


福岡県では、「福岡県IoT 推進ラボ」を中心に、IoT関連産業の
振興に取り組んでいます。

県内企業の開発製品の特性を広くPRすることで、さらなるビジ
ネス展開を支援するため、令和元年１０月から「福岡県IoT 認定
製品」の募集を開始しました。

※ 製品自体の機能や性能、品質、信頼性等を保証するものではありません。

１．福岡県IoT認定製品とは

２．認定製品に対する支援
①認定ロゴマークの使用
②大型展示会への出展支援
③専用ホームページ等での広報支援

▲認定ロゴマーク

P1
Product.1 Picot(ピコット)＆スイッチテレコール クラウドサービス (株)E&I
Product.2 BLE5.0センサーメッシュネットワーク (株)IndyGo

P2
Product.3 雨量観測システムEQROS～局地豪雨対策ソリューション～ エコー電子工業(株)

Product.4 イチゴ農園における自動制御ドローンによる
病気・収穫時期自動検知システム (株)エフェクト

P3
Product.5 飲酒運転防止IoTシステム（車内設置型アルコール検知器） (株)エフェクト
Product.6 見守りアプリmovie note 楽研(株)

P4
Product.7 非接触バイタルセンサー レガーメ 楽研(株)

(株)システムジャパン
Product.8 人財成⾧支援システム モノドン (株)くじらシステム開発

P5
Product.9 八女伝統本玉露栽培支援システム（被覆管理）

(株)システムフォレスト
Product.10 窯業焼成炉IoT管理システム

p6
Product.11 小型哺乳類害獣捕獲遠隔監視IoT「Smart Trap」

(株)システムフォレスト
Product.12 みえる豚（養豚業IoT管理）

P7
Product.13 近接目視・打音検査等を用いた飛行ロボットによる点検システム 新日本非破壊検査(株)
Product.14 SPOCOMM Industry (株)スポーツセンシング

P8
Product.15 リハビリウム起立の森 正興ITソリューション(株)
Product.16 画像・図面比較システムＭＩＩＤＥＬ (株)TRIART

P9
Product.17 低価格を実現したIoTため池管理システム (株)Braveridge
Product.18 Ｐａｎａｃｅａ（パナシア） ミシマ・オーエー・システム(株)

P10
Product.19 汎用型RPA ROBOWARE

リーディングエッジ(株)
Product.20 汎用型業務自動化ツール“F.A.W.”

P11
Product.21 ＩｏＴ次世代見守り支援システム eMamo

(株)リンクジャパン
Product.22 今あるメーターをスマート化 eMeter

P12
Product.23 SwiftGPS 車両動態管理システム (株)ロジネットシステムズ

Product.24 スマートバス停＆クラウドサービス (株)YE DIGITAL 
西鉄エム・テック(株)

― 本誌に掲載されている製品以外の認定製品紹介 ―
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独居の高齢者を見守るPicot（ピコッ
ト）や在宅介護用の通報装置スイッチ
テレコールとつながり、センサーやス
イッチからのアラートを家族や事業者
へメールのみだけでなく、LINEやSMS、
電話コールでの通知を可能としたクラ
ウドサービス。

Picotは、双方向の情報通信ができ、
安価で拡張性の高いシステム。

株式会社Ｅ＆Ｉ
■所在地:福岡市博多区博多駅前3-16-10 4F
■代表者:宇多 博之
■設 立:2008年1月
■問合先:092-409-1605

宇多代表取締役

弊社は、九州大学や総合せき損セン
ターと共同開発を行っており、ヘルスケ
アや福祉分野の最先端の研究や現場ニー
ズを取り入れたシステムやアプリおよび
ハードウェアを開発、提供しております。

ほぼ内製のため、幅広い分野へのカス
タマイズを低コストで実現します。

６万円～（Picot本体、タブレット、初期設定）

株式会社IndyGo
■所在地:福岡市中央区天神2-3-36
■代表者:クマール ラジェッシュ
■設 立:2014年4月
■社員数:7名
■問合先:092-982-6358 クマール代表取締役社⾧

IndyGo社はインドの最先端ソフト
ウエア技術、及び安価な労働力を積極
的に活用しているグローバル企業です。

独自開発の自己修復機能付BLEメッ
シュネットワーク技術は、他社に追従
を許さない世界トップレベルのIoTソ
リューションです。

独自ファームウエアによるBLE5.0（Bluetooth Low 
Energy）メッシュネットワークを使うことにより、低コ
ストで拡張性、信頼性を高めたIoTソリューションを実現。

産業用向けに①機械設備の振動、温度の監視による故障
や不具合の予兆検知②冷蔵設備や倉庫の温度、湿度監視
③ビルのエネルギーマネジメント④ヒト・モノのトラッキ
ングシステムを提供。

50万円～
（センサーモジュールx10台、ゲートウエイ、初期設定）



2

株式会社エフェクト
■所在地:福岡市博多区博多駅南2-1-5

博多サンシティビル5F
■代表者:光安 淳
■設 立:2012年4月
■社員数:38名
■問合先:092-409-1723 光安代表取締役

ハウス内での利用を考慮し、GPS未使用
の自律飛行技術を開発。この技術はGPSの
届かない屋内のインフラ点検など、様々な
用途で応用可能となっています。また、弊
社の強力なAIチームが、各利用者様のご
希望に沿ったAIのチューニング（収穫可
否の判断基準など）も実施します。

自律飛行ドローンによるイチゴ農園監視システム。
AI搭載の自律飛行ドローンが、収穫可否や病気を自
動検知し生産者に通知。同時に、ドローン搭載の環
境センサーにより、農園内の環境もむらなくモニ
ター。ドローンを採用したことにより、農園の改造
は一切不要。手軽で安価な導入を実現し、イチゴ生
産者の省力化に貢献。【試作開発中】

50万円／台※予定

雨量の状況を気象庁検定雨量計で取得し、住民自身の状況
判断として、また市町村では雨量状況をきめ細かく観測する
ことで、災害に備えることができるシステム。

優れた無線通信技術による高い拡張性を有し、太陽光・蓄
電池で駆動するため大規模な電源工事が不要。従来のシステ
ムより低価格を実現。

柗本代表取締役社⾧

本製品のIoTゲートウェイ機
「QRIoT」は小規模データの中継に
特化したIoTゲートウェイです。

通信回線を通して各種センサーの
情報をインターネットやクラウドに
上げる役割を担っています。

軽量コンパクトで様々なソリュー
ションでご利用いただけます。

気象庁検定雨量計、LTE/雨量センサユニット、
ソーラーパネル、バッテリ、外接箱、初期設定

エコー電子工業株式会社
■所在地:福岡市博多区東比恵3-1-2

東比恵ビジネスセンター9階
■代表者:柗本 淸人
■設 立:1963年4月
■社員数:247名

（2019年4月1日現在:連結）
■問合先:092-471-0848

約100万円
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楽研株式会社
■所在地:福岡市中央区天神1-1-1 

アクロス福岡1F fabbit
■代表者:青木 孝之
■設 立:2014年11月
■社員数:5名
■問合先:080-3961-3972 青木代表取締役

１．見やすく操作しやすいインターフェイスを実現
２．独自開発のビデオ電話機能により、優れた通話

品質をご提供
３．専用機器不要で見守りカメラや監視カメラとして

利用可能
４．録画機能及び双方向に書き込み可能な画像保存

機能を搭載
５．各種IoTセンサーやコールボタンと連動で外部

機器が取得した情報を一覧表示

介護施設や独居高齢者宅での見守り、テ
レワーク現場などで幅広く活躍中のビデオ
電話機能を持ったプラットフォームアプリ。

三者間通話や撮影画像への双方向書き込
み機能を有し、録画も可能。

自社製品以外のIoT機器/センサーとも
連動でき、ニーズに合わせた柔軟性が強み。

初期費用 8,000円/ｱｶｳﾝﾄ、月額費用 1,150円/ｱｶｳﾝﾄ
※センサー連動費用やグループ登録料など、必要に応じて都度お見積り

車内設置型アルコールセンサーを用い、
常時運転者の飲酒（呼気のアルコール濃
度）を監視。

チェック結果は逐次サーバへ3G送信を行
い、運行管理者による安全確認と必要に応
じた運転者への注意喚起が可能なシステム。

既存の他製品では、乗車前に
能動的にチェックを行う事はで
きますが、弊社のこのシステム
は、運転者が特に意識すること
なく常時チェックが実施され、
かつ管理者へリアルタイムで通
知出来る点が特⾧です。

50万円／台

光安代表取締役

株式会社エフェクト
■所在地:福岡市博多区博多駅南2-1-5

博多サンシティビル5F
■代表者:光安 淳
■設 立:2012年4月
■社員数:38名
■問合先:092-409-1723
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非接触で呼吸や脈拍、体の動きを感知するバイタルセンサー。独自アルゴリ
ズムを用いてマイクロ波の反射波を的確に周波数解析することで、類似製品で
は実現できない高い精度のデータ取得を実現。

介護施設のベッド周りに設置すれば、入居者のバイタル確認や異変感知が可
能で職員の労務軽減につながり、また独居高齢者宅の天井に設置すればレガー
メが住人の行動解析を行い、異変情報はすぐに家族に通知される。

株式会社システムジャパン
■所在地:東京都中央区日本橋兜町

16-5 Y’sビル3F
■代表者:七里 芳輝
■設 立:2015年8月
■社員数:7名
■問合先:03-6661-2630

株式会社システムジャパン
七里代表取締役

ベッドにいる人の呼吸数/
脈拍数/体動データを徹底的
に解析することで離床予測を
可能にした世界初のセンサー
です。

同解析方法により、これま
で不可能とされてきた動作中
や車内の振動の中での呼吸数/
脈拍数の取得、また３メートル
離れた対象の検知も可能としました。

15万円／台～

楽研株式会社
■所在地:福岡市中央区天神1-1-1 

アクロス福岡1F fabbit
■代表者:青木 孝之
■設 立:2014年11月
■社員数:5名
■問合先:080-3961-3972

楽研株式会社
青木代表取締役

様々な業界の人事担当者にヒアリング、考課表を分
析した結果、様々なタイプがある考課表の100％に対
応。特殊な考課表でもカスタマイズで柔軟に対応可!

また、パソコンが苦手な方でも簡単に入力でき、使
う時に操作説明書を開く必要なし。スマホタブレット
にも対応。

1.人事コンサルはせず、高機能な
システム開発を行っています!

2.柔軟なカスタマイズ性で、御社の
どんなワガママも叶えます!

3.お使いの業務システムと
連携することも可能です!

今お使いの人事考課システムでお困り事やご不満のある
ご担当者の方、ぜひモノドンをお試しください!

150万円～

株式会社くじらシステム開発
■所在地:福岡市博多区博多駅南2-1-5

博多サンシティビル 7F
■代表者:池村 健一
■設 立:2002年9月
■社員数:7名
■問合先:092–432–8555
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御相談ください

株式会社システムフォレスト
■所在地:福岡市中央区天神4-1-7 

第3明星ビル7F
■代表者:富山 孝治
■設 立:2004年2月
■社員数:34名
■問合先:050-1748-7030富山代表取締役

生産者同士の圃場状況も相互に閲覧可能とし、
栽培技法の新たな気付きを支援します。

ご要望に合わせた圃場環境データを可視化します。
・温度、湿度、照度
・土壌水分、温度
・葉色画像分析 など

また、栽培日誌データとのマッピングなど、
ご要望に応じてオプション機能の追加も可能です。

農業が抱える伝統技術の継承、後継者育成
などの課題解決策として、これまでの経験や
勘にたよる栽培方法から、名人の栽培に関す
る暗黙知を形式値に変えて後継者を維持・育
成し産業全体の底上げにIoTの技術で貢献。

高品質での平準化を実現し「八女伝統本玉
露」というブランド力を更に向上させ、生産
農家全体のレベルとブランド力の向上を支援。

人による作業にIoTを活用することで、
働き方改革を支援
・焼成炉の様々なデータを自動でクラウドに

アップし可視化
・ガス流量の可視化
・パトランプの可視化
・差圧（空気・ガス）の可視化
・PLC内データの可視化

制御盤内PLCからのデータを可視化、
PLCから出力されていたSDカードのデー
タを自動でクラウドにデータ転送します。

既存設備にアドオンでデータの自動転
送機能を追加したり、既設PLCとデータ
連携することで、稼働状況のモニタリン
グから異常発生状況なども可視化、さら
にアラート通報なども実現します。

御相談ください

富山代表取締役

株式会社システムフォレスト
■所在地:福岡市中央区天神4-1-7 

第3明星ビル7F
■代表者:富山 孝治
■設 立:2004年2月
■社員数:34名
■問合先:050-1748-7030

御相談ください
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・サブスクリプションモデル
弊社独自のサブスクリプションサービス

・テナント利用
県と市町村などでテナント利用できます。

・AIにより小動物を識別するサービスも準備
カメラ画像をAIで判断、どの種類の動物なのか

判断した上で、ワナを設置できます。
・トラップユニットをイノシシや鹿など大型害獣

ワナに流用することも可能です。

生活環境を脅かす小型害獣対策用スマートトラップ。
小型哺乳類害獣（アライグマ、アナグマ、ハクビシン、
リス等）用のワナとして幅広く活用可能。
・履歴保存（地図連携）

捕獲履歴や捕獲場所、個体データ（齢、性別、DNAタイプ）
を記録・照会することができる

・県単位、市町村単位など、各種団体で包括的な利用も可能
・設置した罠にGPS機能を追加し、罠の場所の常時監視や、地図

上への自動ピンドロップも可能

富山代表取締役

株式会社システムフォレスト
■所在地:福岡市中央区天神4-1-7 

第3明星ビル7F
■代表者:富山 孝治
■設 立:2004年2月
■社員数:34名
■問合先:050-1748-7030

農場の状況をリアルタイムに把握する事で効率的な豚舎運
営を実現。スマートフォンも利用可能でどこにいても状況の
確認ができ、アラート通知機能（LINEWORKS・メール）に
て予防措置、迅速な保全対応を実現。

・豚舎、農場環境全体をあらゆる視点でリアルタイムに
モニタリング

水（井戸水）、エサ（消費量）、スクレーパー、
コンポスト、浄化槽、温度、湿度、CO2、電力消費量、
体重、加工場（温湿度）など

・“いつでもどこでも”豚舎の状況をリアルタイムに把握

様々な豚舎設備・環境データの可視化
を実現します。

自社サービスだけでなく、既設の設備
や他社システムからのデータも連携し、
全ての情報を共通のダッシュボードを通
して可視化、予防処置を含めた最適な豚
舎運営を支援して、本来の「豚と向き合
う時間」を提供します。

御相談ください

富山代表取締役

株式会社システムフォレスト
■所在地:福岡市中央区天神4-1-7 

第3明星ビル7F
■代表者:富山 孝治
■設 立:2004年2月
■社員数:34名
■問合先:050-1748-7030

御相談ください
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産業機器の設備情報や従業員の生体情報を
同時に、エッジコンピューティングで高度評
価することができる画期的システム。

ネットワーク環境がない現場でも、エッジ
コンピューティング、メッシュWi-Fi、UIの
機能をオールインワンで備えたローカルサー
バと、センシングデバイスのみのコンパクト
なシステムとして活用できる。

システム構成が非常にコンパクトであ
り、可搬性に優れています。設置も非常
に簡単です。

ローカルサーバをWANに接続するこ
とで、収集したデータをクラウドサーバ
へアップロードし、ビッグデータとして
の活用も期待できます。

50万円～

澤田代表取締役

株式会社スポーツセンシング
■所在地:福岡市南区向野2丁目2-1-301
■代表者:澤田 泰輔
■設 立:2015年9月
■社員数:17名
■問合先:092-408-1203

ドローン技術を活用し、点検部位に接触
して点検を実施する飛行型のロボット。

コンクリート橋梁などの人が容易に近づ
けない箇所の打音検査や画像診断を実施。

ロボットはIoTを活用し効率的な点検を
可能とすることで、点検コストの低減や交
通規制の削減を実現。

新日本非破壊検査株式会社
■所在地:北九州市小倉北区井堀4丁目

10-13
■代表者:中山 安正
■設 立:1960年9月
■社員数:431名
■問合先:093-581-1256開発担当

技術開発室 和田部⾧

点検ロボットは独自の機構により、
他のドローンでは実施が困難な「検
査部位に接触して点検する」を可能
にしました。

これによって、人に代わって打音
検査を安定して実施することができ
ます。

点検費:180,000円～/日
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図面の仕様変更や注文の最終確認時、担当者が目
視によるダブルチェックを行うが、目視の場合、修
正漏れや変更点の見逃しによる誤発注・手戻りが起
こる場合がある。

MIIDELにより、図面や書類の変更点を色別表示し、
人間が苦手なチェック作業の自動化・変更箇所の見
逃し防止を簡単に行うことができる。

2016年提供開始以降、自動車製造業・建設業を中
心に400社以上に導入済み。

A3/A4といった縮尺の違いや紙データを
スキャンした際に生じた歪み、行や部品情
報追加によるレイアウト変更をAIで補正
し、同じ縮尺・角度・レイアウトにした上
で重ねて差分を出すことができます。

御相談ください

今津代表取締役

株式会社TRIART
■所在地:飯塚市川津680-41CIRD
■代表者:今津 研太郎
■設 立:2003年1月
■問合先:0948-80-1081

ゲームボックスで起立運動を検知。
起立運動に連動してアニメーション画面がどんどん変

化し、単純な動きの繰り返しで飽きやすい起立運動を楽
しくサポート。基本操作は全てカードで行う。

面倒な器具の装着も不要で、ゲームボックスの前で起
立運動をするだけで誰でも簡単に利用できる。

正興ＩＴソリューション株式会社
■所在地:福岡市博多区東光2丁目7-25
■代表者:有江 勝利
■設 立:2005年3月
■社員数:71名
■問合先:092-473-2282有江代表取締役社⾧

顔認証センサー（補足で距離セン
サーを使用）で起立運動による顔の上
下を認識し、ゲームキャラクターが
「立って!」「座って!」と自動で声
掛けを行います。利用者はゲームの声
掛けに合わせて自分のペースで楽しく
起立運動を続けることができます。

18万円（税抜）（ゲームBOX ゲームソフト ICカード）
※パソコン、液晶TVはお客様で御準備ください
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ため池の水位や状況をセンサーとカメラで取
得し、災害の未然防止を図るシステム。

優れた無線通信技術による高い拡張性を有し、
太陽光・乾電池で駆動するため大規模な電源工
事が不要。

既存システムの約1/5となる低価格を実現。

株式会社Braveridge
■所在地:福岡市西区周船寺3-27-2
■代表者:小橋 泰成
■設立年:2004年7月
■社員数:本社31名

製造事業所68名
■問合先:0120-345-544小橋代表取締役社⾧

低コスト:
従来の水位計システムと比較して約1/5 の
低コストを実現
高拡張性:

各種BLE センサー、BLE カメラ等で多点・
多種監視
商用電源レス:

乾電池・小型太陽光パネル・バッテリー
による独立駆動

２８万円～（中継器、水位センサー、初期設定）

Webブラウザ対応のSCADA製品。
製造や産業などの分野において、生産工程やイン

フラ、設備の監視および制御を行うIoTの代表格とも
言えるソフトウェアで、データの収集・蓄積をする
ことでレポートの出力、過去データの履歴表示など
が可能。

Webブラウザで動作するため、端末機器の種類を
選ばず、尚且つ遠隔地からの操作も可能。

SCADA「Panacea」の特⾧
・デザインツールで簡単に画面を構築
・国内主要機器（PLC）に対応
・マルチプラットホームに対応（OS問わず）
・WEBブラウザ完全対応（スマホで操作可能）
・自社開発だから柔軟なカスタマイズが可能
・接続端末数制限なし

（クライアントライセンスフリー）

498,000円～（Panaceaライセンス、サーバー（PC）、無線センサー（親機1台+子機2台）含む）

溝田代表取締役社⾧

ミシマ・オーエー・システム株式会社
■所在地:北九州市八幡東区枝光2-1-15
■代表者:溝田 力三
■設 立:1989年7月
■社員数:40名
■問合先:093-681-3681
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全自動型ソフトロボット（“ROBOWARE”＋”F.A.W.“）は、
ホワイトカラー業務に加え、IoTやAIとの自動連動も可能にし
たソフトロボット。

時間内はもちろん、夜間、休日作業も自動で仕事を遂行。
また、F.A.W.はワークアプリの製作コスト削減も同時に実現。

windows上稼働ソフトの細かな制御が可能と
なっているため、様々なソフトウエアの自動操
作ができ、運転中のエラー画面等の操作も自動
で対応致します。また、データ認識能力も優れ
ており、テキスト、データベースの他にコピペ
出来ない画面データも自動認識致します。拡張
面も業務固有のプログラムがロボット内に組込
めるため、広範囲な作業が自動化出来ます。

導入プラン:330万円～ ※お試しプランあり
全自動型ソフトロボット（ＲＰＡ２．０＋ワークアプリセット）価格

瓦田代表取締役

リーディングエッジ株式会社
■所在地:福岡市中央区大名2-11-13-7F
■代表者:瓦田 信吾
■設 立:1997年4月
■社員数:10名
■問合先:092-720-8725

ホワイトカラー業務やＩｏＴ制御および業務
自動連携等の全自動化を実現したソフトロボッ
ト（パソコン自動運転）。

時間内はもちろん、夜間、休日作業も自動で
仕事を遂行。

様々なwindows稼働ソフトが自動操作可能
となっており、運転中のエラー画面や複雑な
ソフト画面等の操作も自動で対応致します。
また、データ認識能力も優れており、テキス
ト、データベースの他にコピペ出来ない画面
データも自動認識致します。拡張面も業務向
プログラムがロボット内に組込めるため、広
範囲な作業が自動化出来ます。

導入プラン:330万円～ ※お試しプランあり
全自動型ソフトロボット（ＲＰＡ２．０＋ワークアプリセット）価格

瓦田代表取締役

リーディングエッジ株式会社
■所在地:福岡市中央区大名2-11-13-7F
■代表者:瓦田 信吾
■設 立:1997年4月
■社員数:10名
■問合先:092-720-8725
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LPWA(NB-IoT)通信方式を使用した遠隔検針システ
ム。携帯電話基地局のネットワークを活用し全国エリ
アをカバー。

既設検針メーターに取付け、メーターの交換が不要。
毎日検針が可能で、クラウドでAI技術による画像解析
を行う。数値をデータ化し画像も保存しているため、
いつでも確認が可能。

リンクジャパンは国内初のIoT専門企業
です。

累計製品出荷台数20万台以上の実績をも
ち、高い技術力と豊富な経験で"今ある
メーターのスマート化"を実現しました。

eMeterは工事不要の30秒設置。後付可
能な唯一のスマートメーターです。

10万円（5年、保証付き）

河千泰代表取締役

株式会社リンクジャパン
■所在地:福岡市博多区住吉4丁目5-18-904
■代表者:河千泰 進一
■設 立:2014年8月
■社員数:25名
■問合先:070-4400-5549

ビッグデータとAIで進化する次世代の見守りシステ
ムで、見守りに必要な高性能IoTデバイスを一括で提
供可能。

在宅から介護施設まで幅広い領域で活用でき、異常
検知と自動通知により家族、介護者、介助者が安心し
て使用できる。

クラウド型プラットフォームサービスで提供し、
パートナーを増やしながら使用者のニーズに沿った
サービスを提供。

リンクジャパンは国内初のIoT専門企業
です。

累計製品出荷台数20万台以上の実績を
もち、高い技術力と豊富な経験を介護現
場に活かしています。

eMamoは工事不要なので即日利用可能
で、他社には真似できない高精度で低価
格を実現しています。

19万8千円（環境センサー、開閉センサー、スマートハブ、マットセンサー）

河千泰代表取締役

株式会社リンクジャパン
■所在地:福岡市博多区住吉4丁目5-18-904
■代表者:河千泰 進一
■設 立:2014年8月
■社員数:25名
■問合先:070-4400-5549
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デジタル化したバス停に、時刻表を始め、バス接近情報や
災害時の緊急案内、広告などをクラウドから配信。

表示を柔軟に変更可能で、現在の時刻の文字を大きく読み
やすくしたり、外国語の時刻表を交互に表示することが可能。

西鉄エム・テック株式会社
■所在地:福岡市中央区大名2-4-30

西鉄赤坂ビル7階
■代表者:前川 義広
■設立年:1967年１月
■社員数:709名
■問合先:092-641-1671

西鉄エム・テック株式会社
前川代表取締役社⾧

株式会社YE DIGITAL
遠藤代表取締役社⾧

株式会社YE DIGITAL
■所在地:北九州市八幡西区東王子町5-15
■代表者:遠藤 直人
■設 立:1978年2月
■社員数:619名（連結）
■問合先:093-622-6139

1. 商用電源の有無を問わ
ず、スマートバス停の
設置が可能

2. 多国語対応、文字の
拡大表示等が可能

3. GTFS*連携／他交通
機関との情報連携

4. 災害情報や緊急時の
お知らせ等の掲出

5. 表示レイアウト自由
6. 屋外環境の実績
7. 導入保守サービスあり

オープン価格
（導入設置に関する御相談はお気軽にお問い合わせください）

*General Transit Feed Specification。
公共交通機関の共通フォーマット。

「GPS車両動態管理システム」車両
の位置をリアルタイムに事務所側のパ
ソコンで把握するシステム。

車載機を小型化し、今まで高いと
思っていた動態管理システムが安価で
運用可能!

動態管理システムの自社開発･IoT車載
機の企画から生産まで携わる事で安価が
実現。安い・速い・簡単をコンセプトに
開発しています。通信のランニングコス
トも安価にて利用できます。

庫内温度・ドア開閉・アルコール
チェッカー連動等オプションサービスも
充実しています。

車載機:7万円～（取付費･オプション費別）

株式会社ロジネットシステムズ
■所在地:福岡市東区土井2-2-31
■代表者:於保 秀彦
■設 立:2003年9月
■社員数:5名
■問合先:0120-967-269
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Ｗｈｉｚ
（ソフトバンクロボティクス株式会社）

布型離床センサー
（ひびきの電子株式会社）

自律型搬送ロボットＴＡ－Ｇ
（株式会社匠）

LPWA-BLEブリッジ通信
プラットフォーム
（株式会社Braveridge）

自律型搬送ロボットＴＡ－Ａ
（株式会社匠）

LPWAを活用した公共サービス
向けIoTシステム
（株式会社Braveridge）

みまもりCUBE
（株式会社ラムロック）




