に貢献」とし、業務
系システム全般から、組込み系ソフト開発、情報系・CAD系ソフト
開発まで幅広く提供しております。昨今は、省エネ支援システムの
開発・販売にも力を注いでおります。

ソリューション

〒720-0814	 広島県福山市光南町3-6-10
	 TEL:	084-921-7652

e-Mail 　sales_eig@bcc.co.jp
URL 　http://www.bcc.co.jp/

このソリューションは、消費電力量、生産量、現在時限デマンドをリアルタイムに収集し、大型ディスプレイやタブレット
端末などで「見せる化」する事で省エネに対する意識付けを徹底できます。
●計測点毎の消費電力量を収集しグラフやリストとして大型ディスプレイやタブレット端末に表示します。
●日単位に計測点毎の消費電力量を金額換算して「見せる化」することで、社員の省エネ意識を喚起します。	
●表示画面は、指定した画面・順番・時間で自動的に切換えが可能です。また背景画像は自由に設定可能です。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理省エネ

自動車 電気電子 鉄　鋼
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株式会社　フリーダム

シーケンサを中核の制御装置とするビル・プラントの中央制御監
視システムの開発を中心に、あらゆる計装エンジニアリングのご要
求にお応えします。また、この分野において、常に最速・最良・最先
端を目指し、日夜研究開発をおこなっております。

ソリューション

〒550-0013	 大阪市西区新町1-24-11
	 TEL:	06-6535-7577

e-Mail 　info@frdm.co.jp
URL 　http://www.frdm.co.jp

電気設備監視制御、空調設備監視制御、衛生設備監視制御、防災設備監視制御、クリーンルーム設備監視制御、工
場設備監視制御、冷凍設備監視制御、防犯設備監視制御などに多数の実績があります。
<http://www.frdm.co.jp/nounyu.html>
●	一つのセンサー情報をロギングする装置から、数万点の制御監視ポイントを最先端のフィールドバスとインターネット/イントラネットを
介したネットワークと情報処理システムを融合させた巨大規模の中央遠隔監視制御システムの構築まで、常にベストソリューション・
ベストプライスでお客様の問題解決のご提案をさせていただきます。

●	コンピューター、シーケンサ関連機器の開発および販売
	・	省エネ、省力システムの設計および製作	 	・	熱源、空調DDCシステムの設計および製作
	・	ビル、プラント中央監視制御システムの設計および製作	 	・	プラント監視制御システムの設計および製作
	・	広域ネットワーク群監視システムの設計および製作	 	・	上記システムのメンテナンスサービス

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装 リニューアル 省エネ

半導体 薬　品 その他



51

SI

52

株式会社 三鈴エリー

「電気」「計装制御」「情報」「電子・検査装置」を事業の核とし、そ
れらを融合したトータルソリューションでお客様の「強い現場」「強
い工場」作りをサポートいたします。FA、ＰＡに於ける制御・監視シス
テムを通じて、製造・品質レベル並びに生産性の向上に貢献でき
る最適ソリューションを提供いたします。

ソリューション

〒510-0886	 三重県四日市市日永3丁目8番13号

e-Mail 　
URL 　http://www.misuzuerie.co.jp/

フィールド機器から三菱シーケンサ、GOTを含むローカル制御システム、さらに上位PCとのネットワーク接続による遠隔
での運転操作・監視及び製造管理ができる統合システムを提供いたします。
●	三菱シーケンサ及びGOTを中心としたローカル制御システム並びにネットワークを含めた上位PCによる製造管理システム構築に関
し、現地調査・提案～設計・製作・開発・試運転・メンテナンスまで一貫したトータルソリューションを提供いたします。
●	各社製FA・PA機器を使ったローカル制御システムの老朽化・旧式化に伴う三菱製シーケンサ等への更新や小規模DCSの老朽化
対応に伴う三菱シーケンサへの更新に関する調査・提案～施工・メンテナンスまでの最適なソリューションを提供いたします。

●	上位PCで作成した製造指図と三菱シーケンサ・GOTで構成されるローカル制御システムとの連携による「原料小分、配合ミス防止
システム」を提供し、製造現場の人的ミスの防止とトレーサビリティの向上による製造現場の品質向上に貢献いたします。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理リニューアル計　装

自動車 食　品 化　学
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三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

当社は三菱電機の情報通信システム事業部門が分社化したSI会
社です。三菱電機グループの一員としてe-F@ctoryコンセプトに加
え、その上位層（生産管理・品質管理・製造実行システム（MES）
等）の領域においてシステムインテグレーションを手掛けている企
業です。

ソリューション

〒108-0023	 東京都港区芝浦４-１３-２３
	 ＭＳ芝浦ビル
	 TEL:	03-5445-7450

e-Mail 　scmerp@mdis.co.jp
URL 　http://www.mdis.co.jp/

当社はe-F@ctoryコンセプトのもと、三菱FA製品と蜜に連携した製造実行システム（MES）をご提供致します。
●	当社MESソリューションMELNAVIのMELNAVI-APは各種テンプレートをパラメータ設定するだけでノンプログラミングでMES業務
アプリケーションを開発する事ができる開発フレームワーク製品で、三菱MESインタフェースユニットとの連携機能を標準装備してい
ます。
●	当社MESソリューションMELNAVIのMELNAVI-RWは既存・新規に関らず実績DBさえ存在すれば夫々の実績データをリンクテー
ブルで紐付ける事で簡単にトレーサビリティシステムを構築する事ができるパッケージ製品です。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

生産管理品質管理 トレーサビリティ

自動車 食　品 電気電子
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三菱電機エンジニアリング株式会社 

当社は、三菱電機（株）の各種製品、システムの設計・開発業務等
で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極的に取り入
れることにより、市場ニーズに応えたソリューションや機器を提供し
ています。

ソリューション

〒102-0073	 東京都千代田区九段北1-13-5	ヒューリック九段ビル（日本地所第一ビル）
	 東日本営業所	 TEL:	03-5484-6755
	 中日本営業所	 TEL:	052-565-3435
	 西日本営業所	 TEL:	06-6347-2985
	 九州営業所	 TEL:	092-721-2202

URL 　http://www.mee.co.jp/index.html

工場まるごと監視「省ちゃん」。工場の「見える化は、省エネ活動、生産効率向上活動の第一歩です。システム導入・運
用をトータルでサポートします。
●三菱電機のＦＡ製品・制御システムを活用した高機能で信頼性の高いシステムの構築が可能。オープンネットワークに対応している
ので、幅広いデータが収集可能です。

●工場の受変電設備・電源供給設備（高圧／低圧）の監視・制御（ＯＮ／ＯＦＦ、電流･電圧･電力量、デマンド監視、力率制御、スケ
ジュール運転）、グラフィック監視、Ｗｅｂ監視、アラーム・イベント処理、各種帳票などの機能を搭載しています。リアルタイムでの状況
監視・操作が可能となり、省エネおよび省力化に貢献します。

●生産設備の情報を収集・集約化することで、生産管理をはじめ実績管理、作業指示・生産進捗管理、設備稼働状態監視、設備停
止要因監視、品質トレーサビリティ管理、保守部品メンテナンスなど「見える化」による生産性および品質の向上に貢献します。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

省エネ 稼働管理トレーサビリティ

化　学 電気電子食　品
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三菱電機エンジニアリング株式会社

当社は、三菱電機(株)向けや東芝三菱電機産業システム(株)向け
を中心に、システムや製品の開発・設計関連業務を担当しており、
かつ、両社以外の幅広い一般のお客様にも当社の技術力・製品・
サービスを提供しています。当社事業の基盤となっている製品/技
術の領域としては、監視制御システムを含む重電システムを始め、
映像メディア・ＦＡ機器・メカトロ・電子デバイス等があります。

ソリューション

〒102-0073	 東京都千代田区九段北1-13-5	（ヒューリック九段ビル）
東日本営業支社	 TEL:	03-3288-1108		FAX:	03-3288-1575	 中国営業グループ	 TEL:	082-248-5390		FAX:	082-248-5391
中日本営業支社	 TEL:	052-565-3435		FAX:	052-541-2558	 九州営業支社	TEL:	092-721-2202		FAX:	092-721-2109
西日本営業支社	 TEL:	06-6347-2992		FAX:	06-6347-2983

URL 　http://www.mee.co.jp/

当社長崎事業所の監視制御システム事業においては、三菱電機（株）向け及び東芝三菱電機産業システム（株）向け
を主体に、鉄鋼プラント/一般産業プラントをメインとして、各種プラントの計装制御を経験してきました（炉燃焼制御、
各種流体の流量/圧力制御、各種原料のブレンド制御/搬送制御、機械制御）。
●近年では、過去培ってきた豊富なプラント制御のノウハウをベースとして、当社独自の計装制御システムを、一般のお客様向けを含め
て納入しています。

●【システム構成】MMI=汎用/FAパソコン+SCADA、シーケンサ=MELSEC計装を基本としています。
　【当社担当範囲】システムエンジニアリング、ソフト設計・製作・試験、現地調整、動力盤・制御盤製作

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

電気電子

計　装 リニューアル

セメント・ガラス 鉄　鋼
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省エネ 稼働管理

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

当社は、監視・制御を主体としたシステムインテグレートを行ってい
ます。食品、薬品分野をはじめとして、様々な分野での技術力を保
有し、特に計装技術に関してはMELSEC計装にて三菱電機と連
携を行っています。

ソリューション

〒852-8004	 長崎県長崎市丸尾町6-14
	 TEL:	095-864-2517

e-Mail 　monitys@mcr.co.jp
URL 　http://www.mcr.co.jp/

シーケンサからデータを収集して、トレンド、履歴、帳票などで表示し、DCSライクな操作性と機能、性能を有したソフト
ウェアMonityをキーツールに監視システムを構築します。
●	MELSEC計装シーケンサとデータ連携しており、通信速度の向上と信頼性の向上を実現し、DCS開発ノウハウを生かしつつ、小規
模データロガーから中・大規模監視制御システムとして適用することができます。

●	基本機能とオプション機能を分けることで、ユーザが必要な機能を必要な時に必要な分だけ搭載することができ、初期費用を抑える
ことができます。
●	HMIとして他社SCADAの中から所望の製品を選択することで、グラフィック画面など過去の資産を生かしつつ、最新の環境でシス
テム構築が可能です。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

計　装

食　品 薬　品 公　共
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株式会社ワイ・ディ・シー

当社は、「品質の管理・向上」という課題に、「YDC SONAR」をコ
アにしたソリューションを、長年多数の企業様に提供してまいりまし
た。
e-F@ctoryとの連携により、今まで困難であった現場の大量データ
の取り込みを可能にし、統合的な解析を実現しました。

ソリューション

〒530-0003	 大阪府大阪市北区堂島2-4-27
	 新藤田ビル6階
	 TEL:	06-4797-1611

e-Mail 　sonar_salse@ydc.co.jp
URL 　http://www.ydc.co.jp/

生産現場で発生する全てのデータを「見える化」。
データマイニング、SPC管理、マップ解析、管理図・工程能力分析、Webレポートなど、様々な機能によって品質管理・維
持に貢献します。
●	販売開始から15年以上。
	 半導体、液晶、自動車、鉄鋼、電子材料、電子機器など有名企業約40社、70ライン以上の導入実績。
	 また、英語、中国語にも対応しており、海外導入実績も10ライン以上。
●	製造現場で発生する大量のデータを高速に検索。
	 解析用クライアントは64bitにも対応し、1000万件を超えるbigdataの解析も思いのまま。（1000万レコードの検索は30秒弱）
●	e-F@ctoryとの組み合わせにより、取得した製造データ（生産実績情報、検査結果データ、加工条件データ等）及びクレーム情報や
販売情報まで、様々なデータの一括管理を可能にします。

お問い合わせ

業　種

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

自動車

品質管理

半導体 化　学
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ソフトウェア
Software

三菱FA機器との接続親和性を強化する 
アプリケーションソフトウェアを提供。

三菱電機から提供する情報連携製品や 
連携技術（EZSocket、MCプロトコルなど）を用いて、三菱FA機器との接続親和性の良い 

アプリケーションソフトウェアやドライバを開発・提供するベンダーです。

三菱電機製品との接続方法

EZSocket

MCプロトコル

MELSEC-Q 
（C言語コントローラ） その他

MESインタフェース 
（MELSEC, GOT, MELQIC）

C言語C言語 その他その他

MC
プロトコル
MC

プロトコル MESMES
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LADDER HELPER3
株式会社アイ・エル・シー

LADDER HELPER3はMELSEC-Aシリーズ全機種に対応したラダー編集ソフトです。A0J2、A3H、A3Mな
どAシリーズの保守およびQシリーズへのリニューアルにご活用いただいています。

特　長

ソリューション リニューアル
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 100,000円（税抜き）

〒732-0824
広島市南区的場町1丁目3番6号
広島的場ビル9F
TEL: 082-262-7799

e-Mail
fa@ilc.co.jp

URL
http://www.ilc.co.jp/commodity/lh3/index.html

● A0J2、A3H、A3Mなど全てのAシリーズに対応。PC読出、PC書込、モニタができ、Aシリーズのメンテナンスツールとして活用できま
す。

● LADDER HELPER3は、AQリニューアルにも活用されています。 LADDER HELPER3で現場のAシリーズから読み出し保存した
データは、GX Developerで開きQシリーズに機種変更することができます。

● 回路編集、検索、デバッグなどの各種の充実した機能とともに、全ての操作をキーボードのみで行えるなど、生産現場での操作性を
重視した、軽く使いやすいラダー編集ソフトとして好評をいただいています。

製造業一般

会社概要 お問い合わせ

メンテ・保守

アイ・エル・シーは、４つのキーワード（制御、GUI、HMI、組込
開発支援）に対するソリューション提供と中国を活用したオフ
ショア開発サービスにより、組込ソフトウェア開発工数削減
＆コスト削減を実現するとともに、お客様独自の高付加価値
創造に寄与いたします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ
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ウェリンテック・ジャパン株式会社

KingSCADAは、大規模システム向けに開発されました。抜群の使い易さに加え、先進のグラフィック機能、
モデル機能、二重化機能など、多くの特長を持っています。

特　長

ソリューション リモートメンテ、省エネ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、その他
標準価格 70,000円～

〒212-0032
神奈川県川崎市幸区新川崎７-７（KBIC）232号
TEL: 044-276-8792

e-Mail
info@wellintech.co.jp

URL
http://www.wellintech.co.jp

● 711点の部品と３千機種の通信ドライバを標準装備。
● 世界初のモデル機能により、画面開発時間を30～70%削減（当社比）し、二重化の切り換え時間は２秒以内（当社標準条件）と高

速。
● 日本語、中国語、英語、韓国語、アラビア語など、多国語表示が可能。

会社概要 お問い合わせ
ウェリンテック・ジャパン株式会社は、産業オートメーション
システムの専門メーカーとして全世界で実績のあるウェ
リンテック社のSCADAソフトウェア、産業用データベース

（Historian）、生産管理などの上位システムを、日本国内
の工場・プラント・ビル管理や環境マネジメント関連のアプリ
ケーションに向けたソリューションとして提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

SCADA

自動車 食　品 薬　品

KingSCADA その他その他
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ウェリンテック・ジャパン株式会社

KS-PAは、世界的に普及の進むＰＬＣ計装システムにおいて、計装専用ＤＣＳと同等の高機能なＨＭＩシステ
ムを容易に実現する事を目的に開発している製品です。MELSEC計装で実現される高速なシーケンス制
御、高機能のフィードバック制御と高次元での親和性を実現します。

特　長

ソリューション 計装、リモートメンテ、エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket、その他
標準価格

〒212-0032
神奈川県川崎市幸区新川崎７-７（KBIC）232号
TEL: 044-276-8792

e-Mail
info@wellintech.co.jp

URL
http://www.wellintech.co.jp

● 計装システムで必須となる以下の標準画面をＤＣＳと同等のエンジニアリングで生成できます。　・制御グループ画面　・フェースプ
レート画面　・チューニング画面　・トレンド画面　・操作履歴画面　・数値パラメータ画面　・レポート・タグモニター画面　・アラーム
マネジメント機能を備えた警報画面

● 単にＤＣＳに似た画面が作れると言う事ではなく、DCSのエンジニアリング手法とシーケンサのエンジニアリング手法の両方を踏まえ、
システム構築を現実に担うシステム･インテグレータにとって最良の選択とるHMI構築ソフトウェアです。

会社概要 お問い合わせ
ウェリンテック・ジャパン株式会社は、産業オートメーション
システムの専門メーカーとして全世界で実績のあるウェ
リンテック社のSCADAソフトウェア、産業用データベース

（Historian）、生産管理などの上位システムを、日本国内
の工場・プラント・ビル管理や環境マネジメント関連のアプリ
ケーションに向けたソリューションとして提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

SCADA

化　学 セメント・ガラス 鉄　鋼

KS-PA その他その他
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ウェリンテック・ジャパン株式会社

お客様ブランドのSCADAソフトウェアを、実績のあるウェリンテック社SCADAをベースとしたOEM製品とし
ての供給をサポートします。
その結果、当社の経験豊富なエンジニアと多くのアプリケーションを納入したソフトウェア資産により、開発
期間とコストを抑えながら、いち早く市場に参入することが可能となります。

特　長

ソリューション リモートメンテ、省エネ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、その他
標準価格

〒212-0032
神奈川県川崎市幸区新川崎７-７（KBIC）232号
TEL: 044-276-8792

e-Mail
info@wellintech.co.jp

URL
http://www.wellintech.co.jp

● OSのアップグレードに素早く対応。
● 現場に設置するタッチパネル用HMIから中央監視センターの大規模SCADA、生産管理などの上位システムまで当社製品をベース

したOEM製品のラインアップで対応することが可能。
● SCADAのカスタマイズに加え、通信ドライバ、Web機能などの周辺ソフトウェアも一貫して開発。
● OEM開発はウェリンテック本社（北京、ISO9001取得）と連携して、高品質かつコスト競争力のある製品を提供。

会社概要 お問い合わせ
ウェリンテック・ジャパン株式会社は、産業オートメーション
システムの専門メーカーとして全世界で実績のあるウェ
リンテック社のSCADAソフトウェア、産業用データベース

（Historian）、生産管理などの上位システムを、日本国内
の工場・プラント・ビル管理や環境マネジメント関連のアプリ
ケーションに向けたソリューションとして提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

アプリケーション開発

自動車 食　品 公　共

WTJ OEM開発 その他その他



63

ソフトウェア

64

S-CUBE
FAシステムエンジニアリング株式会社

S-CUBEは、工場などの生産管理設備から上下水場などの公共事業など様々な分野で使用可能な
SCADAです。

特　長

ソリューション 計装、稼働管理、その他（稼働監視）
三菱FA機器との接続 MCプロトコル
標準価格 オープン価格

〒790-0033
愛媛県松山市北藤原町１-２６
TEL: 089-931-2886

e-Mail
faseinfo@fase.co.jp

URL
http://www.fase.co.jp

● プロジェクト単位でのシステム構築が行えます。用途に応じたプロジェクトを作成し動作させることができます。
● アナログやデジタルの一般的なタグに加え、計算タグや条件タグなどをサポート。タグ同士の演算等複雑な演算を処理することがで

きます。
● アドオン機能が充実しています。日報、月報、年報、トレンドグラフ、アラーム履歴などを標準的に装備しています。個別カスタマイズに

も応じます。

製造業一般

会社概要 お問い合わせ

当社はFA関係のソフトウェア及び装置開発を行っています。
商品のみならず、三菱電機製様シーケンサやEzSocketを用いて
お客様の用途に応じたソリューションを提供しております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル

SCADA

公　共
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イージーデータロガー
FAシステムエンジニアリング株式会社

簡単操作・簡単設定にてシーケンサから周期的にデータ収集を行えるソフトウェアです。

特　長

ソリューション 品質管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MCプロトコル
標準価格 本体：65,000円　各シーケンサ用ドライバ：37,800円

〒790-0033
愛媛県松山市北藤原町１-２６
TEL: 089-931-2886

e-Mail
faseinfo@fase.co.jp

URL
http://www.fase.co.jp

● 簡単な設定で任意のデバイスからデータ収集が行えます。収集したデータはMicrosoft® Access®のデータベースで管理します。
● 収集方式として曜日毎の指定を行う定期収集と、収集開始日/終了日を指定するスポット収集を用意しています。
● 収集間隔は収集するグループ単位に指定可能。30秒～24時間の範囲で指定できます。トリガーによる収集開始、停止指定も可能

です。

製造業一般

会社概要 お問い合わせ

当社はFA関係のソフトウェア及び装置開発を行っています。
商品のみならず、三菱電機製様シーケンサやEzSocketを用いて
お客様の用途に応じたソリューションを提供しております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル

公　共

データロガー
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SMASHスタンダード版～Virtual Machine Simulator～
株式会社三松

SMASHとシーケンサ実機、またはシーケンサシミュレータを接続し、SMASH上に構築した設備・装置の3D
モデルを制御プログラムで直接通信しながらデバック作業を実現します。

特　長

ソリューション 安全、省エネ、エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 980,000円

〒818-0013
福岡県筑紫野市岡田3-10-9
TEL: 092-926-4711

e-Mail
info@smash-vms.co.jp

URL
http://www.SMASH-vms.co.jp

● 機械設計の3次元モデルで制御機器プログラム開発・検証を実現します。制御機器プログラムの指令に従い、SMASHに構築した
3次元モデルが動作します。

● 従来不可能とされていた数千部品の大規模アッセンブリ設備をSMASH上に数秒で描画でき、仮想空間においての快適な動作
検証を実現します。アクチュエータ等のI/O機器を動作させた結果により、センサーからの信号を検出し制御プログラムが実行されま
す。

● 検証したいシーンを任意で抽出して、各デバイスの強制ON/OFFにより工程ごとの事前検証を実現します。（シーケンサのみの接
続）

製造業一般

会社概要 お問い合わせ

FAシミュレータ

各種機械装置の製造、組立（アッセンブリ）行ってきた経験を
生かし、三菱電機FA機器と接続できるソフトを開発している
会社です。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル
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SMASHプロフェッショナル版～Virtual Machine Simulator～
株式会社三松

SMASHとシーケンサ実機、またはシーケンサシミュレータを接続し、SMASH上に構築した設備・装置の3D
モデルを制御プログラムで直接通信しながらデバック作業を実現します。

特　長

ソリューション 安全、省エネ、エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 1,500,000円

〒818-0013
福岡県筑紫野市岡田3-10-9
TEL: 092-926-4711

e-Mail
info@smash-vms.co.jp

URL
http://www.SMASH-vms.co.jp

● 機械設計の3次元モデルで制御機器プログラム開発・検証を実現します。制御機器プログラムの指令に従い、SMASHに構築した
3次元モデルが動作します。

● 従来不可能とされていた数千部品の大規模アッセンブリ設備をSMASH上に数秒で描画でき、仮想空間においての快適な動作
検証を実現します。アクチュエータ等のI/O機器を動作させた結果により、センサーからの信号を検出し制御プログラムが実行されま
す。

● 検証したいシーンを任意で抽出して、各デバイスの強制ON/OFFにより工程ごとの事前検証を実現します。

製造業一般

会社概要 お問い合わせ

FAシミュレータ

各種機械装置の製造、組立（アッセンブリ）行ってきた経験を生
かし、三菱電機FA機器と接続できるソフトを開発している会社で
す。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル
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ジェイティ エンジニアリング株式会社

JoySPCを使用すれば、リアルタイムに品質データのばらつきや品質データの傾向を現場に伝え、不良品の
発生を未然に防ぐことが可能となります。

特　長

ソリューション 品質管理
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 150,000円

〒130-8603
東京都墨田区横川1丁目17番7号
TEL: 03-5610-7605

e-Mail
Kenichiro.naito@jt.com

URL
https://www.jtnet.ad.jp/WWW/JTE/contact/form_sys.html

● JoySPCは、データの取得先として、MELSEC高速データロガーユニット、JoyWatcherSuite(国内主要メーカーのシーケンサとの通
信可)、汎用データベース、CSVファイルをサポートし、既存の環境への導入も容易に可能となります。

● JIS Z9021に基づいた管理状態およびユーザが任意に定義した管理状態に基づき品質データの傾向を監視します。ルールに該当
した場合、メール配信することも可能です。

● 分析結果を表示する、管理図、ヒストグラム、パレート図、散布図等はActiveXコントロールでご提供し、エンドユーザの仕様にあった
システム構築を容易にします。また、Webで遠隔地から品質情報を閲覧することも可能です。

製造業一般

会社概要 お問い合わせ

当社はこれまでのシステム開発で培ったノウハウを元に、製
造業のお客様の多様なニーズにフレキシブルに対応してき
ました。三菱FA機器とも高い親和性を持つ自社オリジナル
のパッケージ製品とともに皆様の課題を解決する最適なソ
リューションをご提供いたします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他

JoySPC
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JoyWatcherSuite
ジェイティ エンジニアリング株式会社

JoyWatcherSuiteは、様々な用途の監視システムを容易に構築できる開発ツールです。機械・装置単体か
ら生産工場やプラント、ビル設備等の大規模な監視システムを構築することが可能です。

特　長

ソリューション 計装、リモートメンテ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 開発版：428,000円　本体版：128,000円

〒130-8603
東京都墨田区横川1丁目17番7号
TEL: 03-5610-7605

e-Mail
Kenichiro.naito@jt.com

URL
https://www.jtnet.ad.jp/WWW/JTE/contact/form_sys.html

● 主要メーカのシーケンサドライバと6万点以上のI/O点数を標準装備して、12万円という低価格設定で提供します。
● システム構築時、スクリプトを覚える必要はありません。JoyWatcherSuiteのパラメータ形式の設定のみでOKです。 
● 汎用開発ツール（VB,VC,.NET,Delphi等）と連携することで、エンドユーザの多様なニーズに応えることが可能です。 

製造業一般

会社概要 お問い合わせ

当社はこれまでのシステム開発で培ったノウハウを元に、製
造業のお客様の多様なニーズにフレキシブルに対応してき
ました。三菱FA機器とも高い親和性を持つ自社オリジナル
のパッケージ製品とともに皆様の課題を解決する最適なソ
リューションをご提供いたします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル

SCADA

公　共
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JoyWatcherSuiteBA
ジェイティ エンジニアリング株式会社

JoyWatcherSuiteBAは、システム構築に必要な機能を標準装備し、優れた拡張性と高い操作性、さらに他
を圧倒する低価格で要望にマッチしたビル監視システムの構築を可能とします。

特　長

ソリューション リモートメンテ、省エネ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 開発版：750,000円　本体版：500,000円

〒130-8603
東京都墨田区横川1丁目17番7号
TEL: 03-5610-7605

e-Mail
Kenichiro.naito@jt.com

URL
https://www.jtnet.ad.jp/WWW/JTE/contact/form_sys.html

● LONWORKS®/BACnet/Modbus用通信ドライバや主要メーカのシーケンサドライバ、6万点以上のI/O点数、JoyWatcherSuite
のオプション製品を標準装備しながらも、驚きの低価格を実現しています。

● ノンプログラミングでの監視システム構築を実現する高機能により、エンジニアリング費を大幅に削減できます。
● 汎用開発ツール（VB,Delphi,Visual C++,.netなど）と組み合わせて使用することにより、複雑な要件にも対応可能です。

会社概要 お問い合わせ

当社はこれまでのシステム開発で培ったノウハウを元に、製
造業のお客様の多様なニーズにフレキシブルに対応してき
ました。三菱FA機器とも高い親和性を持つ自社オリジナル
のパッケージ製品とともに皆様の課題を解決する最適なソ
リューションをご提供いたします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル

SCADA

公　共 その他
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装置データモニタリングシステム
株式会社システック井上

製造装置の状態を可視化し、基本性能及びプロセス性能を監視することで、【装置の異常検知】→【異常原
因の特定】→【原因の対策と改善】が容易に行え設備総合効率（OEE）の向上を実現します。

特　長

〒854-0063
長崎県諫早市貝津町１１０３番地１
TEL: 0957-25-1301

e-Mail
infos@sys-inoue.co.jp

URL
http://www.sys-inoue.co.jp/

● アナログ通信やRS-232Cにより常時装置データを収集し、リアルタイムに監視。瞬時に装置の異常を検出します。
● MESインターフェースを使用することによりMESとダイレクト接続。MESとのインテグレーションを容易に実現する事が可能です。さら

にデータ収集、異常検知を１台で実現することにより低コスト省スペース化を実現しています。
● MESで管理しているデータとRS-232Cにて収集したデータを組み合わせる事により、MESで管理しているロット情報と装置データ

の紐付けが可能です。紐付ける事により収集したデータをパソコン上で様々な角度から解析する事ができます。

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 オープン価格

FPD半導体 食　品

会社概要 お問い合わせ

アプリケーション開発

「計測」「制御」「情報」それぞれの技術を総合的に融合した
ノウハウによりお客様の夢の実現へ向けてナビゲートさせて
いただく事が、当社の企業使命です。長年にわたり培ってき
た経験を元に、生産管理、品質管理、設備管理を中心にお
客様のニーズに沿った製造業向けのソリューションを提供い
たします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MESMES
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UnityBoy G3
新川電機株式会社

UnityBoy G3は組込タイプWEBサーバ内蔵の超小型SCADA製品です。短期間・低コストで500点のI/Oまで
遠隔監視システムの構築ができるものです。G2より更にH/WとS/Wが強化され、応用範囲がより一層広がります。

特　長

〒102-0083
東京都千代田区麹町4-3-3
TEL: 03-3263-4411

e-Mail
tsukamoto@shinkawa.co.jp

URL
http://www.shinkawa.co.jp/unityboy

●アプリケーションの開発に、専門知識がなくてもパソコンベースSCADAの感覚で組込アプリケーションの高速開発が可能。400程
度のパーツが利用可能。特に、表示のWeb対応は自動なので、技術要求ハードルが低く、開発期間の大幅短縮で、開発コストの削
減に貢献します。

● パソコン上一つの操作で現場用にアプリケーションを固定することができ、電源をいれれば自動的にアプリケーションが立ち上がり
稼働するようになります。手のひらサイズで、盤に設置しやすく、現場の厳しい環境にぴったり。盤内24V電源の利用も可能です。

● 人員異動に伴うメールやセキュリティの変更はもちろん、アプリケーションの変更も遠隔にて行えるため、システム運用・保守コストが
抑えられます。また、システムソフトがCFカードに丸ごとバックアップでき、復旧作業もすばやく、簡単です。

ソリューション リモートメンテ、省エネ、稼働管理
三菱FA機器との接続 MELSEC-Q、QnA、A、FXとの 

RS-232C及びEthernet経由
標準価格 195,000円

その他

会社概要 お問い合わせ

監　視

当社はIT技術と計測・制御技術を融合し、製造現場の自動
化・生産性の向上に、付加価値の高いシステムを企画・提案
から設計・製作・アフターメンテナンスまでお客様をサポート
する会社です。特にe-F@ctoryコンセプトの元で遠隔監視ソ
リューションを短期間・低コストで実現できるものを提供して
おります。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他その他
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j5-OMS
株式会社ダイセック

j5-OMSは、生産現場の運転情報をもとに、電子運転日誌を作成、管理、情報共有するソフトウェアです。

特　長

〒733-0834
広島県広島市西区草津新町1-21-35
TEL: 082-278-8777

e-Mail
info@disec.co.jp

URL
http://www.disec.co.jp

● 運転日誌を電子化することで、運転管理情報の記録、整理、保管、検索、レポート、活用が容易になり、運転部門の作業改善につな
がります。

● 運転現場でしか得られない生産現場の貴重な情報を整理し、リアルタイムで関連部門に配信することで、部門間のコミュニケーショ
ンの改善、業務改善につながります。

● 生産設備のシーケンサなどが持つロギングデータや品質データと、運転員の持つ非定型情報をあわせて管理することが可能になり
ます。

ソリューション リモートメンテ、品質管理
三菱FA機器との接続 MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）、

高速データロガーユニット
標準価格

化　学 電気電子 石油・ガス

会社概要 お問い合わせ

当社は、長年にわたる製造業分野でのシステム開発の経
験から、MES分野を中心に製造業様向けソリューション、ソ
フトウェアの提供を行っております。三菱電機様とは、e-F@
ctoryのコンセプトのもと、製造業ユーザ様のTCO削減を目
指すためのMES関連ソフトウェアの提供を行っています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

メンテ・保守

MESMES その他その他
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株式会社ダイセック

MES Base Objectsは、ディスクリート系製造業におけるMESを構築するための、基本ソフトウェアです。

特　長

〒733-0834
広島県広島市西区草津新町1-21-35
TEL: 082-278-8777

e-Mail
info@disec.co.jp

URL
http://www.disec.co.jp

● MES Base Objectsの持つ「画面テンプレート」と「DB更新オブジェクト」を使用することで、MESを短期間で構築することができま
す。 

● MES Base Objectsは、製造工程の構成機器、部品構成、在庫情報、実績収集情報、作業指示情報などを取り扱うことができま
す。

● MES Base Objectsは、製造工程のリアルタイム情報のモニタや製造実績のレポートのテンプレートがあり、カスタマイズも容易で
す。

自動車

会社概要 お問い合わせ

当社は、長年にわたる製造業分野でのシステム開発の経
験から、MES分野を中心に製造業様向けソリューション、ソ
フトウェアの提供を行っております。三菱電機様とは、e-F@
ctoryのコンセプトのもと、製造業ユーザ様のTCO削減を目
指すためのMES関連ソフトウェアの提供を行っています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MES

MES Base Objects

その他電気電子
ソリューション 生産管理、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格
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株式会社ダイセック

SIMATIC WinCCは、WindowsⓇベースのシステム監視およびプロセス制御を行うためのハイエンド
SCADAソフトウェアです。

特　長

〒733-0834
広島県広島市西区草津新町1-21-35
TEL: 082-278-8777

e-Mail
info@disec.co.jp

URL
http://www.disec.co.jp

● プロセスオートメーションからファクトリーオートメーションまで、あらゆる産業分野での使用実績があります。
● シングルシステム、サーバクライアントシステム、冗長化システム、WEBベースシステムなど、幅広いシステム構成を構築可能です。
● ダイセックが開発したEZSocket対応MELSEC通信ドライバにより、MELSECを使用した機器との接続が簡単にできます。

会社概要 お問い合わせ

当社は、長年にわたる製造業分野でのシステム開発の経
験から、MES分野を中心に製造業様向けソリューション、ソ
フトウェアの提供を行っております。三菱電機様とは、e-F@
ctoryのコンセプトのもと、製造業ユーザ様のTCO削減を目
指すためのMES関連ソフトウェアの提供を行っています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

SIMATIC WinCC
SCADA

製造業一般
ソリューション 計装、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格
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株式会社ダイセック

WinSPC
WinSPCは、製造工程管理者、品質管理者への、総合的な統計的プロセス管理（SPC: Statistical 
Process Control）ソフトウェアです。

特　長

〒733-0834
広島県広島市西区草津新町1-21-35
TEL: 082-278-8777

e-Mail
info@disec.co.jp

URL
http://www.disec.co.jp

● 計量値、計数値の双方で、豊富なリアルタイムSPCチャート（管理図）を提供しています。リアルタイムSPCチャートの中で、異常判
定ルールの適用が可能です。

● シリアル通信、OPC、ODBC、OLE、Microsoft® EXCEL®などの幅広いインタフェースを提供しており、MESインタフェースユニットと
の接続も可能です。

● リアルタイムSPCチャートの表示、データ収集などを、Microsoft® Visual Basic®などを使用してカスタマイズが可能です。

電気電子

会社概要 お問い合わせ

当社は、長年にわたる製造業分野でのシステム開発の経
験から、MES分野を中心に製造業様向けソリューション、ソ
フトウェアの提供を行っております。三菱電機様とは、e-F@
ctoryのコンセプトのもと、製造業ユーザ様のTCO削減を目
指すためのMES関連ソフトウェアの提供を行っています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

監　視

ソリューション 品質管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格

半導体 FPD

MESMES
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デバイスエクスプローラ OPCサーバー
株式会社たけびし

QシリーズユニバーサルモデルはじめC言語コントローラ・モーション・表示器にも対応した通信ソフトウェアで
す。EthernetやCC-Linkをはじめ各種ネットワークを経由してMELSECの生産情報にアクセスできます。

特　長

ソリューション 計装、生産管理、エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket、MELSEC-Q（C言語コントローラ）、

MCプロトコル、CC-Link IE Control/CC-Link IE Field
標準価格 68,000円

〒615-8501
京都市右京区西京極豆田町29
TEL: 075-325-2172

e-Mail
fa-support@takebishi.co.jp

URL
http://www.faweb.net/

● CPUタイプ毎に異なるMELSECの通信コマンド（一括・ランダム・ブロック等）を自在に操り、伝送回数が最小になるように自動的に
最適化しますので、スループットの高い通信機能を利用できます。

● 日本・韓国・中国・台湾・欧米の5ヶ国語に対応しています。通信したまま表示ロケールを切り替えることができますので、グローバル化
する製造現場に合わせて、最適なユーザーインターフェイスをご使用頂けます。

● 毎年、アジアと北米にて開催されるOPC接続試験に参画し、接続認証を取得しています。監視システムで使用頻度が増すSCADA
など、世界各国のOPC対応ソフトウェアパッケージをご利用頂けます。

会社概要 お問い合わせ
当社は、エレクトロニクス・電機の技術商社として、ハードとソフ
トの両面からお客様のものづくりを支援し、MESから監視・制
御まで幅広いシステム開発に対応しています。MELSECの登
場以来、二十数年に渡るエンジニアリング経験をベースにして、
MELSECと高い親和性を持つEZSocket対応のソフトウェア製
品を開発しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

SCADA

自動車 公　共

MC
プロトコル
MC

プロトコル その他その他

製造業一般

C言語C言語
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CFOLET-M
長菱制御システム株式会社

〈CFOLET-M〉とは既存のプラント制御知識を持った一般計装エンジニアが、パソコンを使って簡単に制御
ロジックの作成、監視、調整を行うことを目的としたシーケンサ用制御プログラムの設計調整ツールです。

特　長

ソリューション 計装、エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 お問合せ下さい。

〒850-8610
長崎県長崎市飽の浦町1番1号
TEL: 095-862-0623（代）

URL
http://www.ryousei.co.jp/

● ラダーシーケンスの知識は不要です。 制御知識があれば簡単に使いこなせます。 作成したロジックのオンライン監視、タイマーなど
の要素パラメータをオンラインで調整が行えます。 IBD線図、FBDをイメージした作画が行えます。

● FBD、IBD線図をベースに作成したロジックを図面イメージで印刷できるため図面の作成及び管理が容易になります。
● シーケンサRUN中であってもロジックの入替えが可能です。これにより運転中のロジック改造が簡単に行えます。

会社概要 お問い合わせ
当社は自社製のシーケンサ用のプログラミングソフトウェアを
使用し制御装置を製造・販売しているメーカーです。特に、火
力プラントの中でも島設備（ＢＯＰシステム）と呼ばれる付帯
設備（を含む）などの制御装置を主に 受注から引渡しまで全
てのステージに対応できる制御装置メーカーとして取り組ん
でいます。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

アプリケーション開発

製造業一般
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モニターメーカー看太郎32
株式会社椿本チエイン

モニターメーカー看太郎３２はWindows®上で動作するSCADA／HMI開発用パッケージソフトです。パソコン
レベルの監視・制御システムがシーケンサをはじめ各種制御機器との組み合わせにより容易に実現できます。

特　長

ソリューション 計装、省エネ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 240,000円～

〒617-0833
京都府長岡京市神足暮角1-1
TEL: 075-956-8450

e-Mail
mitaro.sales@mitaro.gr.jp

URL
http://www.tsubakimoto.jp/ecob/dp/dp01.html

PX-Developerとの連携機能（開発中）
● PX-Developerで作成されたタグを看太郎で利用できます。またDDE通信によりPX-Developerからシーケンサのデバイス値を採取

したり、PXモニターツールで検出された警報やイベントの発生通知を取得することもできます。

ユーザープログラムとの親和性
● ユーザープログラム開発ガイド、カスタムコントロールOCX等によりユーザー独自のプログラム作成が可能です。また、ユーザー作成

のプログラム（EXE形式）やActivXコントロールをグラフィック画面上に貼り付けることもできます。

MELSECとの親和性
● MCプロトコルによるMELSECNET/H、CC-LINK IE  Ethernet通信やEZSocketによる各種通信をサポートしています。また、

MELSEC-Qシリーズ二重化CPU対応による通信の二重化機能も搭載しております。

会社概要 お問い合わせ
当社はSCADA／HMI開発用ソフトやデータロガー用ソフト
を製造・販売しているFAソフトメーカーです。生産性向上を
コンセプトに三菱電機製シーケンサと連携した各種監視／
データ収集システムを容易に構築できるパッケージソフトを
FA業界等へ展開しております。
今後も顧客メリットを追求したFA用ソフトを提供してまいります。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

SCADA

製造業一般

MC
プロトコル
MC

プロトコル
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看太郎DB Logger
株式会社椿本チエイン

看太郎DB Loggerはシーケンサから取得したデータをプログラムレスで市販データベースに蓄積し、トレンド/
イベント/レポートの各ビューワで表示、集計させるソフトです。各種データ管理用としてご利用いただけます。

特　長

ソリューション 省エネ、品質管理、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 250,000円～

〒617-0833
京都府長岡京市神足暮角1-1
TEL: 075-956-8450

e-Mail
mitaro.sales@mitaro.gr.jp

URL
http://www.tsubakimoto.jp/ecob/dp/dp01.html

シーケンサのデータをプログラムレスでデータベースに蓄積
● データベースのテーブル設計は不要です。ロギング設定にあわせ自動的にテーブルを作成します。計測データやアラーム、各種ON/

OFFデータの収集が簡単に行えます。

蓄積データはビューワで簡単表示
● データベースに蓄積したデータを簡単にトレンドグラフやアラーム履歴／運転履歴に表示させるビューワを用意しています。また日報・

月報等の各種帳票も作成可能です。ビューワはWebブラウザ上でも動作可能です。

お客様仕様にあわせたオリジナルビューワ
● データベースに蓄積されたデータを活用するための様々なビューワを開発予定です。また、お客様のご要望にあわせたデータ集計や

表示を行うビューワの開発も行います。

会社概要 お問い合わせ

データロガー

当社はSCADA／HMI開発用ソフトやデータロガー用ソフト
を製造・販売しているFAソフトメーカーです。生産性向上を
コンセプトに三菱電機製シーケンサと連携した各種監視／
データ収集システムを容易に構築できるパッケージソフトを
FA業界等へ展開しております。
今後も顧客メリットを追求したFA用ソフトを提供してまいります。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

MC
プロトコル
MC

プロトコル
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FUN MELSEC通信ドライバ
東京電機産業株式会社

Microsoft® Visual Basic®/Visual C#®/Visual C++®を使用してWindows®パソコンからシーケンサへア
クセスするプログラムを簡単に作成できるライブラリです。

特　長

ソリューション 計装、省エネ、生産管理
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 100,000円～

〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷1-18-12
TEL: 03-3481-1130

e-Mail
fun@tokyo-densan.co.jp

URL
http://www.tokyo-densan.co.jp/

● プログラミングの負担を削減して、アプリケーション開発の負担や工数を大幅に削減することができます。

会社概要 お問い合わせ

計測と制御技術に加え分析機器分野、IT関連事業、通信
ネットワーク事業、パッケージソフトウェア開発など新規事業
への取組みを通し競争力のあるソリューションのご提供を推
進しております。e-F@ctoryにおいては、シーケンサとの通信
に関するソフトウェアを提供させていただいております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

アプリケーション開発

化　学 鉄　鋼 石油・ガス
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日本電気株式会社

アジャイル生産現場ソリューション（GdFrame）
業務プロセスの変更に対応して、迅速に変更可能なＩＴシステム環境を実現する開発基盤により、製造ライ
ンの管理システムをご提供します。

特　長

〒108-8423
東京都港区芝5-21-6
NEC芝ダイビル
TEL: 03-3456-8332

e-Mail
a-mes@msi.jp.nec.com

URL
http://www.nec.co.jp/mes/

● 統合ＤＢによる情報一元化
 様々な業務プロセスで発生するデータ格納にあたり、個別にデータベース設計するのではなく、標準データベースに統合格納するこ

とにより、情報一元化を実現します。
● データモデルをビジュアルに設定
 フローチャートを書くようなイメージにより、データモデル定義を記述します。このフローチャートには、①業務手順、②業部ロジック部品

の起動タイミングを定義することで、これらをサーバ上に実装します。
● 画面開発はMicrosoft® Excel®で実施
 Webアプリケーション画面開発は、Microsoft® Excel®に必要項目を設定するだけで、開発をすることができます。
 Web画面を開発する難しい言語の知識がなくても画面開発が可能で、ハンディ端末や携帯電話の画面も開発可能です。

会社概要 お問い合わせ
NECはC&Cをとおして、世界の人々が相互に理解を深め、
人間性を十分に発揮する豊かな社会の実現に貢献します。
三菱電機とは、FA制御機器と連携した上位システム（ERP：
IFS、MES：アジャイル生産現場ソリューション）で協業してお
り、生産現場の見える化を実現し、お客様の生産革新に貢
献できるソリューションを提供します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

ソリューション 生産管理、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 4,400,000円（クワッドコア）～

MESMES
MES

製造業一般
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日本電気株式会社

IFS Applications
IFSは、お客様の生産管理業務を強力に支援し、現場の見える化に活用できるグローバルERPです。お客様
が激しいグローバル市場環境の中で発展を遂げるためにIFSを活用したソリューションをご提供します。

特　長

〒108-8423
東京都港区芝5-21-6
NEC芝ダイビル
TEL: 03-3456-7518

e-Mail
ifs-support@ifsg.jp.nec.com

URL
http://www.nec.co.jp/ifs/index.html

● 多様な生産管理形態に対応できるIFSをMELSEC-QシリーズなどのFA製品群と組み合わせることで、現場の情報の見える化を行
います。現場の情報を有効活用することで、納期遅れの早期発見、品質問題の未然防止、環境負荷の低減の実現を支援します。

● 現場とリアルタイムで連携する生産管理システムをクラウドサービスとして提供することにより、グローバル拠点の早期立上げ、TCO
削減、システム管理負荷低減による人的資源の有効活用等、お客様の競争力向上に貢献します。

会社概要 お問い合わせ
NECはC&Cをとおして、世界の人々が相互に理解を深め、
人間性を十分に発揮する豊かな社会の実現に貢献します。
三菱電機とは、FA制御機器と連携した上位システム（ERP：
IFS、MES：アジャイル生産現場ソリューション）で協業してお
り、生産現場の見える化を実現し、お客様の生産革新に貢
献できるソリューションを提供します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MELSEC-Q（C言語コントローラ）、

MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格

ERP

製造業一般

MESMESC言語C言語
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CIMOPERATOR
日本電能株式会社

パソコンレス、プログラムレスで半導体分野ではデファクトであるSECS通信が可能となります。
上位サーバとのSECS通信をプログラムレスで実現でき、大幅なエンジニアリングコストが削減できます。

特　長

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜1丁目ビル8階
TEL: 045-476-0160

e-Mail
cimop_info@ss.den.co.jp

URL
http://www.den.co.jp

● SECS通信は、シーケンサやC言語コントローラ単体では取り扱うことが難しかったため、従来は製造装置とMESがゲートウェイPCを
介して接続されていました。CIMOPERATORの使用により、MESとC言語コントローラのダイレクト接続が実現します。

● 設定だけのプログラムレスでSECS通信開発ができるため、ラダー技術者だけですべて通信開発ができ、開発コストを容易に削減で
きます。

 また、プログラムレス化により、開発・保守コストの大幅削減、短納期にも対応します。
● デバイスメーカ様は、自社ラインMESのSECS通信設定ファイルをホワイトファイルとして装置メーカ様に配布することにより、製造ラ

インの早期立ち上げが実現します。

ソリューション 生産管理、エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 MELSEC-Q（C言語コントローラ）
標準価格  非GEM版：198,000円

 GEM版：198,000円
 GEMオプション：150,000円

会社概要 お問い合わせ
当社は三菱電機様のC言語コントローラをプラットフォームと
するソフトウェアパッケージを開発・提供するベンダーです。 
ソフトウェアソリューションという観点から、装置制御の効率
化と可能性を追求しています。三菱電機様のハード力と当
社のソフト力のシナジー効果による装置制御の革新を三菱
電機様とともに切り拓いています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他

半導体 FPD

C言語C言語
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C言語C言語CIMSNIPER
日本電能株式会社

製造装置やMESを改造することなく、C言語コントローラから設定のみでプロセスデータ、ウェハーヒストリ、
装置異常を収集・監視・分析するシステム（EES/FDC）を安価かつ簡単に構築できます。

特　長

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜1丁目ビル8階
TEL: 045-476-0160

e-Mail
sniper_info@ss.den.co.jp

URL
http://www.den.co.jp

● 従来、製造装置の内部データを収集する事は、元メーカしかできませんでした。内部データを解析する事により、効率的な運用ができ
ます。しかし、装置の改造は多大なコストが掛かる事から、データ収集を諦めていましたが、本製品により、安価に必要情報が収集で
きます。

● 設定だけのプログラムレスで、MESと製造装置の間を流れている情報から任意の情報を収集することができます。さらに本製品が
MESと製造装置間の通信に割込み、自発的に製造装置から情報を取得する事もできます。

● 三菱電機様の豊富な入出力ユニットが利用できる為、MESと製造装置との間で流れているメッセージと同期させて、様々な外部制
御装置と連係させたり、製造中のプラズマ電圧やガス流量等のアナログ情報を高速に収集する事も可能です。

ソリューション 品質管理、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 MELSEC-Q（C言語コントローラ）
標準価格  SINGLE CPU版：オープン価格

 DUAL CPU版：オープン価格

会社概要 お問い合わせ
当社は三菱電機様のC言語コントローラをプラットフォームと
するソフトウェアパッケージを開発・提供するベンダーです。 
ソフトウェアソリューションという観点から、装置制御の効率
化と可能性を追求しています。三菱電機様のハード力と当
社のソフト力のシナジー効果による装置制御の革新を三菱
電機様とともに切り拓いています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

半導体 FPD

監　視
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SC-PC1
パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

SC-PC1はCC-Link対応通信ユニットSC-GU2-C/SC-GU3-02に接続されたセンサアンプをシーケンサの
ラダーを作成することなくモニタ・設定管理することを可能にします。

特　長

ソリューション 計装、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 10,000円

〒486-0901
愛知県春日井市牛山町2431-1
TEL: 052-712-2204

e-Mail
Callcenter@gg.jp.panasonic.com 

URL
http://panasonic.net/id/pidsx/

● 指定されたCC-Linkマスタに接続された機器（子局）の一覧から当社CC-Link通信ユニットSC-GU2-C/SC-GU3-01が接続され
た局番を判別し確認する事ができます。

● 当社CC-Link通信ユニットの子局を選択すると通信ユニットに接続されているセンサアンプの状態の確認・設定の変更を行うことが
できます。

● 指定マスタに接続されているCC-Link通信ユニットに接続されているセンサアンプの設定一覧を作成・保存することができ、保存して
おいた設定一覧をセンサアンプに設定することができます。

会社概要 お問い合わせ
当社はセンシングとコントロール技術をベースに、生産現場
だけでなく、街や都市での活動にかかわる様々な自動化を実
現し、人々が安全で快適に暮らせる社会環境づくりをめざし
ます。e-F@ctory Allianceに参加するパートナーとして三菱
FA製品と接続時において新しい価値を創造すべくソリュー
ションを提供していきます。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

メンテ・保守



85 86

環境経営推進ソリューション「MELGREEN」
三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社

電力や温度などの環境情報データだけでなく、設備管理データを含めた多種多様な大量データを収集、一
元管理し、環境経営に必要な情報の「見える化」を実現するソリューションです。

特　長

〒108-0023
東京都港区芝浦4-15-33（芝浦清水ビル）
TEL: 03-6414-8196

e-Mail
e-factory@mdit.co.jp

URL
http://www.mdit.co.jp/melgreen/

● ビル管理システムや生産管理システムなど各種システムから発生する環境情報データ（エネルギー使用量、温度、照度など）や環境
情報以外のデータ（設備管理データ、セキュリティデータ、財務データなど）を一元管理します。大容量保存・高速検索が可能です。

●チャートやグラフを組み合わせてわかりやすく表示するダッシュボード機能により、環境データを「見える化」します。これにより、経営判
断から現場の問題抽出まで、あらゆるレベルの意思決定を支援します。

●「環境データ取り込みテンプレート」および「環境情報分析テンプレート」を利用して、容易にシステムを導入することができます。

ソリューション 省エネ、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 2,600,000円～

会社概要 お問い合わせ
三菱電機インフォメーションテクノロジーはサーバ製品
やネットワークを含めたＩＴインフラの提供から情報システ
ムの構築サービスまで、企画・構築・保守・運用支援を全
国ネットワークで提供しています。環境経営推進ソリュー
ション「MELGREEN」や統合ログ管理ソリューション

「LogAuditor」などをご提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

MES

MESMES
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統合ログ管理ソリューション「LogAuditor」
三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社

生産現場から日々大量に出力される実績データや生産業務で必要となるアクセスや操作のログを収集、一
元管理し、各種分析レポートの出力が可能な統合ログ管理ソリューションです。

特　長

〒108-0023
東京都港区芝浦4-15-33（芝浦清水ビル）
TEL: 03-6414-8196

e-Mail
e-factory@mdit.co.jp

URL
http://www.mdit.co.jp/logauditor/

● 生産管理部門から製造現場までをシームレスに連携し情報を一体化することで、生産実績の「見える化」と受注から出荷、設備保全
等の生産業務全体の効率化を実現します。

● 生産実績データや品質、設備などの情報を集約して統合データベースに一元管理することで、品質業務や設備保全に必要なトレー
サビリティを実現します。

● システムやデータへのアクセス／操作ログを蓄積し、高速な検索・集計機能により、各種ログの検索や監査レポートの作成などの内
部統制に関わる業務をサポートします。

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 9,000,000円～

会社概要 お問い合わせ
三菱電機インフォメーションテクノロジーはサーバ製品
やネットワークを含めたＩＴインフラの提供から情報システ
ムの構築サービスまで、企画・構築・保守・運用支援を全
国ネットワークで提供しています。環境経営推進ソリュー
ション「MELGREEN」や統合ログ管理ソリューション

「LogAuditor」などをご提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

MES

MESMES
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EcoMonity
三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

PLCや省エネ機器EcoServerⅡからのデータを収集して、トレンド、履歴、帳票などで表示し、「見える化」から
「分かる化」、「できる化」まで支援し、「続ける化」まで実現可能です。

特　長

ソリューション 省エネ、生産管理、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 オープン価格

● 省エネ機器EcoServerⅡからはエネルギー（電力関連）データを、MELSECからは生産データを同時に収集することで、省エネ特有
のデマンド監視、負荷遮断、データ管理、原単位管理、稼働管理などを実現できます。

● 基本機能とオプション機能を分けることで、初期費用を抑えることができます。オプションとしてネットワークに接続されていない機器を
ハンディターミナル（android版開発予定）を使用して検針し、EcoMonityに取り込むことができます。

● HMIとして他社SCADAの中から所望の製品を選択することで、グラフィック画面など過去の資産を生かしつつ、最新の環境でシス
テム構築が可能です。

会社概要
制御システムとMESのトータルソリューションを実現するエ
ンジニアリング企業です。MELSEC対応のソフトウェアと
して、データ収集ツール「Miranda」、プログラミングツール
「EZLogic」、監視パッケージ「Monity」などを揃えており、
FA制御、PA制御、生産管理、エネルギー監視など幅広い分
野でクオリティの高いシステムを構築します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 東京営業課＞
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号
品川ビル
TEL: 03-5798-2288

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 大阪営業課＞
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号
大阪YMビル
TEL: 06-6454-2001

＜長崎事業所 技術第一部 情報制御システム課＞
〒850-8652
長崎市丸尾町6番14号
TEL: 095-864-2784～2786

e-Mail
monitys@mcr.co.jp

URL
http://www.mcr.co.jp/products/fa/monity.html

お問い合わせ

監　視

製造業一般 食　品 薬　品
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三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

MELSEC用のドキュメント生成ツールで、従来の印刷リストに無い様々な機能でＭＥＬＳＥＣプログラムを正規ドキュメントとし
て資産化します。 プログラムドキュメントはユーザー保有の図面枠でカスタマイズできＷｏｒｄファイルで出力されます。 ラダー
回路図はもとよりシーケンス制御で必要なＳＦＣフロー図もビジブルに表現します。 簡単な会話操作で、お手持ちのＧＰＰＷプ
ロジェクトファイルをすぐにドキュメント化できます。 Aシリーズ、QnAシリーズ、Qシリーズ、何れのＣＰＵにも対応しています。

特　長

ソリューション エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 52,500円～（税込）

● ドキュメントは、表紙･改訂履歴･目次･プログラム構成表・パラメータ・回路･デバイスから構成され、正規のドキュメントとして必要な要
件を備えています。又、お客様や納品先の文書様式に合わせた図面のカスタマイズ、Wordファイル出力による効率的な電子保管
が可能です。

● 新旧のプログラムを比較し、変更されたページ・部位に改訂記号・日付などの改訂情報を自動表示します。又、改訂記事はＧＵＩ上で
登録し、履歴保管が可能です。これまでにないスピーディで確実なバージョン管理が行えます。

● 回路のロケーションやデバイスの使用箇所をページ番号で表現しました。又、デバイスではコメント・使用ページ・定数値が一体化さ
れ、データ型やアクセス形式などの詳細情報も表示されます。プログラム解読やチェックに大きく役立ちます。 

会社概要
制御システムとMESのトータルソリューションを実現するエ
ンジニアリング企業です。MELSEC対応のソフトウェアと
して、データ収集ツール「Miranda」、プログラミングツール
「EZLogic」、監視パッケージ「Monity」などを揃えており、
FA制御、PA制御、生産管理、エネルギー監視など幅広い分
野でクオリティの高いシステムを構築します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 東京営業課＞
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号
品川ビル
TEL: 03-5798-2288

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 大阪営業課＞
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号
大阪YMビル
TEL: 06-6454-2001

e-Mail
ezps@mcr.co.jp

URL
http://www.mcr.co.jp/products/fa/ezdoctor.html

お問い合わせ

EZDoctor
その他

製造業一般
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三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

MELSEC用のエンジニアリングツールで、仕様書記述レベルのエディタによりラダーと比較して格段に判り
やすい表現ができます。 エディタで作成した図からラダープログラムを自動生成すると共に、デバイスの割付
けも自動で行います。 高機能なオンラインデバッグツールで、効率的なエンジニアリング環境を提供し生産
性及び品質の向上に貢献します。 

特　長

ソリューション エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 オープン価格

● プログラムシートの上に、ＣＡＤツール感覚で命令（マクロ）を配置し、結線することでプログラミングが可能です。プログラム間のイン
ターフェースも簡単にでき、デバイスは自動で割付けられます。ラダーと比較して格段に判り易いプログラム表現となり、複雑な処理も
視認性良く作成することが可能です。 

● 制御内容に応じた以下の3種類のエディタを有しており、処理の目的に応じて、使い分けが可能です。
 FBC（論理・演算処理）、SFC（シーケンス処理）、DFC（トランザクション処理）又、汎用的なロジックは部品化して再利用できます。
● オンラインデバッグ機能として、プログラムモニタ機能、ＳＦＣ条件表示機能、ジャンプ機能、ＲＡＳ機能、デバイスモニタ機能、トレンド

モニタ機能を装備しており、視認性が高く、効率的なデバッグが可能となります。

会社概要
制御システムとMESのトータルソリューションを実現するエ
ンジニアリング企業です。MELSEC対応のソフトウェアと
して、データ収集ツール「Miranda」、プログラミングツール
「EZLogic」、監視パッケージ「Monity」などを揃えており、
FA制御、PA制御、生産管理、エネルギー監視など幅広い分
野でクオリティの高いシステムを構築します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 東京営業課＞
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号
品川ビル
TEL: 03-5798-2288

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 大阪営業課＞
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号
大阪YMビル
TEL: 06-6454-2001

e-Mail
ezps@mcr.co.jp

URL
http://www.mcr.co.jp/products/fa/ezlogic.html

お問い合わせ

EZLogic
その他

製造業一般
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三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

EZPartsは､VC++/VB/C#からMELSECシーケンサやGOTとの接続を可能にする通信ミドルウェアです。
EZPartsを適用することで、MELSECシーケンサ/GOT対応のMESシステム、SCADAシステム、データ収
集システムの開発効率化が図れます。 

特　長

ソリューション エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 105,000円（税込）

● 複雑な通信プロトコルを意識することなく、CPUタイプやプロトコルタイプなどの簡単なプロパティ設定を行うだけで、パソコンと
MELSECシーケンサ、パソコンとGOTの通信が可能です。

●  ・ パラメータ設定
  ・ システム情報やデバイス情報の読出し／書込み
  ・ GX Developerプロジェクトデータの読出し／書込み
  ・ GOTからのリソースデータ取得
 など､エンジニアリング環境や､監視システムの構築に必要となる多くの関数を提供します。
● GOTのロギング機能やアラーム機能、レシピ機能等で生成したリソースデータファイルを 一括で取得できます。 
 Ethernet接続をサポートしているため、一台のパソコンから複数台のGOTの接続も可能です。

会社概要
制御システムとMESのトータルソリューションを実現するエ
ンジニアリング企業です。MELSEC対応のソフトウェアと
して、データ収集ツール「Miranda」、プログラミングツール
「EZLogic」、監視パッケージ「Monity」などを揃えており、
FA制御、PA制御、生産管理、エネルギー監視など幅広い分
野でクオリティの高いシステムを構築します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 東京営業課＞
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号
品川ビル
TEL: 03-5798-2288

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 大阪営業課＞
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号
大阪YMビル
TEL: 06-6454-2001

e-Mail
ezps@mcr.co.jp

URL
http://www.mcr.co.jp/products/fa/ezparts.html

お問い合わせ

EZParts

製造業一般

アプリケーション開発
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三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

Miranda-LTを導入することで、シーケンサからの実績データの収集、トレンドグラフ表示、分析が容易に行え
ます。データ収集の手間を掛けずに製造現場の“見える化”を実現し、お客様の製造プロセスの改善を強力
に支援します。

特　長

ソリューション その他（プロセス改善）
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 207,900円（税込）

● 既設の生産設備に新たな機器を増設することなく、MELSECシーケンサとパソコンを ケーブルで接続するだけで簡単に導入できま
す。

● MELSECシーケンサQ、QnA、A、FXの各種シリーズをサポートしています。
 シーケンサCPUのシリアル接続をはじめ、Ethernet、MELSECNET/10（H）、CC-Linkなど豊富な接続経路をサポートしており、お

客様の使用環境に応じて柔軟に対応できます。
● OPC DA2.0仕様準拠の市販のOPCサーバとの接続も可能です。
 OPCサーバを介することにより、そのOPCサーバがサポートしている各社シーケンサのデータを収集できます。

会社概要
制御システムとMESのトータルソリューションを実現するエ
ンジニアリング企業です。MELSEC対応のソフトウェアと
して、データ収集ツール「Miranda」、プログラミングツール
「EZLogic」、監視パッケージ「Monity」などを揃えており、
FA制御、PA制御、生産管理、エネルギー監視など幅広い分
野でクオリティの高いシステムを構築します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 東京営業課＞
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号
品川ビル
TEL: 03-5798-2288

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 大阪営業課＞
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号
大阪YMビル
TEL: 06-6454-2001

e-Mail
mirandas@mcr.co.jp

URL
http://www.mcr.co.jp/products/fa/miranda.html

お問い合わせ

Miranda-LT

製造業一般

データロガー
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三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

Miranda-LVを導入することで、ロギング製品（GOT、高速データロガーユニット）が収集したデータの取得、
検索、トレンドグラフ表示が可能になります。
ロギング製品を適用したシステムの製造プロセス改善を支援します。

特　長

ソリューション その他（プロセス改善）
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 102,900円（税込）

● ロギング製品が収集したデータをEthernet経由で取得し、パソコンに保存します。
 複数台のロギング製品が保存したロギング、アラーム、操作ログなどの各種データを一元管理できます。
● ロギング製品から取得した各種データを、トレンドグラフやリスト形式でビジュアルに表示できます。
 異なるロギング製品のデータであっても、同じ機能・画面操作でデータの解析を行うことができます。

会社概要
制御システムとMESのトータルソリューションを実現するエ
ンジニアリング企業です。MELSEC対応のソフトウェアと
して、データ収集ツール「Miranda」、プログラミングツール
「EZLogic」、監視パッケージ「Monity」などを揃えており、
FA制御、PA制御、生産管理、エネルギー監視など幅広い分
野でクオリティの高いシステムを構築します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 東京営業課＞
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号
品川ビル
TEL: 03-5798-2288

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 大阪営業課＞
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号
大阪YMビル
TEL: 06-6454-2001

e-Mail
mirandas@mcr.co.jp

お問い合わせ

Miranda-LV

製造業一般

データロガー
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Monity
三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

PLCからのデータを収集して、トレンド、履歴、帳票などで表示し、DCSライクな操作性と機能、性能を有しま
す。

特　長

ソリューション 計装、トレーサビリティ、エンジニアリング環境向上
三菱FA機器との接続 EZSocket、MCプロトコル
標準価格 オープン価格

● MELSEC計装PLCとデータ連携しており、通信速度の向上と信頼性の向上を実現し、DCS開発ノウハウを生かしつつ、小規模
データロガーから中・大規模DCSとして適用することができます。

● 基本機能とオプション機能を分けることで、ユーザが必要な機能を必要な時に必要な分だけ搭載することができ、初期費用を抑える
ことができます。

● HMIとして他社SCADAの中から所望の製品を選択することで、グラフィック画面など過去の資産を生かしつつ、最新の環境でシス
テム構築が可能です。

会社概要
制御システムとMESのトータルソリューションを実現するエ
ンジニアリング企業です。MELSEC対応のソフトウェアと
して、データ収集ツール「Miranda」、プログラミングツール
「EZLogic」、監視パッケージ「Monity」などを揃えており、
FA制御、PA制御、生産管理、エネルギー監視など幅広い分
野でクオリティの高いシステムを構築します。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MC
プロトコル
MC

プロトコル

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 東京営業課＞
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目26番33号
品川ビル
TEL: 03-5798-2288

＜トータルソリューション事業所 営業統括部 大阪営業課＞
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号
大阪YMビル
TEL: 06-6454-2001

＜長崎事業所 技術第一部 情報制御システム課＞
〒850-8652
長崎市丸尾町6番14号
TEL: 095-864-2784～2786

e-Mail
monitys@mcr.co.jp

URL
http://www.mcr.co.jp/products/fa/monity.html

お問い合わせ

製造業一般 食　品 薬　品

アプリケーション開発
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MP1-DAQ
三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社

MP1-DAQは、多くの現場ニーズを反映したすぐ使えるMELSECシーケンサ対応データ収集ソフトウェア
パッケージです。高速データ収集とコストパフォーマンスを追及した製品です。

特　長

ソリューション 稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 MP1-DAQ-5-K：120,000円

MP1-DAQ-10-K：150,000円
MP1-DAQ-20-K：190,000円

MP1-DAQ-Pro：260,000円

〒461-8670
名古屋市東区矢田南五丁目１番１４号
TEL: 052-723-1812

e-Mail
sp-info@msw.co.jp 

URL
http://www.msw.co.jp/

● 高速データ収集連続/バッチデータ収集、定周期/定時収集と多様な収集の仕方を実現するとともに、警報/操作履歴やトレンド表
示を容易に実現いたします。

● 各ラインからの収集データをODBC経由でMicrosoft® Access®へ書き込むことができます。また、警報/操作、トレンド、プロセスデー
タをCSVファイル出力することによりMicrosoft® Excel®にて、データ解析、レポート作成が行えます。

● MELSEC-Q（ハイパフォーマンスモデルQCPU）、QnA、Aシリーズにアクセスでき、各種ネットワーク（MELSECNET/10、
MELSECNET/H、Ethernet、RS-232、RS-422、CC-Link、USB）に対応しています。

会社概要 お問い合わせ

当社は、三菱電機の製品開発の一翼を担う一方、三菱電
機シーケンサ対応のパッケージを開発・販売しているＦＡメー
カーです。これからの更なる高度情報化社会の進展に向けて

「人間社会との調和」をモットーに使いやすく信頼されるソフ
トウェアをご提供します。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

データロガー

自動車 公　共
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ASTMAC & ASTMAC VDS
横河電機株式会社

ASTMAC & ASTMAC VDSは、従来のSCADAの使いやすさと最新パソコン技術、ネットワーク技術を融
合した生産システムを支えるHMI/Data Serverソフトウェアです。

特　長

ソリューション 計装、生産管理、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 120,000円～

〒180-8750
東京都武蔵野市中町2-9-32
TEL: 0422-52-5661

e-Mail
stardom_info@cs.jp.yokogawa.com 

URL
http://stardom.jp/

● FA設備に必須な機能を搭載
 MELSECをはじめ多様なI/O機器と容易に接続可能。
 Microsoft® Visual Basic® for Applications（VBA）搭載により任意のアプリケーションにも対応。マルチタスク処理、イベント駆

動によるハイパフォーマンスを実現。
● 計装設備に適用
 専用コントローラとの組み合わせにより制御システムを実現。32台のI/O機器が接続可能なため、計装設備、FA設備などの各工程

の情報の一元化が可能。
● 遠隔監視が可能
 操作監視画面はHMIサーバからダウンロード・実行されるHMIクライアントを使用。そのため、どこからでも操作監視が可能。汎用パソ

コン（専用のパッケージソフトウェアが不要）で導入コストを軽減。

会社概要 お問い合わせ
YOKOGAWAは、計測･制御・情報の各分野を技術ドメイン
として事業展開し、創業以来、品質第一主義に基づく信頼
性と時代を先取りした最先端の技術を通じて、産業界の発
展、豊かな人間社会の実現に貢献してきました。
MELSECシリーズをはじめ三菱電機製品との連携により、さ
らなる産業分野の発展に貢献します。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

SCADA

半導体 化　学 公　共
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MELSEC C-CPUSim for Vmech
ラティス・テクノロジー株式会社

三菱電機　C言語コントローラと仮想メカトロニクスシミュレータ（Vmech）の接続を行うオプション製品。実
機メカ完成前にモーション制御ロジックの実機レス検証を実現。

特　長

ソリューション エンジニアリング環境向上、開発期間短縮、
品質向上、試作機コスト削減

三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 500,000円

〒102-0074
東京都千代田区九段南3-8-11
飛栄九段ビル4階
TEL: 03-5212-5121

e-Mail
casual3d@lattice.co.jp 

URL
http://www.lattice.co.jp/

● TCP/IPによる通信インタフェースを採用。
● CPUユニットのレジスタのread/writeが可能、それによりモーションCPUで演算されたアクチュエータ指令をVmech上の仮想メカに

与えたり、逆に仮想メカ側のセンサー情報をモーションCPUに与えることが可能。
● C言語プログラムはWindRiver社 Workbenchの環境でデバック、テストを行うことができ、既存のSW資産を活用することも容易。

会社概要 お問い合わせ
当社は超軽量３Dフォーマット「XVL」を活用するソフトウェア
を開発・販売している会社です。「XVL」をビューワーとして採
用する超高速仮想メカトロニクスシミュレータ「Vmech」が、
三菱電機殿のシーケンス開発環境やシーケンサ実機と協調
動作することによって、制御シーケンスの実機レス開発を可
能にします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

半導体

FAシミュレータ

FPD 電気電子
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MELSEC LadderSim for Vmech
ラティス・テクノロジー株式会社

MELSOFT（GxWorks2）と仮想メカトロニクスシミュレータ（Vmech）の接続を行い、位置決めユニット
（QD75シリーズ）の基本機能をエミュレート。PC上で制御シーケンスの実機レス検証を実現。

特　長

ソリューション エンジニアリング環境向上、開発期間短縮、
品質向上、試作機コスト削減

三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 500,000円

〒102-0074
東京都千代田区九段南3-8-11
飛栄九段ビル4階
TEL: 03-5212-5121

e-Mail
casual3d@lattice.co.jp 

URL
http://www.lattice.co.jp/

● 位置決めユニット（QD75シリーズ）に対応。
● アナログユニット（Q64、Q68シリーズ）に対応。
● 原点復帰処理、位置決め通常動作、連続位置決め、連続軌跡の基本動作に対応。

会社概要 お問い合わせ
当社は超軽量３Dフォーマット「XVL」を活用するソフトウェア
を開発・販売している会社です。「XVL」をビューワーとして採
用する超高速仮想メカトロニクスシミュレータ「Vmech」が、
三菱電機殿のシーケンス開発環境やシーケンサ実機と協調
動作することによって、制御シーケンスの実機レス開発を可
能にします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

半導体

FAシミュレータ

FPD 電気電子
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MELSEC MotionSim for Vmech
ラティス・テクノロジー株式会社

三菱電機シーケンサ　MELSEC-Qと仮想メカトロニクスシミュレータ（Vmech）の接続を行うオプション製
品。実機メカ完成前にモーション制御ロジックの実機レス検証を実現。

特　長

ソリューション エンジニアリング環境向上、開発期間短縮、
品質向上、試作機コスト削減

三菱FA機器との接続 EZSocket
標準価格 500,000円

〒102-0074
東京都千代田区九段南3-8-11
飛栄九段ビル4階
TEL: 03-5212-5121

e-Mail
casual3d@lattice.co.jp 

URL
http://www.lattice.co.jp/

● EZSoketによる通信インタフェースを採用。
● CPUユニットのレジスタのread/writeが可能。それによりモーションCPUで演算されたアクチュエータ指令をVmech上の仮想メカに

与えたり、逆に仮想メカ側のセンサー情報をモーションCPUに与えることが可能。
● 複雑な多軸のモーション制御を干渉チェックを含む３Dシミュレーションで検証することが可能。また、実機では発生させ難い限界条

件や例外処置網羅テストも可能。

会社概要 お問い合わせ
当社は超軽量３Dフォーマット「XVL」を活用するソフトウェア
を開発・販売している会社です。「XVL」をビューワーとして採
用する超高速仮想メカトロニクスシミュレータ「Vmech」が、
三菱電機殿のシーケンス開発環境やシーケンサ実機と協調
動作することによって、制御シーケンスの実機レス開発を可
能にします。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

半導体

FAシミュレータ

FPD 電気電子
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YDC SONAR
株式会社ワイ・ディ・シー

生産現場で発生する全てのデータを「見える化」。データマイニング、SPC管理、マップ解析、管理図・工程
能力分析、Webレポートなど、様々な機能によって品質管理・維持に貢献します。

特　長

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島2-4-27
新藤田ビル6階
TEL: 06-4797-1611

e-Mail
sonar_salse@ydc.co.jp

URL
http://www.ydc.co.jp/

● 販売開始から15年以上。
 半導体、液晶、自動車、鉄鋼、電子材料、電子機器など有名企業約40社、70ライン以上の導入実績。
 また、英語、中国語にも対応しており、海外導入実績も10ライン以上。
● 製造現場で発生する大量のデータを高速に検索。
 解析用クライアントは64bitにも対応し、1000万件を超えるbigdataの解析も思いのまま。（1000万レコードの検索は30秒弱）
● e-F@ctoryとの組み合わせにより、取得した製造データ（生産実績情報、検査結果データ、加工条件データ等）及びクレーム情報や

販売情報まで、様々なデータの一括管理を可能にします。

ソリューション 品質管理
三菱FA機器との接続 MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 3,080,000円～

会社概要 お問い合わせ

当社は、「 品質の管理・向上 」という問題に、「 YDC 
SONAR」をコアにして取り組んでいます。長年の実績のもと
に、短期間での高歩留り・垂直立ち上げが求められるあらゆ
る製造業のお客様に高い評価をいただき、多数導入して頂
いております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

MESMES

自動車 半導体

統合ツール

化　学
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Wonderware ArchestrA System Platformは、監視制御システム（HMI/SCADA）や製造実行システム
（MES）のための基盤システムです。System Platformにより、経営者層・管理者層に情報を展開できます。

特　長

〒105-0022
東京都港区海岸1-15-1
スズエベイディアム8F
TEL: 03-5472-1180

e-Mail
jp.sales@invensys.com

URL
http://www.wonderware.jp

● プロセス制御、リアルタイムなデータベース処理、リソースのトレッキング、バッチ管理、インターネット／イントラネット上でのビジュアル
化を行い、ポータル環境やブラウザ環境で『見える化』を実現します。

● オペレータだけでなく、エンジニア、管理者、経営陣など、誰もがリアルタイムに製造情報を共有できます。

ソリューション 生産管理、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MELSEC-Q（C言語コントローラ）、

MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 お問い合わせください。

会社概要 お問い合わせ
ワンダーウェア（Wonderware）社は、HMI／SCADA分野
におけるグローバルリーディングカンパニーです。
生産と設備の操業計画管理のための豊富なアプリケーショ
ンを提供し、三菱電機株式会社のシーケンサやデータロガー
から収集した現場のデータを、リアルタイムに「見える化」して
経営者や管理者の意思決定を支援します。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

Wonderware ArchestrA System Platform
ワンダーウェア日本支社

製造業一般

MESMESC言語C言語

アプリケーション開発



101 102

Wonderware Historianは、生産ラインのデータ収集を行うシステムです。データを収集・保存し、現場の『改
善』に必要なパフォーマンス情報の検索やレポートの作成を支援します。

特　長

〒105-0022
東京都港区海岸1-15-1
スズエベイディアム8F
TEL: 03-5472-1180

e-Mail
jp.sales@invensys.com

URL
http://www.wonderware.jp

● マイクロソフト社のSQL Server が組み込まれており、データを高速に収集でき、長期的に保存できます。オフィスの汎用ツール
（Microsoft® Excel®やMicrosoft® Word®など）と連携したデータの取り込みやレポートの作成ができます。

● タイムスタンプ付きで収集した製造実績情報から、利用者が本当に必要なプラントのパフォーマンス情報を簡単に取り出すことがで
きます。

● Windows®セキュリティ認証と連動して、FDA CFR Part11 に準拠させるシステムに適応することができます。

ソリューション 生産管理、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MELSEC-Q（C言語コントローラ）、

MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 お問い合わせください。

会社概要 お問い合わせ
ワンダーウェア（Wonderware）社は、HMI／SCADA分野
におけるグローバルリーディングカンパニーです。
生産と設備の操業計画管理のための豊富なアプリケーショ
ンを提供し、三菱電機株式会社のシーケンサやデータロガー
から収集した現場のデータを、リアルタイムに「見える化」して
経営者や管理者の意思決定を支援します。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

Wonderware Historian
ワンダーウェア日本支社

製造業一般

MESMESC言語C言語

SCADA
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Wonderware InTouch は、生産ラインの監視制御ツールです。製造現場でリアルタイムに監視・制御・デー
タ収集を行うシステムとして、優れたHMI（ヒューマン・マシン・インターフェイス）を実現します。

特　長

〒105-0022
東京都港区海岸1-15-1
スズエベイディアム8F
TEL: 03-5472-1180

e-Mail
jp.sales@invensys.com

URL
http://www.wonderware.jp

● 豊富な（500種類以上の）グラフィックスによる部品やオブジェクトをライブラリとして提供します。標準機能としてだけでなく、お客様の
ご要望によってグラフィックスやスクリプトを容易にカスタマイズできます。

● マイクロソフト社のWindows®に準拠し、ActiveXコントロールと.NETコントロールの統合機能も装備しています。

ソリューション 生産管理、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MELSEC-Q（C言語コントローラ）、

MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 お問い合わせください。

会社概要 お問い合わせ
ワンダーウェア（Wonderware）社は、HMI／SCADA分野
におけるグローバルリーディングカンパニーです。
生産と設備の操業計画管理のための豊富なアプリケーショ
ンを提供し、三菱電機株式会社のシーケンサやデータロガー
から収集した現場のデータを、リアルタイムに「見える化」して
経営者や管理者の意思決定を支援します。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

Wonderware InTouch
ワンダーウェア日本支社

MESMES
SCADA

製造業一般

C言語C言語
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Wonderware MESは、製造実行システム（MES）の統合ソリューションを提供します。製品定義や生産実
行、作業指示に至るまでの機能を装備しています。

特　長

〒105-0022
東京都港区海岸1-15-1
スズエベイディアム8F
TEL: 03-5472-1180

e-Mail
jp.sales@invensys.com

URL
http://www.wonderware.jp

● Wonderware MES Operation では、一貫した生産実施、包括的な製品体系の管理、サプライチェーンの意思決定との計画改善
を実施します。

● Wonderware MES Performance では、実績分析によって、設備投資の軽減、資産管理の改善、許容の増加、最適化、オペレー
タの能力向上を実現します。

● Wonderware Enterprise Integrator によって、各種ERP （SAP 、Oracleなど）とのシステム間の情報伝達ができ、統合を実現しま
す。

ソリューション 生産管理、トレーサビリティ、稼働管理
三菱FA機器との接続 EZSocket、MELSEC-Q（C言語コントローラ）、

MESインタフェース（MELSEC、GOT、MELQIC）
標準価格 お問い合わせください。

会社概要 お問い合わせ
ワンダーウェア（Wonderware）社は、HMI／SCADA分野
におけるグローバルリーディングカンパニーです。
生産と設備の操業計画管理のための豊富なアプリケーショ
ンを提供し、三菱電機株式会社のシーケンサやデータロガー
から収集した現場のデータを、リアルタイムに「見える化」して
経営者や管理者の意思決定を支援します。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

Wonderware MES
ワンダーウェア日本支社

製造業一般

MES

MESMESC言語C言語
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三菱FA機器と親和性のある機器を提供。
システム構築やメンテナンス性向上を実現。

三菱FA機器との接続が容易な機器や
使い勝手を向上させる周辺機器を提供するメーカーです。

三菱電機製品との接続方法

MELSOFTLibrary
（FB）

MELSOFTLibrary
（GOTサンプル画面）

MELSOFTLibrary
（通信プロトコル）

MCプロトコル MELSOFTLibrary
（サンプルラダー）

その他その他その他サンプル
画面
サンプル
画面

通信
プロトコル
通信

プロトコル

MC
プロトコル
MC

プロトコル
サンプル
ラダー
サンプル
ラダーFBFB
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〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー２３Ｆ
TEL: 03-5937-0761

e-Mail
CareQube.qualica.co.jp

URL
http://www.qualica.co.jp/

会社概要 お問い合わせ

製造業に強いクオリカが提供するCareQube端末は、シーケ
ンサ（MELSECシリーズ）と接続することで、さまざまな産業
機器の稼働状況を「見える化」し、生産設備の効率的な維
持・メンテナンスをサポートします。シーケンサの活用範囲を
広げると共に、サービス領域へのＩＴ化を推進します。

CareQube専用情報収集端末
クオリカ株式会社

設備・機械メーカー様が販売した、自社製品の状態を定期的に確認することで、最適なメンテナンスタイミン
グを予知し、エンドユーザ様の設備稼働を常に良好な状態に保つためのサービスを提供するシステムです。

特　長

ソリューション 稼働管理
三菱FA機器との接続 MCプロトコル
標準価格 オープン価格

● 専用情報収集端末
 ・ 稼働情報を収集する専用端末を用意。
 ・ MELSECシリーズ（Q, L, A, FX）との接続が可能。
 ・ LAN、RS-232、デジタル入力で情報を収集することが可能。
● FOMA対応
 ・ FOMAモジュールを内蔵。
 ・ FOMA経由で情報を収集するので、別途通信回線工事は不要。
 ・ 車両など移動する設備・機械にからも情報収集可能。
● クラウドサービス
 ・ 低コストでスマートスタートが可能。
 ・ クオリカデータセンターが運用・維持・メンテナンスを実施するので、サポートの心配無用。
 ・ 新しいサービスが順次追加。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

MC
プロトコル
MC

プロトコル

その他
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〒113-6591
東京都文京区本駒込2-28-8
文京グリーンコート23F
TEL: 03-5977-5400

e-Mail
infojapan@cognex.com

URL
http://www.cognex.co.jp/

会社概要 お問い合わせ
コグネックスは、世界を代表するビジョンによる生産自動化を
提供しているリーダー企業です。FA製品分野で多くの実績
を持つ三菱電機と連携し、マシンビジョンを組み込んだ生産
システムの設計と立ち上げ期間の短縮を実現するほか、最
適な制御を実現するモニター機能の向上などを進め、ユー
ザーのご要望に対応します。

In-Sight EZ シリーズ
コグネックス株式会社

In-Sight EZは、ビジョンとコントロールの親和性を大幅に強化して、検査・識別の自動化による製品の生産
効率、品質の向上およびコスト削減のためのソリューションを提供いたします。

特　長

ソリューション 品質管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MCプロトコル、MELSOFTLibrary（FB）、 

MELSOFTLibrary（サンプルラダー）
MELSOFTLibrary（GOTサンプル画面）

標準価格 275,000円～（税抜）

● In-Sight EZは、小型ボディに、驚きの高性能を凝縮。プログラムレス開発環境、EasyBuilderにより、誰でもカンタンにコグネックス
の最高の画像処理技術を生産ラインに導入可能。三菱FA機器との接続性も高く、プログラムレスの接続を実現、装置開発期間を
大幅に削減します。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

ビジョンシステム
MC

プロトコル
MC

プロトコル FBFB サンプル
ラダー
サンプル
ラダー

サンプル
画面
サンプル
画面
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SDNR型ナットランナー
SDNR型ナットランナーは、三洋機工が培ってきた締め付けのノウハウを超小型ドライバーに結集。あらゆる
締め付けに対応しうる小型高速高機能を実現しています。

特　長

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MELSOFTLibrary（FB）
標準価格 オープン価格

〒481-8540
愛知県北名古屋市沖村岡1番地
TEL: 0568-21-3196

e-Mail
nr@sanyo-machine.co.jp

URL
http://www.sanyo-machine.co.jp

● ナットランナーの締め付け精度とサーボモーターの制御を高速CPUと独自のソフトウェアサーボ技術が高精度に実現します。
● ネットワークの高速化により、締め付けデータ表示、締め付け設定入力、メンテナンス等のハイレスポンスを実現します。
● 8種類の締め付けプログラムと32組の締め付けパラメーターセットの組合せにより、製品の締め付けトルクの違いはもちろん、締め付

け方法の違い、右ネジ・左ネジの違いにも柔軟に対応できます。

会社概要 お問い合わせ
三洋機工は1976年より他社に先駆け自動組立に用いる
電動式ねじ締め装置を開発製造しています。システムメー
カーならではのノウハウを生かし、小型化・高速化を図り精度
が高く信頼性に優れた弊社ナットランナーは、三菱電機様
シーケンサとの親和性が高く、様々な自動化設備に採用い
ただいております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

FB
三洋機工株式会社 ナットランナー

製造業一般
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〒532-0027
大阪市淀川区田川３-５-１１
TEL: 06-6300-2111

e-Mail
eigyo11@takemotodenki.co.jp

URL
http://www.takemotodenki.co.jp

会社概要 お問い合わせ

多点入力で各チャネル間絶縁を行なった高精度の変換ユ
ニットです。

アナログI/Oユニット（C1,C2,C3シリーズ）
タケモトデンキ株式会社

熱電対、測温抵抗体、直流、パルス等があります。

ソリューション 計装、品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続
標準価格

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般
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〒532-0027
大阪市淀川区田川３-５-１１
TEL: 06-6300-2111

e-Mail
eigyo11@takemotodenki.co.jp

URL
http://www.takemotodenki.co.jp

会社概要 お問い合わせ

CC-LINKのネットワーク製品を提供している。

電力用マルチメータ（XM-110シリーズ）
タケモトデンキ株式会社

電力の各要素を１台で計測して表示及び外部に通信にて出力する機能があります。

ソリューション 省エネ
三菱FA機器との接続
標準価格

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般
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B-SA4TM
東芝テック株式会社

全操作が前面だけで行える省スペース設計。頑丈なメタルボディ採用で、製造・物流現場で求められる高耐
久性を実現。用紙・リボン交換も簡単。I/Fは、LAN、USB、パラレルを標準装備。製造・物流現場で即戦力

特　長

〒456-0003
愛知県名古屋市熱田区波寄町25-15
TEL: 052-889-5281

e-Mail
Akinori_Okumura@toshibatec.co.jp

URL
http://www.toshibatec.co.jp/products/supplychain/catalog/detail/bsa4tm/

● 設置場所を選ばない省スペース設計です。リボン、用紙、カッターまたは剥離ユニット（オプション）が全て収まり、人や荷動きの多い
現場でのホコリ、チリの侵入を防止します。製造･物流現場で求められる耐久性を、頑丈で安定したメタルボディで実現します。

● LANポートを標準装備しSNMPにも対応します。ネットワークに接続されたプリンタの設定や状態監視などをパソコンで集中管理でき
ます。豊富な標準インタフェースに加え、拡張スロットに無線LANボードまたはシリアル&キーボードI/Fボードを増設可能です。

● B-SA4TMは、拡張スロットに「拡張I/Oボード」を増設することで、シーケンサや動作表示灯などの外部機器と接続できるため、様々
なコントロールが実現できます。製造や物流現場での使用のために考えられた新しいコンセプトのラベルプリンタです。

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MELSOFTLibrary（FB）、 

MELSOFTLibrary（サンプルラダー）
標準価格 オープン価格

会社概要 お問い合わせ

当社はラベルプリンターの製造販売を行っております。品質
向上のために製造・物流の中でラベルによる情報認識の需
要が増加しており、その現場ではシーケンサとの接続・設定
がより簡単にできることを求められています。
三菱電機との技術連携強化を図っております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

その他

FBFB サンプル
ラダー
サンプル
ラダー
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● ネットワークとして広く普及しているEthernetを使用して、表示データの送受信や集中管理が可能。遠方に設置したLED表示ボード
も、お手元のパソコンにより一括管理が可能となります。

● オプションの作画ツール（ＶＭ-ＷＩＮＲ）を使用すれば、簡単に表示画面の編集が行うことができます。ＬＡＮ環境設定機能でネットワー
ク上の接続確認、ＩＰアドレスの変更が容易にできます。

● 表示効果として、３４種類１０６パターンの表示機能があり、又、表示器の接点入力・出力機能（接点入力１１点、接点出力８点）によ
り、様々なシステムの構築が可能です。

〒460-0022
名古屋市中区金山1-14-18
TEL: 052-856-0001

e-Mail
taijin.takagi@patlite.co.jp

URL
http://www.patlite.co.jp/

会社概要 お問い合わせ

三菱電機ホストと連携する当社の端末で、ＣＣ-Ｌｉｎｋ対応の
積層（３段）表示灯（シリーズ名：ＬＥ-Ｃ３）、及び三菱電機製
シーケンサと親和性の高いＬＥＤ表示ボード（シリーズ名：ＶＭ
９６Ａ-ＴＬシリーズ）をラインアップしています。

屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE
株式会社パトライト

ＦＡでは生産現場の稼動状況の見える化、民生では災害、企業ＰＲ等の伝えたい情報を見やすくシンプルに伝
えます。視野角が広く下方や左右からも確認できますので、情報共有する端末機器としての用途に最適です。

ソリューション 安全、生産管理、稼働管理
三菱FA機器との接続 サンプルラダー
標準価格 オープン価格

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

LED表示ボード

製造業一般 自動車 物　流
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HL-C2
パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

反射型レーザ変位センサに求められる３つの基本性能「サンプリング」、「直線性」、「分解能」において、業
界最高峰の性能を達成しました。

特　長

〒486-0901
愛知県春日井市牛山町2431-1
TEL: 0120-394-205

e-Mail
Callcenter@gg.jp.panasonic.com 

URL
http://panasonic.net/id/pidsx/

● 波形表示ができるタッチパネル式コンソールと豊富なI/Oを持つコントローラで、高機能を簡単操作で実現します。
●『サンプリング』、『直線性』、『分解能』いずれも業界屈指の性能とセンサヘッドバリエーションで、様々なニーズに対応します。

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MELSOFTLibrary（FB）、

MELSOFTLibrary（サンプルラダー）、
MELSOFTLibrary（通信プロトコル）

標準価格 オープン価格

会社概要 お問い合わせ

レーザ変位センサ

当社はセンシングとコントロール技術をベースに、生産現場
だけでなく、街や都市での活動にかかわる様々な自動化を実
現し、人々が安全で快適に暮らせる社会環境づくりをめざし
ます。e-F@ctory Allianceに参加するパートナーとして三菱
FA製品と接続時において新しい価値を創造すべくソリュー
ションを提供していきます。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

FBFB サンプル
ラダー
サンプル
ラダー

通信
プロトコル
通信

プロトコル
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製造業一般

HL-G1
パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

約70グラムの軽量・小型ボディにコントローラ機能とデジタル表示を内蔵し、高精度な測定やパソコンを活
用したデータ分析をこの一台で実現することができます。

特　長

〒486-0901
愛知県春日井市牛山町2431-1
TEL: 0120-394-205

e-Mail
Callcenter@gg.jp.panasonic.com 

URL
http://panasonic.net/id/pidsx/

●センサ本体にデジタル表示部を搭載していますので、変位量を確認しながら、簡単に設定を変更することができます。
● CMOS搭載により、分解能：0.5μmを実現。一般的な距離設定センサでは難しかった検出を簡単に行うことができます。
● RS-485搭載により、使い勝手を更に向上させる専用ツールソフトやプログラマブル表示器を活用することができます。ワンランク上

の操作や解析を実現できます。

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MELSOFTLibrary（FB）、

MELSOFTLibrary（サンプルラダー）、
MELSOFTLibrary（通信プロトコル）

標準価格 128,000円

会社概要 お問い合わせ
当社はセンシングとコントロール技術をベースに、生産現場
だけでなく、街や都市での活動にかかわる様々な自動化を実
現し、人々が安全で快適に暮らせる社会環境づくりをめざし
ます。e-F@ctory Allianceに参加するパートナーとして三菱
FA製品と接続時において新しい価値を創造すべくソリュー
ションを提供していきます。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

FBFB サンプル
ラダー
サンプル
ラダー

通信
プロトコル
通信

プロトコル

レーザ変位センサ
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SC-GU3-01
パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

デジタルセンサをCC-Linkに直結可能です。省配線、省施工はもちろん、トレーサビリティ、予防保全などに
も貢献します。

特　長

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 MELSOFTLibrary（GOTサンプル画面）、

iQ Worksプロファイル
標準価格 30,000円

● タッチパネル上で、デジタルセンサ（ファイバセンサ、レーザセンサ、圧力センサ）のしきい値、入光量の確認や各種設定が行なえま
す。

● 装置立ち上げ時のセンサの設定状態を把握・保存することで、装置納入先における不具合の早期解消に役立ちます。
● センサの入光量や圧力値などのデジタル値を定期的に取得・グラフ化することで、予防保全が可能です。

〒486-0901
愛知県春日井市牛山町2431-1
TEL: 0120-394-205

e-Mail
Callcenter@gg.jp.panasonic.com 

URL
http://panasonic.net/id/pidsx/

会社概要 お問い合わせ
当社はセンシングとコントロール技術をベースに、生産現場
だけでなく、街や都市での活動にかかわる様々な自動化を実
現し、人々が安全で快適に暮らせる社会環境づくりをめざし
ます。e-F@ctory Allianceに参加するパートナーとして三菱
FA製品と接続時において新しい価値を創造すべくソリュー
ションを提供していきます。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

その他その他

その他センサ
サンプル
画面
サンプル
画面
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RFIDコントローラ　BIS C-487-00
株式会社ビー・アンド・プラス

MELSEC AnS/QnASシーケンサbus直結仕様（ベースユニット装着型）のIDコントローラ。
φ10からの形状豊富なIDタグ（データキャリア）が使用可能。ツール管理からパレット管理など汎用タイプ。

特　長

〒355-0343
埼玉県比企郡ときがわ町五明 274
TEL: 0493-65-5771

e-Mail
b-plus@b-plus-kk.jp

URL
http://www.b-plus-kk.jp

● 確実なID通信 ： 環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止します。
● 2チャンネル仕様 ： IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能です。
● ライトプロテクト機能付き ： 意図しない書き込みを防止し、データを保護します。

会社概要 お問い合わせ
株式会社ビー・アンド・プラスは、ワイヤレス給電と信号伝送を
同時に行うリモートシステム、ＦＡ用RFIDシステムおよび各種セ
ンサを提供しています。MELSEC-Qシーケンサ装着型および
CC-LinkインタフェースのRFIDシステムやCC-Linkデータを非
接触で伝送するカプラシステムによりシステムの機能性を強化
します。2008年4月日本バルーフから社名変更しました。

ソリューション リニューアル、品質管理、生産管理
三菱FA機器との接続 MELSOFTLibrary（GOTサンプル画面）
標準価格 150,000円

製造業一般

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

RFID

自動車 半導体

サンプル
画面
サンプル
画面
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RFIDコントローラ　BIS C-488-00
株式会社ビー・アンド・プラス

MELSEC Qシーケンサbus直結仕様（ベースユニット装着型）のIDコントローラ。
φ10からの形状豊富なIDタグ（データキャリア）が使用可能。ツール管理からパレット管理など汎用タイプ。

特　長

〒355-0343
埼玉県比企郡ときがわ町五明 274
TEL: 0493-65-5771

e-Mail
b-plus@b-plus-kk.jp

URL
http://www.b-plus-kk.jp

● 確実なID通信 ： 環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止します。
● 2チャンネル仕様 ： IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能です。
● ライトプロテクト機能付き ： 意図しない書き込みを防止し、データを保護します。

会社概要 お問い合わせ
株式会社ビー・アンド・プラスは、ワイヤレス給電と信号伝送を
同時に行うリモートシステム、ＦＡ用RFIDシステムおよび各種セ
ンサを提供しています。MELSEC-Qシーケンサ装着型および
CC-LinkインタフェースのRFIDシステムやCC-Linkデータを非
接触で伝送するカプラシステムによりシステムの機能性を強化
します。2008年4月日本バルーフから社名変更しました。

ソリューション リニューアル、品質管理、生産管理
三菱FA機器との接続 Qバス
標準価格 150,000円

製造業一般

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

RFID

自動車

その他その他

半導体
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RFIDコントローラ　BIS M-688-00_
株式会社ビー・アンド・プラス

MELSEC Qシーケンサbus直結仕様（ベースユニット装着型）のIDコントローラ。
ローコストタイプの752バイトIDタグ（データキャリア）とISO15693準拠のIDタグが使用可能。

特　長

〒355-0343
埼玉県比企郡ときがわ町五明 274
TEL: 0493-65-5771

e-Mail
b-plus@b-plus-kk.jp

URL
http://www.b-plus-kk.jp

● 確実なID通信 ： 環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止します。
● 2チャンネル仕様 ： IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能です。
● 三菱電機製IDインタフェースユニット（AJ65BT-D35ID2）命令互換仕様有り。

会社概要 お問い合わせ
株式会社ビー・アンド・プラスは、ワイヤレス給電と信号伝送を
同時に行うリモートシステム、ＦＡ用RFIDシステムおよび各種セ
ンサを提供しています。MELSEC-Qシーケンサ装着型および
CC-LinkインタフェースのRFIDシステムやCC-Linkデータを非
接触で伝送するカプラシステムによりシステムの機能性を強化
します。2008年4月日本バルーフから社名変更しました。

ソリューション リニューアル、品質管理、生産管理
三菱FA機器との接続 Qバス
標準価格 150,000円

製造業一般

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

RFID

自動車 半導体

その他その他
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RFIDコントローラ　BIS S-402-30
株式会社ビー・アンド・プラス

MELSEC AnS/QnASシーケンサbus直結仕様（ベースユニット装着型）のIDコントローラ。
8KバイトからのIDタグ（データキャリア）を使用する高速タイプ。生産ラインのパレット管理に最適。

特　長

〒355-0343
埼玉県比企郡ときがわ町五明 274
TEL: 0493-65-5771

e-Mail
b-plus@b-plus-kk.jp

URL
http://www.b-plus-kk.jp

● 確実なID通信 ： 環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止します。
● 2チャンネル仕様 ： IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能です。
● ライトプロテクト機能付き ： 意図しない書き込みを防止し、データを保護します。

会社概要 お問い合わせ
株式会社ビー・アンド・プラスは、ワイヤレス給電と信号伝送を
同時に行うリモートシステム、ＦＡ用RFIDシステムおよび各種セ
ンサを提供しています。MELSEC-Qシーケンサ装着型および
CC-LinkインタフェースのRFIDシステムやCC-Linkデータを非
接触で伝送するカプラシステムによりシステムの機能性を強化
します。2008年4月日本バルーフから社名変更しました。

ソリューション リニューアル、品質管理、生産管理
三菱FA機器との接続 Qバス
標準価格 150,000円

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

RFID

製造業一般 自動車 半導体

その他その他
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RFIDコントローラ　BIS S-403-00
株式会社ビー・アンド・プラス

MELSEC Qシーケンサbus直結仕様（ベースユニット装着型）のIDコントローラ。
8KバイトからのIDタグ（データキャリア）を使用する高速タイプ。生産ラインのパレット管理に最適。

特　長

〒355-0343
埼玉県比企郡ときがわ町五明 274
TEL: 0493-65-5771

e-Mail
b-plus@b-plus-kk.jp

URL
http://www.b-plus-kk.jp

● 確実なID通信 ： 環境性に優れた電磁結合方式と多重チェックにより、誤データの通信を防止します。
● 2チャンネル仕様 ： IDアンテナを2本接続でき、並行処理が可能です。
● ライトプロテクト機能付き ： 意図しない書き込みを防止し、データを保護します。

会社概要 お問い合わせ
株式会社ビー・アンド・プラスは、ワイヤレス給電と信号伝送を
同時に行うリモートシステム、ＦＡ用RFIDシステムおよび各種セ
ンサを提供しています。MELSEC-Qシーケンサ装着型および
CC-LinkインタフェースのRFIDシステムやCC-Linkデータを非
接触で伝送するカプラシステムによりシステムの機能性を強化
します。2008年4月日本バルーフから社名変更しました。

ソリューション リニューアル、品質管理、生産管理
三菱FA機器との接続 Qバス
標準価格 150,000円

製造業一般

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

RFID

自動車 半導体

その他その他
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CC-Link用ハンディラインテスタ EHLT01（CC-Link/LT用）EHLT02（CC-Link用）
三菱電機エンジニアリング株式会社

CC-Link/LT、CC-Linkのシステム立ち上げとメンテナンスが容易に実現可能なハンディラインテスタ

特　長

ソリューション その他
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 80,000円～130,000円

● システム全体が完成していない状態でマスタ局がなくても各工程の動作確認が可能です。
● 局単位での表示が可能なため、複雑なデバイス番号を意識することなく使用可能です。 

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他

製造業一般

その他その他
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CompactPCI対応CC-Link IEコントローラネットワーク インタフェースボードECP-CLECBD,ECP-CLECBDS
三菱電機エンジニアリング株式会社

CompactPCIバスのFAコンピュータでCC-Link IEコントローラネットワークのシステム構築が可能

特　長

ソリューション その他
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 231,000円～308,000円

● CompactPCIバスのFAコンピュ－タがCC-Link IEコントローラネットワークシステムの管理局・通常局を実現します。 
● CompactPCIバス対応のため煩わしいスイッチ設定が不要になり、FAコンピュータにボ－ドを装着するだけで自動的に初期設定を

実施します。
● 付属のユーティリィティソフトウェアでボ－ドに対する各種パラメータの設定、相手先指定設定、ネットワーク診断、交信テストが実現

可能です。 

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他

製造業一般

その他その他
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CompactPCI対応CC-Linkインタフェースボード ECP-CL2BD
三菱電機エンジニアリング株式会社

CompactPCIバスのFAコンピュータでCC-Link Ver.2システム構築が可能

特　長

ソリューション その他
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 132,000円

● CompactPCIバスのFAコンピュ－タがCC-Linkシステムのマスタ・ロ－カル局となって、接続機器の制御およびモニタを実現しま
す。 

● CompactPCIバス対応のため煩わしいスイッチ設定が不要になり、FAコンピュータにボ－ドを装着するだけで自動的に初期設定を
実施します。

● 付属のユーティリィティソフトウェアでボ－ドに対する各種パラメータの設定、他局モニタ、接続先設定、回線テスト、自己診断を実現
可能です。 

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他

製造業一般

その他その他



125

機器

126

ＦＡグッズ
三菱電機エンジニアリング株式会社

シーケンサへの配線作業に必要な高信頼性を追及した省配線・省工数機器

特　長

ソリューション リニューアル、生産管理、その他
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 オープン価格

● シーケンサの配線作業工数削減、配線ミスを低減し、省配線・省工数を実現します。
● シーケンサと外部入出力機器間のインタフェースとして、シーケンサの拡張性をさらに広げます。
● 豊富な品揃えにより最適な製品を提供可能とし、MELSECと同等の高い信頼性を追及し安心を実現します。

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

端子台

その他その他
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MELSEC-AｎS用リニューアルツール
三菱電機エンジニアリング株式会社

MELSEC-AnSシリ－ズをMELSEC-Qシリ－ズにリニュ－アルする製品

特　長

ソリューション リニューアル
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 オープン価格

● MELSEC-AnSシリ－ズの入力／出力／アナログ／高速カウンタユニットに接続されている既設配線をMELSEC-Qシリ－ズユニッ
トに接続可能です。

● 既設の配線（端子台含む）をそのまま使用することで、リニューアル工事作業時間の大幅削減、配線ミスの大幅低減を実現します。
● Web情報サービスMEEFANにて提供する選定ソフトにより、リニュ－アルツ－ルの最適機種が容易に選定可能です。

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他

製造業一般

その他その他
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MELSEC-A用リニューアルツール
三菱電機エンジニアリング株式会社

MELSEC-Aシリ－ズをMELSEC-Qシリ－ズにリニュ－アルする製品

特　長

ソリューション リニューアル
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 オープン価格

● MELSEC-Aシリ－ズの入力／出力／アナログ／高速カウンタユニットに接続されている既設配線をMELSEC-Qシリ－ズユニット
に接続可能です。

● 既設の配線（端子台含む）をそのまま使用することで、リニューアル工事作業時間の大幅削減、配線ミスの大幅低減を実現します。
● Web情報サービスMEEFANにて提供する選定ソフトにより、リニュ－アルツ－ルの最適機種が容易に選定可能です。

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

その他その他

その他
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RFIDインタフェースユニット EQ-V680D1, EQ-V680D2
三菱電機エンジニアリング株式会社

MELSEC-Qシリ－ズに、オムロン社製RFIDシステムV680シリ－ズをバス接続するユニット

特　長

ソリューション 品質管理、生産管理、トレーサビリティ
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 150,000円～210,000円

● 1チャンネル接続用と2チャンネル接続用の2種類を用意。使用するアンテナ数にあわせ最適なシステム構築が可能です。
● 豊富なテスト機能や測定機能を装備しているので、システム構築が容易。また、トラブル原因の追究も容易です。
● バス接続のため処理速度の高速化を実現。システムのタクトタイム向上に貢献します。

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

RFID

その他その他
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シーケンサ教育機材　FA-T-P01
三菱電機エンジニアリング株式会社

国家技能検定試験「電気機器組立て（シーケンス制御作業）」受検対策ユニット。シ－ケンサによるシーケン
ス制御設計・実技を実践的にサポ－ト

特　長

ソリューション その他
三菱FA機器との接続 その他
標準価格 オープン価格

● シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な機器の配線作業とプログラムのデバックが実機ででき、実践的な技術力が
身に付きます。

● 国家技能検定試験「電気機器組立て（シーケンス制御作業）」受検対策として最適。実際の試験で実技試験教材にも使用されて
います。

● 国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストを付属しています。

営業統括部東日本営業所
〒102-0073　
東京都千代田区九段北1-13-5
ヒューリック九段ビル
TEL: 03-3288-1101

中日本営業所
〒451-0045　
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー
TEL: 052-565-3435

西日本営業所
〒530-0003　
大阪府大阪市北区堂島2-2-2
近鉄堂島ビル
TEL: 06-6347-2992

中国営業グループ
〒730-0037　
広島県広島市中区中町7-41
広島三栄ビル
TEL: 082-248-5390

九州営業所
〒810-0001　
福岡県福岡市中央区天神1-12-14
紙与渡辺ビル
TEL: 092-721-2202
URL

http://www.mee.co.jp/

会社概要

お問い合わせ

当社は、三菱電機（株）の各種製品システムの設計・開発業
務等で培った多様な技術に加え、最新の技術と設備を積極
的に取り入れることにより、市場ニーズに応えたソリューショ
ンや機器を提供しています。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

その他

その他

その他その他
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BAQ08V
株式会社ユニテック

BACnetは、BAシステムのオープンネットワーク化を担う基幹プロトコルとして、多くのビルで採用されていま
す。本ユニットは、MELSECのQバスに直接接続できるBACnetユニットです。

特　長

ソリューション 計装、省エネ、その他（BuildingAutomation）
三菱FA機器との接続 その他（Qバス直結）
標準価格 380,000円

● MELSEC-Qシリーズの豊富で高性能な入出力ユニットを活用した、BACnetビルディングコントローラ（B-BC/ICONT）として使用す
ることができるようになります。

● ANSI/ASHRAEおよび電気設備学会の各種BACnet規格に準拠しており、設定で自由に変更することができます。BACnetオブ
ジェクトを最大8,000点（推奨2,000点）まで設定することができます。

● 各社BACnetデバイスとの豊富な接続実績を持っており、IPv6プロトコルにも対応しています。設定は、Webブラウザで行うことがで
き、特別な設定ツールは必要ありません。

会社概要

当社は主にビル業界向けのBACnet機器やLonWorks機
器を製造・販売しているメーカです。e-F@ctoryコンセプトの
もと、ビルディングオートメーション（BA）システムにおけるビル
設備の効率的な運転と省エネ・省電力に貢献できる機器・シ
ステムをパートナー様と共に提供しております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

〒493-0006
愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り24番地
TEL: 0586-87-7819

e-Mail
sales@uni-tec.co.jp

URL
http://www.uni-tec.co.jp

お問い合わせ

その他

公　共 その他

その他その他
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BLQ08W
株式会社ユニテック

LonWorksは、BAシステムの標準フィールド機器として、多くのビルで採用されています。本ユニットは、
MELSECのQバスに直接接続できるLonWorksユニットです。

特　長

ソリューション 計装、稼働管理、その他（BuildingAutomation）
三菱FA機器との接続 その他（Qバス直結）
標準価格 260,000円

● LonWorksネットワークへ接続できるコネクタを標準で2個実装しており、126ノード（63ノード×2CH）との通信が可能で、最大設定
8192個のネットワーク変数を扱うことができます。

● ネットワーク変数の値を定期的に送受信することができ、変数の値を最新の状態に保つことができます。また、バインドされていない
ノードに対しアクセスを行う明示リンク指定機能を実装しています。

● ノード診断を定期的に実施することで、システムの信頼性を向上できます。XIF生成と読み込みに対応しており、手軽にシステム設計
ができます。設定は、Webブラウザで行うことができ、特別な設定ツールは必要ありません。

会社概要

当社は主にビル業界向けのBACnet機器やLonWorks機
器を製造・販売しているメーカです。e-F@ctoryコンセプトの
もと、ビルディングオートメーション（BA）システムにおけるビル
設備の効率的な運転と省エネ・省電力に貢献できる機器・シ
ステムをパートナー様と共に提供しております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

〒493-0006
愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り24番地
TEL: 0586-87-7819

e-Mail
sales@uni-tec.co.jp

URL
http://www.uni-tec.co.jp

お問い合わせ

その他

公　共 その他

その他その他
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BP750-PM
株式会社ユニテック

BACnetは、BAシステムのオープンネットワーク化を担う基幹プロトコルとして、多くのビルで採用されていま
す。本装置は、MCプロトコルを使用してMELSECと接続できるBACnetゲートウェイ装置です。

特　長

ソリューション 計装、省エネ、その他（BuildingAutomation）
三菱FA機器との接続 MCプロトコル
標準価格 750,000円

● MCプロトコルを使用するので、Qシリーズ、LシリーズのMELSECと接続できます。最大32台のMELSECと接続することができ、
BACnetビルディングコントローラ（B-BC/ICONT）として使用することができるようになります。

● ANSI/ASHRAEおよび電気設備学会の各種BACnet規格に準拠しており、設定で自由に変更することができます。BACnetオブ
ジェクトを最大8,000点（推奨2,000点）まで設定することができます。

● 各社BACnetデバイスとの豊富な接続実績を持っており、IPv6プロトコルにも対応しています。設定は、Webブラウザで行うことがで
き、特別な設定ツールは必要ありません。

会社概要

当社は主にビル業界向けのBACnet機器やLonWorks機
器を製造・販売しているメーカです。e-F@ctoryコンセプトの
もと、ビルディングオートメーション（BA）システムにおけるビル
設備の効率的な運転と省エネ・省電力に貢献できる機器・シ
ステムをパートナー様と共に提供しております。

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

〒493-0006
愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り24番地
TEL: 0586-87-7819

e-Mail
sales@uni-tec.co.jp

URL
http://www.uni-tec.co.jp

お問い合わせ

その他

公　共 その他

MC
プロトコル
MC

プロトコル
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モジュール型温度/プロセス調節計　SRZシリーズ
通信変換器COM-JCとモジュール型温度/プロセス調節計 SRZシリーズを組み合わせることにより、CC-
Link対応の三菱電機株式会社製 MELSECシリーズと接続できます。

特　長

ソリューション 計装
三菱FA機器との接続 MELSOFTLibrary（FB）
標準価格

〒146-8515
東京都大田区久が原5-16-6
TEL: 03-3751-8111

e-Mail
cs@rkcinst.co.jp

URL
http://www.rkcinst.co.jp

● １モジュールで４チャネルの制御が可能です。モジュールのサイズは横30mm・縦100mm・奥行き85mmのコンパクトサイズです。 
 モジュールは３１台まで連結でき、多点の制御システムを省スペースで実現できます。
● 入力の種類は、熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流に対応し、温度・プロセスの制御が可能です。

会社概要 お問い合わせ

当社は、工業用計測制御機器の製造・販売しているメーカー
です。
温度、圧力、流量等の計測制御機器を三菱電機株式会社
製のシーケンサと接続し、FA化およびPA化のニーズに応え
提案しております。 

対応地域
日本 中国 アジア（日・中国以外） 欧州 北米 中南米 アフリカ

製造業一般

理化工業株式会社 温調計

FBFB



133 134

MEMO



135

索　引

136

会社名
会社名 掲載頁

株式会社アイ・エル・シー 59

株式会社アイテック 11

株式会社インテック　NSG事業部 12

株式会社インプレステック 13

ウェリンテック・ジャパン株式会社

60

61

62

株式会社ヱイペックス 14

株式会社ＦＡサポート 15

FAシステムエンジニアリング株式会社
63

64

株式会社オーネスト 16

株式会社カナデン 17

川之江造機株式会社 18

株式会社かんでんエンジニアリング 19

株式会社キノ計装 20

協栄産業株式会社 21

京都ＥＩＣ株式会社 22

株式会社京和エンジニアリング 23

クオリア株式会社 24

クオリカ株式会社
25

107

株式会社ケー・ティー・システム 26

コグニザントジャパン株式会社 27

コグネックス株式会社 108

三興コンピューターソフトウェア株式会社 28

株式会社　三松
65

66

三洋機工株式会社 109

ジェイティ エンジニアリング株式会社

29

67

68

69

株式会社システック井上 70

新川電機株式会社 71

株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 30

新立電機株式会社 31

第一制電機株式会社 32

株式会社ダイセック

33

34

35

72

73

74

75

太平工業株式会社 電計事業部 36

タクマシステムコントロール株式会社 37

株式会社たけびし 76

タケモトデンキ株式会社 38

会社名 掲載頁

株式会社立花エレテック

39

40

41

42

長菱制御システム株式会社 77

株式会社椿本チエイン
78

79

東京電機産業株式会社
43

80

東芝テック株式会社 110

株式会社日鉄エレックス 44

ニッテツ北海道制御システム株式会社 45

日本電気株式会社

46

81

82

日本電能株式会社
83

84

株式会社パトライト 111

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

85

112

113

114

株式会社ビー・アンド・プラス

115

116

117

118

119

株式会社ビーシーシー

47

48

49

株式会社フリーダム 50

株式会社三鈴エリー 51

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 52

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
86

87

三菱電機エンジニアリング株式会社

53

54

120

121

122

123

124

125

126

127
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会社名 掲載頁

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

55

88

89

90

91

92

93

94

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 95

株式会社ユニテック

128

129

130

横河電機株式会社 96

ラティス・テクノロジー株式会社

97

98

99

理化工業株式会社 131

株式会社ワイ・ディ・シー
56

100

ワンダーウェア日本支社

101

102

103

104
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システムインテグレータ（SI）　ソリューション別
ソリューション 会社名 掲載頁

計装

株式会社アイテック 11

株式会社インプレステック 13

株式会社ヱイペックス 14

株式会社ＦＡサポート 15

株式会社オーネスト 16

川之江造機株式会社 18

株式会社かんでんエンジニアリング 19

株式会社キノ計装 20

京都ＥＩＣ株式会社 22

株式会社京和エンジニアリング 23

クオリア株式会社 24

三興コンピューターソフトウェア株式会社 28

ジェイティ エンジニアリング株式会社 29

株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 30

新立電機株式会社 31

第一制電機株式会社 32

太平工業株式会社 電計事業部 36

タクマシステムコントロール株式会社 37

タケモトデンキ株式会社 38

東京電機産業株式会社 43

株式会社日鉄エレックス 44

ニッテツ北海道制御システム株式会社 45

株式会社フリーダム 50

株式会社 三鈴エリー 51

三菱電機エンジニアリング株式会社 54

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 55

安全

太平工業株式会社 電計事業部 36

株式会社立花エレテック 39

株式会社立花エレテック 42

リモート 
メンテ

協栄産業株式会社 21

コグニザントジャパン株式会社 27

リニュー 
アル

株式会社アイテック 11

株式会社インプレステック 13

株式会社ＦＡサポート 15

株式会社カナデン 17

株式会社キノ計装 20

株式会社京和エンジニアリング 23

新立電機株式会社 31

第一制電機株式会社 32

太平工業株式会社 電計事業部 36

タクマシステムコントロール株式会社 37

株式会社日鉄エレックス 44

ニッテツ北海道制御システム株式会社 45

株式会社フリーダム 50

株式会社 三鈴エリー 51

三菱電機エンジニアリング株式会社 54

ソリューション 会社名 掲載頁

省エネ

株式会社アイテック 11

株式会社ＦＡサポート 15

株式会社カナデン 17

協栄産業株式会社 21

京都ＥＩＣ株式会社 22

株式会社京和エンジニアリング 23

株式会社立花エレテック 40

東京電機産業株式会社 43

ニッテツ北海道制御システム株式会社 45

株式会社ビーシーシー 47

株式会社ビーシーシー 48

株式会社ビーシーシー 49

株式会社フリーダム 50

三菱電機エンジニアリング株式会社 53

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 55

品質管理

株式会社かんでんエンジニアリング 19

タケモトデンキ株式会社 38

株式会社立花エレテック 39

日本電気株式会社 46

株式会社ビーシーシー 47

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 52

株式会社ワイ・ディ・シー 56

生産管理

株式会社インテック　NSG事業部 12

株式会社インプレステック 13

株式会社オーネスト 16

株式会社かんでんエンジニアリング 19

株式会社キノ計装 20

京都ＥＩＣ株式会社 22

クオリア株式会社 24

株式会社ケー・ティー・システム 26

コグニザントジャパン株式会社 27

株式会社ダイセック 33

株式会社ダイセック 35

株式会社立花エレテック 41

株式会社立花エレテック 42

東京電機産業株式会社 43

株式会社日鉄エレックス 44

日本電気株式会社 46

株式会社ビーシーシー 47

株式会社ビーシーシー 49

株式会社 三鈴エリー 51

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 52
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ソリューション 会社名 掲載頁

トレーサ 
ビリティ

株式会社インテック　NSG事業部 12

クオリア株式会社 24

株式会社ケー・ティー・システム 26

ジェイティ エンジニアリング株式会社 29

株式会社ダイセック 34

株式会社ダイセック 35

タケモトデンキ株式会社 38

株式会社立花エレテック 39

株式会社立花エレテック 41

株式会社立花エレテック 42

日本電気株式会社 46

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 52

三菱電機エンジニアリング株式会社 53

稼動管理

株式会社インテック　NSG事業部 12

株式会社オーネスト 16

株式会社カナデン 17

協栄産業株式会社 21

クオリカ株式会社 25

株式会社ケー・ティー・システム 26

コグニザントジャパン株式会社 27

ジェイティ エンジニアリング株式会社 29

第一制電機株式会社 32

株式会社ダイセック 33

株式会社ダイセック 34

株式会社立花エレテック 40

三菱電機エンジニアリング株式会社 53

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 55
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システムインテグレータ（SI）　業種別
業種 会社名 掲載頁

自動車

株式会社インテック　NSG事業部 12

株式会社ＦＡサポート 15

クオリカ株式会社 25

株式会社ケー・ティー・システム 26

株式会社ダイセック 33

株式会社ダイセック 35

タケモトデンキ株式会社 38

株式会社立花エレテック 41

株式会社ビーシーシー 47

株式会社ビーシーシー 48

株式会社ビーシーシー 49

株式会社 三鈴エリー 51

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 52

株式会社ワイ・ディ・シー 56

半導体

株式会社インテック　NSG事業部 12

株式会社ＦＡサポート 15

株式会社カナデン 17

株式会社ダイセック 34

株式会社フリーダム 50

株式会社ワイ・ディ・シー 56

物流

協栄産業株式会社 21

クオリカ株式会社 25

新立電機株式会社 31

株式会社ダイセック 34

株式会社日鉄エレックス 44

日本電気株式会社 46

食品

株式会社アイテック 11

株式会社カナデン 17

株式会社キノ計装 20

協栄産業株式会社 21

株式会社京和エンジニアリング 23

クオリア株式会社 24

ジェイティ エンジニアリング株式会社 29

タケモトデンキ株式会社 38

株式会社立花エレテック 39

株式会社立花エレテック 42

株式会社ビーシーシー 48

株式会社 三鈴エリー 51

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 52

三菱電機エンジニアリング株式会社 53

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 55

業種 会社名 掲載頁

化学

株式会社アイテック 11

株式会社インプレステック 13

株式会社キノ計装 20

京都ＥＩＣ株式会社 22

三興コンピューターソフトウェア株式会社 28

新立電機株式会社 31

株式会社立花エレテック 42

東京電機産業株式会社 43

日本電気株式会社 46

株式会社ビーシーシー 47

株式会社 三鈴エリー 51

三菱電機エンジニアリング株式会社 53

株式会社ワイ・ディ・シー 56

電気電子

株式会社インテック　NSG事業部 12

株式会社カナデン 17

協栄産業株式会社 21

株式会社ケー・ティー・システム 26

株式会社ダイセック 33

株式会社ダイセック 35

株式会社立花エレテック 41

日本電気株式会社 46

株式会社ビーシーシー 47

株式会社ビーシーシー 49

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 52

三菱電機エンジニアリング株式会社 53

三菱電機エンジニアリング株式会社 54

セメント・ 
ガラス

京都ＥＩＣ株式会社 22

新立電機株式会社 31

タケモトデンキ株式会社 38

三菱電機エンジニアリング株式会社 54

紙・パルプ

株式会社インプレステック 13

株式会社オーネスト 16

株式会社キノ計装 20

株式会社京和エンジニアリング 23

ジェイティ エンジニアリング株式会社 29

株式会社立花エレテック 39

ニッテツ北海道制御システム株式会社 45

薬品

株式会社オーネスト 16

クオリア株式会社 24

三興コンピューターソフトウェア株式会社 28

株式会社立花エレテック 39

株式会社立花エレテック 42

株式会社フリーダム 50

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 55
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業種 会社名 掲載頁

鉄鋼

株式会社ＦＡサポート 15

株式会社オーネスト 16

株式会社ケー・ティー・システム 26

株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 30

株式会社ダイセック 34

太平工業株式会社 電計事業部 36

東京電機産業株式会社 43

株式会社日鉄エレックス 44

ニッテツ北海道制御システム株式会社 45

株式会社ビーシーシー 49

三菱電機エンジニアリング株式会社 54

石油・ガス

株式会社インプレステック 13

株式会社京和エンジニアリング 23

クオリア株式会社 24

株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 30

東京電機産業株式会社 43

株式会社日鉄エレックス 44

ニッテツ北海道制御システム株式会社 45

公共

株式会社アイテック 11

京都ＥＩＣ株式会社 22

ジェイティ エンジニアリング株式会社 29

株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 30

第一制電機株式会社 32

タクマシステムコントロール株式会社 37

株式会社ビーシーシー 48

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 55

その他

株式会社ヱイペックス 14

川之江造機株式会社 18

株式会社かんでんエンジニアリング 19

コグニザントジャパン株式会社 27

第一制電機株式会社 32

株式会社立花エレテック 40

株式会社フリーダム 50
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ソフトウェア　分類別
分類 会社名 製品名 掲載頁

ERP 日本電気株式会社 IFS Applications 82

MES

株式会社ダイセック MES Base Objects 73

日本電気株式会社 アジャイル生産現場ソリューション（GdFrame） 81

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
環境経営推進ソリューション「MELGREEN」 86

統合ログ管理ソリューション「LogAuditor」 87

ワンダーウェア日本支社 Wonderware MES 104

SCADA

ウェリンテック・ジャパン株式会社
KS-PA 60

KingSCADA 61

FAシステムエンジニアリング株式会社 S-CUBE 63

ジェイティ エンジニアリング株式会社
JoyWatcherSuite 68

JoyWatcherSuiteBA 69

株式会社ダイセック SIMATIC WinCC 74

株式会社たけびし デバイスエクスプローラ OPCサーバー 76

株式会社椿本チエイン モニターメーカー看太郎32 78

横河電機株式会社 ASTMAC & ASTMAC VDS 96

ワンダーウェア日本支社
Wonderware Historian 102

Wonderware InTouch 103

アプリケーション 
開発

ウェリンテック・ジャパン株式会社 WTJ OEM開発 62

株式会社システック井上 装置データモニタリングシステム 70

長菱制御システム株式会社 CFOLET-M 77

東京電機産業株式会社 FUN MELSEC通信ドライバ 80

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社
EZParts 91

Monity 94

ワンダーウェア日本支社 Wonderware ArchestrA System Platform 101

データロガー

FAシステムエンジニアリング株式会社 イージーデータロガー 64

株式会社椿本チエイン 看太郎DB Logger 79

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社
Miranda-LT 92

Miranda-LV 93

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 MP1-DAQ 95

監視

新川電機株式会社 UnityBoy G3 71

株式会社ダイセック WinSPC 75

日本電能株式会社 CIMSNIPER 84

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 EcoMonity 88

メンテ・保守

株式会社アイ・エル・シー LADDER HELPER3 59

株式会社ダイセック j5-OMS 72

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社 SC-PC1 85

統合ツール 株式会社ワイ・ディ・シー YDC SONAR 100

FAシミュレータ

株式会社　三松
SMASHスタンダード版～Virtual Machine Simulator～ 65

SMASHプロフェッショナル版 
～Virtual Machine Simulator～

66

ラティス・テクノロジー株式会社

MELSEC C-CPUSim for Vmech 97

MELSEC LadderSim for Vmech 98

MELSEC MotionSim for Vmech 99

その他

ジェイティ エンジニアリング株式会社 JoySPC 67

日本電能株式会社 CIMOPERATOR 83

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社
EZDoctor 89

EZLogic 90
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ソリューション 会社名 製品名 掲載頁

計装

ウェリンテック・ジャパン株式会社 KS-PA 61

FAシステムエンジニアリング株式会社 S-CUBE 63

ジェイティ エンジニアリング株式会社 JoyWatcherSuite 68

株式会社ダイセック SIMATIC WinCC 74

株式会社たけびし デバイスエクスプローラ OPCサーバー 76

長菱制御システム株式会社 CFOLET-M 77

株式会社椿本チエイン モニターメーカー看太郎32 78

東京電機産業株式会社 FUN MELSEC通信ドライバ 80

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社 SC-PC1 85

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 Monity 94

横河電機株式会社 ASTMAC & ASTMAC VDS 96

安全 株式会社　三松
SMASHスタンダード版～Virtual Machine Simulator～ 65

SMASHプロフェッショナル版 
～Virtual Machine Simulator～

66

リモートメンテ

ウェリンテック・ジャパン株式会社

KingSCADA 60

KS-PA 61

WTJ OEM開発 62

ジェイティ エンジニアリング株式会社
JoyWatcherSuite 68

JoyWatcherSuiteBA 69

新川電機株式会社 UnityBoy G3 71

株式会社ダイセック j5-OMS 72

リニューアル 株式会社アイ・エル・シー LADDER HELPER3 59

省エネ

ウェリンテック・ジャパン株式会社
KingSCADA 60

WTJ OEM開発 62

株式会社　三松
SMASHスタンダード版～Virtual Machine Simulator～ 65

SMASHプロフェッショナル版 
～Virtual Machine Simulator～

66

ジェイティ エンジニアリング株式会社 JoyWatcherSuiteBA 69

新川電機株式会社 UnityBoy G3 71

株式会社椿本チエイン
モニターメーカー看太郎32 78

看太郎DB Logger 79

東京電機産業株式会社 FUN MELSEC通信ドライバ 80

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 環境経営推進ソリューション「MELGREEN」 86

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 EcoMonity 88

品質管理

FAシステムエンジニアリング株式会社 イージーデータロガー 64

ジェイティ エンジニアリング株式会社 JoySPC 67

株式会社システック井上 装置データモニタリングシステム 70

株式会社ダイセック
j5-OMS 72

WinSPC 75

株式会社椿本チエイン 看太郎DB Logger 79

日本電気株式会社 IFS Applications 82

日本電能株式会社 CIMSNIPER 84

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 統合ログ管理ソリューション「LogAuditor」 87

株式会社ワイ・ディ・シー YDC SONAR 100

ソフトウェア　ソリューション別
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ソリューション 会社名 製品名 掲載頁

生産管理

株式会社システック井上 装置データモニタリングシステム 70

株式会社ダイセック MES Base Objects 73

株式会社たけびし デバイスエクスプローラ OPCサーバー 76

東京電機産業株式会社 FUN MELSEC通信ドライバ 80

日本電気株式会社
アジャイル生産現場ソリューション（GdFrame） 81

IFS Applications 82

日本電能株式会社 CIMOPERATOR 83

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社 統合ログ管理ソリューション「LogAuditor」 87

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 EcoMonity 88

横河電機株式会社 ASTMAC & ASTMAC VDS 96

ワンダーウェア日本支社

Wonderware ArchestrA System Platform 101

Wonderware Historian 102

Wonderware InTouch 103

Wonderware MES 104

トレーサビリティ

FAシステムエンジニアリング株式会社 イージーデータロガー 64

株式会社システック井上 装置データモニタリングシステム 70

株式会社ダイセック

MES Base Objects 73

SIMATIC WinCC 74

WinSPC 75

日本電気株式会社
アジャイル生産現場ソリューション（GdFrame） 81

IFS Applications 82

日本電能株式会社 CIMSNIPER 84

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
環境経営推進ソリューション「MELGREEN」 86

統合ログ管理ソリューション「LogAuditor」 87

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 Monity 94

ワンダーウェア日本支社

Wonderware ArchestrA System Platform 101

Wonderware Historian 102

Wonderware InTouch 103

Wonderware MES 104

稼動管理

ウェリンテック・ジャパン株式会社
KingSCADA 60

WTJ OEM開発 62

FAシステムエンジニアリング株式会社 S-CUBE 63

ジェイティ エンジニアリング株式会社
JoyWatcherSuite 68

JoyWatcherSuiteBA 69

新川電機株式会社 UnityBoy G3 71

株式会社ダイセック
MES Base Objects 73

SIMATIC WinCC 74

株式会社椿本チエイン
モニターメーカー看太郎32 78

看太郎DB Logger 79

日本電気株式会社 アジャイル生産現場ソリューション（GdFrame） 81

日本電能株式会社 CIMSNIPER 84

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社 SC-PC1 85

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 EcoMonity 88

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 MP1-DAQ 95

横河電機株式会社 ASTMAC & ASTMAC VDS 96

ワンダーウェア日本支社

Wonderware ArchestrA System Platform 101

Wonderware Historian 102

Wonderware InTouch 103

Wonderware MES 104

ソフトウェア　ソリューション別（つづき）
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ソリューション 会社名 製品名 掲載頁

エンジニアリング 
環境向上

ウェリンテック・ジャパン株式会社 KS-PA 61

株式会社　三松
SMASHスタンダード版～Virtual Machine Simulator～ 65

SMASHプロフェッショナル版 
～Virtual Machine Simulator～

66

株式会社たけびし デバイスエクスプローラ OPCサーバー 76

長菱制御システム株式会社 CFOLET-M 77

日本電能株式会社 CIMOPERATOR 83

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

EZDoctor 89

EZLogic 90

EZParts 91

Monity 94

ラティス・テクノロジー株式会社

MELSEC C-CPUSim for Vmech 97

MELSEC LadderSim for Vmech 98

MELSEC MotionSim for Vmech 99

その他

FAシステムエンジニアリング株式会社 S-CUBE 63

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社
Miranda-LT 92

Miranda-LV 93

ラティス・テクノロジー株式会社

MELSEC C-CPUSim for Vmech 97

MELSEC LadderSim for Vmech 98

MELSEC MotionSim for Vmech 99
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ソフトウェア　業種別
業種 会社名 製品名 掲載頁

製造業一般

株式会社アイ・エル・シー LADDER HELPER3 59

FAシステムエンジニアリング株式会社
S-CUBE 63

イージーデータロガー 64

株式会社　三松
SMASHスタンダード版～Virtual Machine Simulator～ 65

SMASHプロフェッショナル版 
～Virtual Machine Simulator～

66

ジェイティ エンジニアリング株式会社
JoySPC 67

JoyWatcherSuite 68

株式会社ダイセック SIMATIC WinCC 74

株式会社たけびし デバイスエクスプローラ OPCサーバー 76

長菱制御システム株式会社 CFOLET-M 77

株式会社椿本チエイン
モニターメーカー看太郎32 78

看太郎DB Logger 79

日本電気株式会社
アジャイル生産現場ソリューション（GdFrame） 81

IFS Applications 82

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社 SC-PC1 85

三菱電機インフォメーションテクノロジー株式会社
環境経営推進ソリューション「MELGREEN」 86

統合ログ管理ソリューション「LogAuditor」 87

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

EcoMonity 88

EZDoctor 89

EZLogic 90

EZParts 91

Miranda-LT 92

Miranda-LV 93

Monity 94

MP1-DAQ 95

ワンダーウェア日本支社

Wonderware ArchestrA System Platform 101

Wonderware Historian 102

Wonderware InTouch 103

Wonderware MES 104

自動車

ウェリンテック・ジャパン株式会社
KingSCADA 60

WTJ OEM開発 62

株式会社ダイセック MES Base Objects 73

株式会社たけびし デバイスエクスプローラ OPCサーバー 76

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 MP1-DAQ 95

株式会社ワイ・ディ・シー YDC SONAR 100

半導体

株式会社システック井上 装置データモニタリングシステム 70

株式会社ダイセック WinSPC 75

日本電能株式会社
CIMOPERATOR 83

CIMSNIPER 84

横河電機株式会社 ASTMAC & ASTMAC VDS 96

ラティス・テクノロジー株式会社

MELSEC C-CPUSim for Vmech 97

MELSEC LadderSim for Vmech 98

MELSEC MotionSim for Vmech 99

株式会社ワイ・ディ・シー YDC SONAR 100

FPD

株式会社システック井上 装置データモニタリングシステム 70

株式会社ダイセック WinSPC 75

日本電能株式会社
CIMOPERATOR 83

CIMSNIPER 84

ラティス・テクノロジー株式会社

MELSEC C-CPUSim for Vmech 97

MELSEC LadderSim for Vmech 98

MELSEC MotionSim for Vmech 99
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業種 会社名 製品名 掲載頁

食品

ウェリンテック・ジャパン株式会社
KingSCADA 60

WTJ OEM開発 62

株式会社システック井上 装置データモニタリングシステム 70

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 EcoMonity 88

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 Monity 94

化学

ウェリンテック・ジャパン株式会社 KS-PA 61

株式会社ダイセック j5-OMS 72

東京電機産業株式会社 FUN MELSEC通信ドライバ 80

横河電機株式会社 ASTMAC & ASTMAC VDS 96

株式会社ワイ・ディ・シー YDC SONAR 100

電気電子

株式会社ダイセック

j5-OMS 72

MES Base Objects 73

WinSPC 75

ラティス・テクノロジー株式会社

MELSEC C-CPUSim for Vmech 97

MELSEC LadderSim for Vmech 98

MELSEC MotionSim for Vmech 99

セメント・ガラス ウェリンテック・ジャパン株式会社 KS-PA 61

薬品

ウェリンテック・ジャパン株式会社 KingSCADA 60

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 EcoMonity 88

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 Monity 94

鉄鋼
ウェリンテック・ジャパン株式会社 KS-PA 61

東京電機産業株式会社 FUN MELSEC通信ドライバ 80

石油・ガス
株式会社ダイセック j5-OMS 72

東京電機産業株式会社 FUN MELSEC通信ドライバ 80

公共

ウェリンテック・ジャパン株式会社 WTJ OEM開発 62

FAシステムエンジニアリング株式会社
S-CUBE 63

イージーデータロガー 64

ジェイティ エンジニアリング株式会社
JoyWatcherSuite 68

JoyWatcherSuiteBA 69

株式会社たけびし デバイスエクスプローラ OPCサーバー 76

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 MP1-DAQ 95

横河電機株式会社 ASTMAC & ASTMAC VDS 96

その他

ジェイティ エンジニアリング株式会社 JoyWatcherSuiteBA 69

新川電機株式会社 UnityBoy G3 71

株式会社ダイセック MES Base Objects 73
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機器　分類別
分類 会社名 製品名 掲載頁

温調計 理化工業株式会社 モジュール型　温度/プロセス調節計　SRZシリーズ 131

ビジョンシステム コグネックス株式会社 In-Sight EZ シリーズ 108

RFID

株式会社ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ　BIS C-487-00 115

RFIDコントローラ　BIS C-488-00 116

RFIDコントローラ　BIS M-688-00_ 117

RFIDコントローラ　BIS S-402-30 118

RFIDコントローラ　BIS S-403-00 119

三菱電機エンジニアリング株式会社
RFIDインタフェースユニット 
EQ-V680D1 
EQ-V680D2

126

レーザ変位センサ パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社
HL-C2 112

HL-G1 113

その他センサ SC-GU3-01 114

LED表示ボード 株式会社パトライト 屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE 111

ナットランナー 三洋機工株式会社 SDNR型ナットランナー 109

端子台 三菱電機エンジニアリング株式会社 ＦＡグッズ 123

その他

クオリカ株式会社 CareQube専用情報収集端末 107

東芝テック株式会社 B-SA4TM 110

三菱電機エンジニアリング株式会社

CC-Link用ハンディラインテスタ 
EHLT01（CC-Link/LT用） 
EHLT02（CC-Link用）

120

CompactPCI対応 
CC-Link IEコントロ-ラネットワ-ク インタフェースボード 
ECP-CLECBD 
ECP-CLECBDS

121

CompactPCI対応　CC-Link インタフェースボード 
ECP-CL2BD

122

MELSEC-AｎS用リニューアルツール 124

MELSEC-A用リニューアルツール 125

シーケンサ教育機材　FA-T-P01 127

株式会社ユニテック

BAQ08V 128

BLQ08W 129

BP750-PM 130
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機器　ソリューション別
ソリューション 会社名 製品名 掲載頁

計装
株式会社ユニテック

BAQ08V 128

BLQ08W 129

BP750-PM 130

理化工業株式会社 モジュール型　温度/プロセス調節計　SRZシリーズ 131

安全 株式会社パトライト 屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE 111

リニューアル

株式会社ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ　BIS C-487-00 115

RFIDコントローラ　BIS C-488-00 116

RFIDコントローラ　BIS M-688-00_ 117

RFIDコントローラ　BIS S-402-30 118

RFIDコントローラ　BIS S-403-00 119

三菱電機エンジニアリング株式会社

ＦＡグッズ 123

MELSEC-AｎS用リニューアルツール 124

MELSEC-A用リニューアルツール 125

省エネ 株式会社ユニテック
BAQ08V 128

BP750-PM 10

品質管理

コグネックス株式会社 In-Sight EZ シリーズ 108

三洋機工株式会社 SDNR型ナットランナー 109

東芝テック株式会社 B-SA4TM 110

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

HL-C2 112

HL-G1 113

SC-GU3-01 114

株式会社ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ　BIS C-487-00 115

RFIDコントローラ　BIS C-488-00 116

RFIDコントローラ　BIS M-688-00_ 117

RFIDコントローラ　BIS S-402-30 118

RFIDコントローラ　BIS S-403-00 119

三菱電機エンジニアリング株式会社
RFIDインタフェースユニット 
EQ-V680D1 
EQ-V680D2

126

生産管理

三洋機工株式会社 SDNR型ナットランナー 109

東芝テック株式会社 B-SA4TM 110

株式会社パトライト 屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE 111

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

HL-C2 112

HL-G1 113

SC-GU3-01 114

株式会社ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ　BIS C-487-00 115

RFIDコントローラ　BIS C-488-00 116

RFIDコントローラ　BIS M-688-00_ 117

RFIDコントローラ　BIS S-402-30 118

RFIDコントローラ　BIS S-403-00 119

三菱電機エンジニアリング株式会社

ＦＡグッズ 123

RFIDインタフェースユニット 
EQ-V680D1 
EQ-V680D2

126
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ソリューション 会社名 製品名 掲載頁

トレーサビリティ

コグネックス株式会社 In-Sight EZ シリーズ 108

三洋機工株式会社 SDNR型ナットランナー 109

東芝テック株式会社 B-SA4TM 110

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

HL-C2 112

HL-G1 113

SC-GU3-01 114

三菱電機エンジニアリング株式会社
RFIDインタフェースユニット 
EQ-V680D1 
EQ-V680D2

126

稼動管理

クオリカ株式会社 CareQube専用情報収集端末 107

株式会社パトライト 屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE 111

株式会社ユニテック BLQ08W 129

その他

三菱電機エンジニアリング株式会社

CC-Link用ハンディラインテスタ 
EHLT01（CC-Link/LT用） 
EHLT02（CC-Link用）

120

CompactPCI対応 
CC-Link IEコントロ-ラネットワ-ク インタフェースボード 
ECP-CLECBD 
ECP-CLECBDS

121

CompactPCI対応　CC-Linkインタフェースボード 
ECP-CL2BD

122

ＦＡグッズ 123

シーケンサ教育機材 
FA-T-P01

127

株式会社ユニテック

BAQ08V 128

BLQ08W 129

BP750-PM 130

機器　ソリューション別（つづき）
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機器　業種別
業種 会社名 製品名 掲載頁

製造業一般

クオリカ株式会社 CareQube専用情報収集端末 107

コグネックス株式会社 In-Sight EZ シリーズ 108

三洋機工株式会社 SDNR型ナットランナー 109

東芝テック株式会社 B-SA4TM 110

株式会社パトライト 屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE 111

パナソニック電工ＳＵＮＸ株式会社

HL-C2 112

HL-G1 113

SC-GU3-01 114

株式会社ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ　BIS C-487-00 115

RFIDコントローラ　BIS C-488-00 116

RFIDコントローラ　BIS M-688-00_ 117

RFIDコントローラ　BIS S-402-30 118

RFIDコントローラ　BIS S-403-00 119

三菱電機エンジニアリング株式会社

CC-Link用ハンディラインテスタ 
EHLT01（CC-Link/LT用） 
EHLT02（CC-Link用）

120

CompactPCI対応 
CC-Link IEコントロ-ラネットワ-ク インタフェースボード 
ECP-CLECBD 
ECP-CLECBDS

121

CompactPCI対応　CC-Linkインタフェースボード 
ECP-CL2BD

122

ＦＡグッズ 123

MELSEC-AｎS用リニューアルツール 124

MELSEC-A用リニューアルツール 125

RFIDインタフェースユニット 
EQ-V680D1 
EQ-V680D2

126

理化工業株式会社 モジュール型　温度/プロセス調節計　SRZシリーズ 131

自動車

株式会社パトライト 屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE 111

株式会社ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ　BIS C-487-00 115

RFIDコントローラ　BIS C-488-00 116

RFIDコントローラ　BIS M-688-00_ 117

RFIDコントローラ　BIS S-402-30 118

RFIDコントローラ　BIS S-403-00 119

半導体 株式会社ビー・アンド・プラス

RFIDコントローラ　BIS C-487-00 115

RFIDコントローラ　BIS C-488-00 116

RFIDコントローラ　BIS M-688-00_ 117

RFIDコントローラ　BIS S-402-30 118

RFIDコントローラ　BIS S-403-00 119

物流 株式会社パトライト 屋内用LED表示ボード　VM96A-108TE 111

公共 株式会社ユニテック

BAQ08V 128

BLQ08W 129

BP750-PM 130

その他

三菱電機エンジニアリング株式会社 シーケンサ教育機材　FA-T-P01 127

株式会社ユニテック

BAQ08V 128

BLQ08W 129

BP750-PM 130



●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュ
　アル」をお読みください。
●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるよう
　な状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造され
　たものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
　テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大
　な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェール
　セーフ機能をシステム的に設置してください。

安全にお使いいただくために
この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの
組合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありません。ご採用にあたり
ましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様で
の機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、
事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責
任を負いかねます。

ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意

本社機器営業部・・・・・ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号（東京ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （03）3218-6760
北海道支社・・・・・・・・・・・・ 〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （011）212-3794
東北支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （022）216-4546
関越支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビルランド・アクシス・タワー34階）・・ （048）600-5835
新潟支店・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （025）241-7227
神奈川支社・・・・・・・・・・・・ 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （045）224-2624
北陸支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （076）233-5502
中部支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （052）565-3314
豊田支店・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （0565）34-4112
関西支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （06）6347-2771
中国支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （082）248-5348
四国支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （087）825-0055
九州支社・・・・・・・・・・・・・・・・ 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （092）721-2247

お問い合わせは下記へどうぞ
〒100-8310　東京都千代田区丸の内2丁目7番3号（東京ビル）

商標、登録商標などについて
Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Visio®、Word®、Excel®は、米国Microsoft Corporationの
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe®、Adobe® Reader®は、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。
Ethernetは、米国Xerox.co.ltdの登録商標です。
その他、記載されている会社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。

e-F@ctory Alliance
三菱FAパートナーカタログ

L（名）16025-A　1203（MDOC） 2012年3月作成この印刷物は、2012年3月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告
なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。
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