
https:// iot.kyoto

デバイス製作からアウトプットまで
ワンストップでご提供

アナログセンサーと電源に接
続するだけでセンサーデータ
が可視化ができる！

積層信号灯に共締めして電源
に接続するだけで稼働状況が
可視化できる！

Modbus RTU 規格のデータを
クラウド上でセンシング・コン
トロール

その他にも画像認識やPLCデジタルツインなど、お客様に最適な構成をご提案いたします！

オリジナル製品

選んで始めるIoT
IoT STARTER PACK

アウトプットデバイス

or

（閉域網）

クラウド

SORACOM
Beam

SORACOM
Funnel

AWS IoT Core

Amazon Kinesis

AWS Lambda

アマゾン ウェブ サービス

Amazon DynamoDB



IoT.kyoto オリジナル製品　
アナログセンサー(4-20mA)用クラウドアダプタ

・最大2ch/4chまでのアナログ4-20mA入力に対応 
 (リード線の長さや先端加工はご希望を承ります)
・アナログセンサーと電源に接続するだけ、他の機器は不要
・最小データ送信インターバルは1秒(インターバルは調整可能)
・データは電流瞬時値を0~20.00の数値もしくはマッピング値で送信
・オプションとしてSORACOM Harvestへのデータ蓄積も可能
・電源はUSB-Aポート(AC100V用アダプタが付属)またはDC24Vで給電
・SORACOM Air SIMが付属(本製品1台につき1枚)
・LTE電波(DoCoMo/au)が届くところで利用可能

・最大2ch/4chまでのアナログ4-20mA入力に対応 
 (リード線の長さや先端加工はご希望を承ります)
・アナログセンサーと電源に接続するだけ、他の機器は不要
・最小データ送信インターバルは1秒(インターバルは調整可能)
・データは電流瞬時値を0~20.00の数値もしくはマッピング値で送信
・オプションとしてSORACOM Harvestへのデータ蓄積も可能
・電源はUSB-Aポート(AC100V用アダプタが付属)またはDC24Vで給電
・SORACOM Air SIMが付属(本製品1台につき1枚)
・LTE電波(DoCoMo/au)が届くところで利用可能

価格(税抜)：最大2ch入力 ¥48,000-
               最大4ch入力 ¥65,000-

・PLCは各社製品に対応

・データロガーはModbusに
　対応

FA機器からのデータ収集に

お客様PLC/
データロガー

Modbus RTU規格に対応した
産業用センサーとアクチュエ
ーターをMORAT GWを繋い
でクラウド上でセンシングデ
ータを収集＆アクチュエータ
ーで制御

Modbus RTU
対応センサー電源レスで手軽に

センサーを設置

EnOceanセンサー

・温湿度
・CO2
・人感
・プッシュスイッチ
・電流
・積層信号灯

既存の機器からの
データ収集に

お客様機器

・LAN接続でCSVファイル
　をFTP送信
・シリアル送信
　(別途個別見積)

OpenBlocks IoT
オリジナル製品

で可視化

クラウド

クラウドアダプタ

アナログセンサーに接続す
るだけでA/D変換後のデー
タをクラウド上のデータベ
ースに蓄積する

アナログセンサー(4-20mA)用 積層信号灯監視(LTE版)

生産ラインの稼働率を
手軽に可視化
既存の積層信号灯にアドオ
ンするだけで稼働情報を簡
単にデータを収集

基地局に直接送信するので受信機は不要

オリジナル製品

デバイスゲートウェイ
+セルラー通信対応ルーター

グラフ画面

・完全無料
・同時に複数のグラフ、積層信号灯の点灯状況を可視化
・WEBブラウザからの操作のみで直感的に設定が可能
・最短1秒更新のリアルタイムで表示

・言語切替（英語／日本語）
・表示データをCSV形式でダウンロード
・スマホ対応

積層信号灯監視画面

・既存の様々なサイズの積層信号灯に対応可能
・積層信号等に共締めして電源に接続するだけ、他の機器は不要
・信号灯は3色まで
・電源はUSB-Aポート(AC100V用アダプタが付属)
 またはDC24Vで給電
・SORACOM Air SIMが付属(本製品1台につき1枚)
・LTE電波(DoCoMo/au)が届くところで利用可能
・EnOcean版もあります(表面参照)

・既存の様々なサイズの積層信号灯に対応可能
・積層信号等に共締めして電源に接続するだけ、他の機器は不要
・信号灯は3色まで
・電源はUSB-Aポート(AC100V用アダプタが付属)
 またはDC24Vで給電
・SORACOM Air SIMが付属(本製品1台につき1枚)
・LTE電波(DoCoMo/au)が届くところで利用可能
・EnOcean版もあります(表面参照)

IoT.kyoto オリジナル製品
積層信号灯監視（LTE版）

価格(税抜)：¥70,000-

FLOW

OR SORACOM Beam (閉域網)SORACOM Funnel
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顔認証ベーシックパック

PLC/データロガー連携

システム連携
（API連携）

価格(税抜)

標準搭載(AWS環境構築一式) ￥120,000

OpenBlocks EX1 ￥90,000

可視化アプリ（IoT.kyoto VIS） 無料

現地／リモート設定作業 (交通費別途) ¥50,000

計 ¥260,000～

※インターフェイス開発は別料金となる場合があります

価格(税抜) ￥500,000～
パック内容

・Vieurekaカメラ 1台（広角 または 望遠）

・iPad用WEBアプリ画面

　・顔写真登録(iPadのカメラを使用) 

　・リアルタイム認識結果表示

　・人物/年齢/性別（年齢・性別はAIによる判定）

　・登録ユーザーメンテナンス

・認証ログCSV出力

オプション

・画面カスタマイズ

・外部機器連携

価格(税抜)

標準搭載 (AWS環境構築一式) ￥120,000

デバイスゲートウェイ (LTEルーター/設定作業込み)  ￥285,000

可視化アプリ（IoT.kyoto VIS）  無料

現地／リモート設定作業 (交通費別途) ¥50,000

計 ¥455,000～

お客様の既存機器

OpenBlocks IoT EX1

LAN接続
or

シリアル通信

SORACOM Air SIM

+

インターフェイスをもつ既存の機器からデータを収集したい

特徴
・現役設備をそのまま利用可能！
・FTP／シリアル通信／ソケット通信などを経由してデータを収集
・素早く安価にIoT化できる

VieurekaカメラとiPad用WEBアプリ画面、認証ログ出力をパッケージ化
はじめにiPadのカメラで顔写真を登録します。登録された人がVieurekaカメラ
に映ると、顔認証結果をリアルタイムでWEBアプリ画面に表示します。また、他
システムや電子錠などの設備との連携も可能です。

例えば
・既存の機器に新たな付加価値としてIoTを導入し、遠隔で使用状況を可視
化できるようにする

Vieureka PFは高性能なCPUを搭載したVieurekaカメラを使ってAIを活用した画像解析を行い、解析結果をクラウド上に送り、

データを収集／分析／活用できるプラットフォームです。カメラ内の機能はクラウド上で保守・管理・アップデートが可能で、物理

サーバーの設置や運用も不要です。

Vieureka PF

アプリの追加・更新

カメラの管理

メタデータ・画像

Vieureka Manager

Web画面

活
用
例

電子錠チェックイン フラッパーゲート I/Fをもつ設備との連携

powered by Panasonic

エッジコンピューティングカメラとWEBアプリケーションがつくる新たな世界

既存機器連携

AWS Lambda

Amazon Kinesis

Amazon DynamoDB

PLC デバイス
ゲートウェイ

Amazon DynamoDB

AWS IoT Core

SORACOM
Funnel

or

SORACOM
BeamSORACOM

Air SIM

LTEルーター

+

PLCやデータロガーのデータを抜き出しデジタルツインを実現したい

特徴
・センサーデータやFA機器の制御情報を簡単にクラウドに送信
・デジタルツイン(工場などの物理的なモノで構成された世界をそっくり         
そのままデジタル上でリアルタイムに再現すること)を実現

例えば
・工場の電力デマンドを監視する
・デジタルツインによるシミュレーションを行い、工場設備の修繕時期を予想する

導入事例
株式会社ユーシン精機様

導入事例
トーア紡マテリアル株式会社様

画像解析App

設備連携

・



価格(税抜)

標準搭載(AWS環境構築一式) ￥120,000

EnOcean 温湿度センサー ￥22,000

受信オプション ¥18,000

OpenBlocks EX1 ¥90,000

可視化アプリ（IoT.kyoto VIS） 無料

計 ¥250,000～

・「①EnOceanセンサー」のうち太陽電池を使用しているものは、

推奨環境(200～1000lxの室内光が1日8時間以上、太陽電池

部分に照射 )内でご利用ください

・「②OpenBlocks IoT」、「④デバイスゲートウェイ」、

「⑤IoT.kyoto CurrenTIA」、「⑥IoT.kyoto SigTIA」および

「FlashAir パターン」はACアダプタ、またはDC24V

（IoT.kyoto CurrenTIA/IoT.kyoto SigTIAのみ）による電源供給

が必要です

・「⑥IoT.kyoto SigTIA」をご注文の際は積層信号灯のメーカー発

行図面もしくは縦方向の各色寸法がわかる書面をご提示ください

・特に断りのない限り、動作推奨環境は「0～40℃、結露なきこと」

となります

利用規約(https://iot.kyoto/contract/)もあわせてご確認ください

EnOceanセンサーパターン

EnOcean
温湿度センサー

OpenBlocks
IoT EX1

SORACOM
Air SIM

+ +AWS Lambda

Amazon DynamoDB

AWS IoT Core

SORACOM
Funnel

+
WioLTE GPSセンサ

SORACOM Air SIM

SORACOM
Harvest

SORACOM
Lagoon

電池レスのセンサーで手軽にセンシングしたい

特徴
・太陽光や電灯光で発電するので電源不要
・温湿度、開閉、人感など様々なデータをセンシング
・センサーとゲートウェイ間は無線で通信

例えば
・倉庫内で商品の適正温度を温湿度センサーで管理
・人感センサーを用いて会議室の稼働状況を確認

価格(税抜)

FlashAirパターン基本セット　￥150,000

※FlashAir x1／LTEルータ x1／AWS環境構築

FlashAir 1枚追加　￥10,000

LTEルーター 1台追加　￥16,000

計 ¥150,000～

※FlashAir 1枚、LTEルーター1台の場合

FlashAirパターン

LTEルーター

SORACOM
Air SIM

+
+

AWS Lambda

SDカード／コンパクトFlashスロットのあるロガーのデータを
クラウドに集めたい

特徴
・ロガーやカメラなどのデータをほぼリアルタイムで確認
・バイナリファイルはいつでも取り出し可能

例えば
・遠隔地に設置したロガーの計測値をリアルタイムで確認
・カメラで撮影した画像をクラウドで画像認識にかけ、異常をすばやく察知

価格(税抜)

WioLTEデバイス(センサー込み) ￥50,000~

SORACOM Lagoon ダッシュボード作成 ￥80,000

※SORACOM Lagoonをご利用の場合

計 ¥130,000～

WioLTEパターン

マイコンを使ってカスタムIoTデバイスを製作したい

特徴
・Groveシステムの各種センサーやアクチュエーターが利用可能
・短納期でIoTデバイスのプロトタイプを製作
・双方向通信でブザーや接点を作動できる

例えば
・各種センサーを利用したテレメトリング
・GPSによる位置トラッキング
・1次電池で長期駆動するIoTデバイス
・センシング結果をクラウドで分析し、結果に基づき機器を制御
・各種センサーとともにボックスに組み込むことも可能

※GPSセンサーとSORACOM Lagoonを用いた一例です。その他、各種センサーやアクチュエーター、
　可視化アプリ（IoT.kyoto VIS）のご利用が可能です。

バ
イ
ナ
リ
フ
ァ
イ
ル
を

L
T
E

ル
ー
タ
ー
に
送
信

バイナリファイル
取り出し

カメラ

データロガー

各種産業機器

東芝 FlashAir

導入事例 フジテック様

SORACOM
Beam

Amazon API Gateway

Amazon S3

ご注文の前に必ずご確認ください（1）

導入事例 東亜紡織株式会社様



IoT.kyoto MORAT GW(モラットゲートウェイ)をModbus RTU対応の電力モニタと接続し、工場、ビル、大型商業

施設、事業所や学校など、省エネルギーを推進する設備に対し、電力デマンドの可視化、遠隔制御を行います。

IoT.kyoto MORAT GW(モラットゲートウェイ)をModbus RTU対応の電力モニタと接続し、工場、ビル、大型商業

施設、事業所や学校など、省エネルギーを推進する設備に対し、電力デマンドの可視化、遠隔制御を行います。

特徴

・市販のFA機器やアクチュエーターが利用可能！

・レトロフィット（既存設備や工場のIoT化）に最適

・手軽に精度の高いセンシング＆アクチュエートを実現

・大規模な工事が不要

・LTE電波(DoCoMo/au)が届くところで利用可能

特徴

・市販のFA機器やアクチュエーターが利用可能！

・レトロフィット（既存設備や工場のIoT化）に最適

・手軽に精度の高いセンシング＆アクチュエートを実現

・大規模な工事が不要

・LTE電波(DoCoMo/au)が届くところで利用可能

・複数のセンサー、アクチュエーターはデイジーチェーン(数珠つなぎ)で接続

・電力デマンドコントロールに特化したダッシュボード画面もご用意（有償）

※アクチュエートロジックについては要件を伺って個別見積もりになります。

・複数のセンサー、アクチュエーターはデイジーチェーン(数珠つなぎ)で接続

・電力デマンドコントロールに特化したダッシュボード画面もご用意（有償）

※アクチュエートロジックについては要件を伺って個別見積もりになります。

IoT.kyoto MORAT GWによる電力デマンドコントロール

で可視化

Modbus RTU対応センサー

温湿度センサー
電力量センサー
流量計
etc...

Modbus RTU対応
アクチュエーター
リレー
接点
温度調節機
専用コントローラー
etc...

Modbus RTU対応機器で手軽にセンシング＆コントロール

クラウド

接点または
リレーで
機器を制御

・Modbus機器の調達および設置、配線工事はお客様にて

手配ください(一般的なFA機器の設置工事と同等です)

・IoT.kyoto MORAT GWの仕様は以下の通りです

電源：DC10～30VまたはAC100V(ACアダプタ)

動作温度：-20℃～＋60℃

動作湿度：5%～85%RH

・IoT.kyoto MORAT GW1台あたりのModbus機器の接続台数が

増えるほど、全台からのデータ収集にかかる時間は増加します

SORACOM
Air SIM

+ SORACOM
Beam

AWS IoT Core AWS Lambda Amazon DynamoDB
アクチュエート

データ収集データ収集

価格(税抜)

IoT.kyoto MORAT GW本体 ￥180,000
※Modbus機器5台分の設定費用を含みます

Modbus機器追加　  ￥5,000／台
※初回設置時、6台目以降

設置後のModbus機器追加費用 ￥40,000

※2台目以降 ￥5,000／台

 

クラウド構築費  ￥120,000 ※初回のみ

現地設定費   ￥50,000 ※交通費別途、訪問1回 

Modbus機器調査費  ￥30,000～ 　 
※当社検証済み機器以外を接続される場合のみ

 IoT.kyoto VIS  無料

電力デマンドダッシュボード ￥300,000～ 　

保守費用   ￥10,000／月～

電力デマンドダッシュボード
(カスタマイズ)

リレー

CO2センサ 電力量モニタA 電力量モニタB

デイジーチェーンデイジーチェーン

ご注文の前に必ずご注意ください（2）

設置例

※デモ画面



〒604-8151　京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227 第12長谷ビル2F Tel:075-229-6340 Fax:075-229-6341
〒105-0004　東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル8F Tel:03-5510-7077 Fax:03-5510-7078 
〒450-0003　名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル19F  Tel:052-569-5558 Fax:052-569-5580
〒541-0048　大阪市中央区瓦町3丁目3-7 瓦町KTビル5F  Tel:06-6203-8158 Fax:06-6203-8159株式会社 KYOSO

□右記2点に同意します。 （✓を付けてください） ・裏面下部「ご注文の前に必ずご確認ください(1)、(2)」の記載事項
・IoT.kyotoの利用規約 （https://iot.kyoto/contract/）

075-229-6341FAX

お
客
様
情
報

お客様氏名
フリガナ

メールアドレス
印

会社名

部署名 電話番号

ご注文日 20　　　　年　　　　　月　　　　　日

-　　　　　　-

-　　　　　　-

ご住所 〒

商品送付先／
現地設置先

【同上　・　上記と異なる】※上記と異なる場合は以下にご記入ください

［住　　所］　〒

［宛　　名］
［電話番号］

ご
注
文
内
容

品名 単価（価格は税抜）

AWS環境構築一式 ￥120,000-

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥総 額

可視化アプリ（IoT.kyoto VIS） 無料

①EnOceanセンサー

温湿度センサー ￥22,000-

CO2センサー ￥72,000-
人感センサー ￥44,000-

プッシュスイッチ ￥30,000-
（¥35,000～）

積層信号灯監視(EnOcean版) ￥58,000-

￥180,000-

クランプCT(電流センサー)
5～600A／各種ケーブル径対応／最大3ch

③IoT.kyoto MORAT GW（Modbus機器 5台の設定費用込）
初回設置時、Modbus機器6台目以降は追加費用 ¥5,000-/台

￥￥70,000-

￥FlashAirパターン基本セット ￥150,000-

￥FlashAir 1枚追加 ￥10,000-

￥LTEルーター 1台追加 ￥16,000-

￥

￥

￥

￥

⑥IoT.kyoto SigTIA [積層信号灯監視(LTE版)]

最大2ch入力

最大4ch入力
￥

￥
⑤IoT.kyoto CurrenTIA
[アナログセンサー(4-20mA)用クラウドアダプタ]

￥48,000-

￥65,000-

￥
④デバイスゲートウェイ

￥285,000-※ 本体／LTEルーター／設定作業込み
※ 動作保証：0～40℃ (-20～60℃対応はプラス¥17,000)

数量（ご記入ください） 金額（ご記入ください）

標準搭載

セ
ミ
カ
ス
タ
ム
メ
イ
ド
パ
タ
ー
ン

F
lashA

ir

パ
タ
ー
ン

￥現地/リモート設置（※交通費別途） ￥50,000-

SORACOM料金／AWS料金 ／AWS運用(障害発生時の復旧)／データ送信(FlashAirパターンのみ)

IoTスターターパック注文書

受信用オプション【必須】
(OpenBlocks IoT EX1用ボード) ￥18,000-

お問い合わせにご注文書を添付してご注文ください

保守サービス（任意） ￥10,000～

￥
￥￥
￥￥

￥

￥

②OpenBlocks IoT
￥

￥

BX5 ￥80,000-

EX1 ￥90,000-


