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植物工場向けイチゴ栽培状況可視化

システム

イチゴ植物工場の栽培状況のモニタリングシステム。

植物工場のイチゴ栽培室内に設置された光合成、蒸散量、CO2、水
温等の各種環境測定器から出力されるデータとIPカメラによる生育
画像を時系列DB(CLOUDSHIP)に取り込み、記録した時系列データを

RealBoardでの可視化と栽培生育分析に活用。

紡績系植物工場 非公開 500 2億6280万件 オンプレミス

[システム利用者数]
30人

[センサ構成]
光合成測定装置

蒸散量測定装置

二酸化炭素測定装置

温湿度

省エネマンション向けMEMS

パッシブ型循環空調を採用した高性能省エネルギーマンションのM
EMS(Mansion Energy Management 

System[マンション向けエネルギー管理システム]として採用。
エネルギー関連データに加え、EnOceanを活用した住空間のセンシ
ング結果をWebGL（Webブラウザ上での3D表示）技術を駆使し、
リアルタイムに3D表示する可視化を実現した。専用のクラウドサー
ビスを構築しバックエンドは時系列DB(CLOUDSHIP)でのエネルギ

ー及び稼働分析を実現。

マンションデベロッパ 非公開 150 1,500万件 クラウド

[システム利用者]
20人

[センサ構成]
電力計：4台

EnOcean温湿度：6台
EnOcean人感：2台
EnOcean照度：3台

赤外線リモコン制御：3台
ゲートウェイ：4台

晴海データセンタビル向けトイレ利用

状況提供サービス

データセンタ内のトイレ利用状況の見える化サービスと管理者向け

に長時間利用や稼働率測定といった稼働管理を実現した。

掃除時間帯の変更や人員配置の最適化によるコスト削減に寄与。

メガバンク子会社 非公開 150 360万件 クラウド

[サービス利用者]
約350人

[センサ構成]
EnOceanGateway: 6台

EnOcean開閉センサ：36台

豊洲大型オフィスビル向けトイレ利用

状況提供サービス

3フロアにわたるトイレ利用状況の見える化サービスと管理者向けに
長時間利用や稼働率測定といった稼働管理を実現した。

掃除時間帯の変更や人員配置の最適化によるコスト削減に寄与。

大手システムインテグレ

ータ
非公開 150 360万件 クラウド

[サービス利用者]
約1000人

[センサ構成]
EnOceanGateway: 6台
EnOcean開閉：36台

飯田橋高層オフィスビル向けトイレ

利用状況提供サービス

18フロアにわたるトイレ利用状況の見える化サービスと管理者向け
に長時間利用や稼働率測定といった稼働管理を実現した。

掃除時間帯の変更や人員配置の最適化によるコスト削減に寄与。

設備メーカ 非公開 350 750万件 クラウド

[サービス利用者]
約3000人

[センサ構成]
EnOceanGateway: 6台

EnOceanリピータ：12台
EnOcean開閉：55台

ファミリーレストラン店舗トイレ稼働

率管理システム

ファミリーレストランの店舗内トイレの利用状況管理システムに採

用。店舗設計におけるトイレ利用想定と実際の利用状況の比較とい

った分析に活用。EnOceanと対応4Gゲートウェイを採用することで
多店舗の計測と分析を実現した。

非公開

55万円/式

160

3万件

クラウド

[サービス利用者]
店舗設計部署及び営業部

[センサ構成]
EnOceanGateway: 4台
EnOcean開閉：16台

オフィスビル向け室内温熱環境およ

び空調機内温湿度の測定

EnOceanセンサを活用した、既存のオフィスビル環境の測定システ
ムに採用。

オフィス内環境（温度湿度）、ドア開閉の状態、設備の使用電力な

どをRealBoardを活用してセンシングされたデータの可視化及びデ
ータ管理を実現し、竣工後のオフィスビルメンテナンスの効率化を

実現。

建設ゼネコン

90万円/式

60

2万件

クラウド

[サービス利用者]
保守サービス部30人

[センサ構成]
EnOcean温湿度：20台
EnOcean電流計：4台

EnOceanGateway：2台

みまろぐクラウド・オンサイトエデ

ィション

https://www.bosys.co.jp/products_
solution.php

世界初の非接触バイタルセンサを採用した、介護施設向け見守りサ

ービスとして提供。2016年に竣工した白山台やすらぎ館（構造:鉄
骨4階建て延べ床面積：227.94㎡）の全70室をカバーする入居者を
見守るセンシングシステムを構築。バイタルセンサ監視によるナー

スコール警報やリアルタムの居室及びベッドのデータの可視化と集

計された見守り情報を介護記録システム（ブルーオーシャンノート

）に連携し自動記録を実現。

社会福祉法人 
やすらぎ会

非公開 2,000 2億件
オンプレミス/
クラウドハイ

ブリッド

[サービス利用者]
見守り対象：70名
介護スタッフ：50名

[センサ構成]
非接触バイタルセンサ：70台

IPカメラ：20台
居室数：70室

みまろぐクラウド
https://www.bosys.co.jp/products_

solution.php

世界初の非接触バイタルセンサを採用した、介護施設向け見守りサ

ービス「みまろぐクラウド」として提供。全国の大規模な特別養護

老人ホーム(特養)やサービス付き高齢者住宅(サ高住)へサービス展開
。バイタルセンサ監視によるナースコール警報やリアルタムの居室

及びベッドのデータの可視化と集計された見守り情報を介護記録シ

ステム（ブルーオーシャンノート）に連携し自動記録を実現。

株式会社ブルーオーシャ

ンシステム

5,133万円
(累計総額) 16,446 196億件 クラウド

[サービス利用者]
見守り対象：383名
介護スタッフ：280名

[センサ構成]
非接触バイタルセンサ：383台

IPカメラ：144台

スマコミライト
https://renkei- 

satsumasendai.jp/archives/6748

市中に設置されたスマートLED外灯に接続された4G内蔵のセンシン
グ装置から自治体専用のクラウドサービスにデータを収集し可視化

を実現。リアルタムによる市中の状況監視や蓄積データを活用した

人流や稼働率の分析に活用。

鹿児島TLO
株式会社岡野エレクトロ

ニクス

1,750万円 160 非公開 クラウド

[サービス利用者]
自治体関係者：30名

[センサ構成]
EnOceanビーコン：10台

EnOceanボタン：10台
サーモパイルカメラ：３台

IPカメラ：3台

QM weather.（クムウェザー） http://qmweather.jp/天気予報サイネージのクラウドサービス向けIoTプラットフォームサ
ービスを提供

quantum 1,430万円
(累計総額) 非公開 非公開 クラウド

[サービス利用者]
1,100名

[センサ構成]
出荷台数：1,100台

中国上海高度省エネルギービル向け

次世代BEMS
https://www.nedo.go.jp/news/pres

s/AA5_100799.html

上海科学院の新研究棟(省エネビル[16,000m2])の全フロアに無線式
LED管の照明制御や各席用スマートタップを設置し、オフィス環境
の節電制御を通じて圧倒的な省エネを実現するシステムを構築。

新エネルギー・産業技術

総合開発機構

パシフィックコンサルタ

ンツ株式会社

5,389万円 671 3億5267万件 オンプレミス

[サービス利用者]
１棟分の入居者

[センサ構成]
無線式LED管：1200本

EnoceanGateway：36台
スマートタップ：250台

BEMS連携

植物工場向け液肥及び重量計測システ

ム

植物工場の流量計、荷重センサ、温度計等のセンサデータ収集ゲー

トウェイとパネルディスプレイによるモニタリングシステムを構築

。

工業高等専門学校 非公開 100 32万件 オンプレミス 非公開

会議室状況管理システム

EnOceanを活用した会議室の使用状況管理と可視化サービスを提供
。会議室の有効活用や稼働率の把握により、実際の会議室予約との

乖離分析や予約方法の見直しに寄与。

コンサルティング会社 58万円 30 1576万件 クラウド

[サービス利用者]
30名

[センサ構成]
EnOceanGateway：2台

EnOcean開閉：6台
EnOcean人感：2台

執務室遠隔在席検知

EnOceanを活用した遠隔による執務室の在席と執務状況の管理と可
視化サービスを提供。管理者の目が行き届かない別棟オフィスの勤

怠状況管理や予実確認に活用し、業務の効率化に寄与。

キーテレビ局 非公開 4 210万件 クラウド

[サービス利用者]
20名

[センサ構成]
EnOceanGateway：2台

EnOcean人感：6台
EnOcean温湿度：2台

IoT見守りシステム向け時系列データ
ベース提供

IoT見守りシステムの時系列データ基盤として採用（ソフトウェアラ
イセンス提供）

大手システムインテグレ

ータ
非公開 1024 5382万件 クラウド

対象高齢者施設：25施設
見守り高齢者数：625

工場稼働モニタリングサービス

工場（生産・設備）稼働状況のモニタリングするシステムを構築。

クラウド自動監視による稼働の「アラーム通知」等の機能を搭載し

、リアルタイムの稼働が監視できる工場のデジタルトランスフォー

メーション(DX)の推進を実現。

製造装置メーカ 非公開 非公開 非公開 クラウド 非公開

スマート農業向け見える化サービス

農業ほ場環境を見える化し、いつでもどこでもほ場環境を把握・制

御できるクラウドサービスを構築。旧来のRDBベースのWebシステ
ムを本格的なIoTプラットフォームを備えた次世代型サービスとして

刷新。

非公開 非公開 30万 50億件 クラウド

[サービス利用者]
非公開

[センサ構成]
対象ほ場数：300箇所以上

他、詳細非公開

自走車部品工場FEMS
工場内の製造設備の電力計測による稼働監視と可視化のシステムを

構築。RealBoardによるリアルタイムの稼働が監視できる工場のデジ
タルトランスフォーメーション(DX)の推進をを実現。

自動車部品工場 100万円 3,078 1億6180万件 オンプレミス
計測対象機器: 32台

GW数: 4台

Ground-4D https://www.jafec.co.jp/solution/ca
t74/

土木基礎工事向け薬液注入リアルタイム可視化システム「Ground-4
D」を構築。注入装置からリアルタムに収集したデータをWebGL（

Webブラウザ上での3D表示）技術を駆使し、リアルタイムに3D表示
する可視化を実現し、作業状況を業務レポート化することで、工事

現場のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進をを実現。

日本基礎技術株式会社 非公開 4,495 2,175万件 クラウド

[サービス利用者]
約200名

[センサ構成]
非公開

Ground-4D for ダム https://www.jafec.co.jp/solution/ca
t74/

土木基礎工事向け薬液注入リアルタイム可視化システム「Ground-4
Dのダム工事向け 日本基礎技術株式会社 非公開 160,000 3億5000万件 クラウド

[サービス利用者]
約200名

[センサ構成]
非公開

コワーキングスペース向け大規模IoT
センシングプラットフォーム

大規模なコワーキングスペースの空間に関連するあらゆるデータを

多種多様なセンサ（EnOcean/Bluetooth等）により収集し、現地建
物内に構築した時系列データベース（CLOUDSHIP）を中心とするオ

ンプレミス型IoTプラットフォーム。

設備メーカ 1,800万円 2,300 11億6500万
件

オンプレミス 非公開

花きスマート農業技術実証事業向け圃

場管理システム

http://www.tohoku- 
hightech.jp/file/seminar/P3_smart.

pdf

スマート農業加速化実証プロジェクト実施課題向けのIoTプラットフ
ォーム及び可視化システムに、時系列データベース(CLOUDSHIP)と

RealBoardが採用され構築。先端技術の導入による計画的安定出荷に
対応した露地小ギク大規模生産体系の実証を効率的に実現。

食品産業技術総合研究機

構

エルム

非公開 62 32,587,200 クラウド
設置箇所数：2圃場

システム利用者数：20〜50人

温湿度及びCO2センサ向けIoTプラッ
トフォームサービス

温湿度及びCO2センサ向けIoTプラットフォームを構築。収集データ
を活用した密の見える化及び外部API連携サービスを実現。 センサメーカ 非公開 非公開 非公開 クラウド 非公開

密の見える化サービス

オフィス及び飲食店舗向けのCO2/温湿度センシングによる、密の見
える化及び密集検知警報と簡易的な換気装置制御用APIを搭載するサ

ービスを構築。

設備メーカ 非公開 220 9300万件 クラウド 非公開
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