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クラウドサービス プラットフォーム
製造業などあらゆる現場での経営効率化

AMON
アルドネットモニタリングエンジン

在日フランス商工会議所主催
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<右写真> 2016年1月28日、グランドハイアット東京での授賞式にて < （左から）弊社取締役社長ローラン・サファ、
ミシェル・セール氏 (オレンジ・ジャパン 株式会社 Orange Labs) > 

この賞は、幅広い分野で活躍している在日フランス商工会議所の
会員企業の優れた活動を称えるために設けられました。審査は、
在日フランス商工会議所理事、オピニオンリーダー、ジャーナ
リストからなる5名の審査委員によりダイナミックに活躍中の企業

に対し、ビジネスの実現性、目標達成への試み、また企業倫理と
いった観点で行われました。これからも当社は、歴代受賞企業に
よる名誉に恥じぬよう、またフランスと日本のビジネスコミュ
ニティにおいて貢献できるよう、鋭意努力をいたす所存です。

フレンチビジネス大賞2016 : 
ベスト中小企業(SME)賞を受賞!

その他インフォメーション

・厳重な個別パスワード設定
・多段階ログイン
・グループリーダーによるログイン承認
・ワンタイムパスワード方式
・ログイン端末の監視・照合
・アクセス権限の個別設定
・物理キーとの併用によるアクセス管理
・クラウド内データの暗号化

セキュリティは、信頼性はもちろん、
円滑な業務運用との両立が大切です。
当社では、用途に応じて最適な対策
の組み合わせを提供しております。

母国フランスの大学院（エ
コール・サントラル・ドゥ・リール）
卒業後、20年間防衛や治金
技術など様々な環境のシステム
開発に参加してきました。特に
工場など現場で動くソフトにおい
ては豊富な開発経験があります。
1997からは日本に移住。12
年間松下電工本社研先行技
術研究所でビル管理システ
ム技術の研究開発を行いま
した。その間、国際学会にお
いてプログラム自動生成の活
動を推進。また、Webの知識
を得るためネット通販企業に
入社、３年間開発部長を務め
ました。アルドネット社を
2012年に設立しました。

セキュリティ対策

太陽光発電システムの
発電状況監視企業

テクノロジー

パナソニック デバイスSUNX株式会社

制御器をクラウド接続するための技術

工程管理システムの構築

プロセス制御機器の遠隔監視

現場メンテナンスの月次報告書PDF自動生成機能

IMV株式会社

TRUE 2 MATERIALS PTE. LTD.

顧客実績

https://www.facebook.
com/alldonet

公式ウェブサイト

Facebookページf

クラウド上振動測定値の管理ソリューション

[---] ----
[---] ----
[---] ----
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導入メリット

AMON クラウドサービス プラットフォーム
柔軟性で選べば、AMON!
あらゆるビジネスに直結する
革新的IoTソリューション

アルドネットモニタリングエンジン

アモン

32

AMON（アルドネットモニタリングエンジン）は

大幅なコストと時間を削減する、

クラウドサービスプラットフォームです。

制御技術との連携、

インターネットを利用した新商品開発、

データ収集・集計、障害自動検知、警報通知メール、

カスタム監視画面でビジネスを強力に加速させます。

初期開発の後はお客様ご自身や社内のチームで

簡単に設定を変更できます。

特長
カスタムIoT

未搭載の機能は、ニーズに合わせ新規に開発。
さらに、納品後のサポートにも手厚く対応して
います。 ＊原則、要初期開発費

クラウドシステム（OEM）開発
貴社製品・工程をクラウドに繋ぎ、顧客にオリ
ジナルサービスを提供、どこからでもアクセス
できます。

大小様々な規模に導入可能
興味はあっても新規投資予算は限られている…
そんな企業にこそ、効果をより実感していただける
可能性があります。ぜひお気軽にご相談を。

プログラミング不要
貴社独自のクラウドサービスを、ブラウザ上
の簡単なドラッグアンドドロップ操作で構築
可能です。

リアルタイム
必要に応じて現場についての即時の報告と
集計データを手に入れることができます。

既存サーバーや組み込み機器等との連携を活か
したクラウド設計は経験豊富な当社にお任せ
ください。

業務効率改善

Site Management

現場運用管理
既存の設備投資を活かせる

複数システムをクラウドで統一し、
運用管理チームにとって使いやすく
分かりやすいUIを提供します。オペ
レーションミスを削減します。

運用例2

現場A

統一された画面デザイン

現場B データベースB

BA

データベースA

Cloud & OEM

IoT化
クラウド接続、データ有効活用

データ収集・集計プロセスを自動化
し、現場をモバイル端末で管理可能
に。短期間でメインの機能を開発し、
段階的に機能を追加します。

運用例1

独自ドメインの
クラウドサービスYourBrand.com

AMON IoT 開発プラットフォーム
貴社のためのカスタマイズ AMONテクノロジー

AMONアルドネットモニタリングエンジン ログアウト 山田 太郎 ／ sandbox

メッセージ データ管理  ジョブ  警報 ファイル サービス ラボ ホットラインマニュアル

AMONアルドネットモニタリングエンジン ログアウト 山田 太郎 ／ sandbox

メッセージ データ管理  ジョブ  警報 ファイル サービス ラボ ホットラインマニュアル

センサー アプリケーション

アルドネットチームに
支えられた技術

PDF Auto Generation

手間を要する現場管理の月次報告
書をクラウド上で自動生成します。
1ヶ月につき数人日の工数を削減
します。

報告書自動生成
膨大な書類作成時のエラーも0に

運用例4

データ集計

PDF

工程リアルタイム管理
大幅なペーパーレス化も実現

生産ラインの状態、進捗状況が
リアルタイムで分かるようにします。
効率改善を実現し、管理者の残業
を減らします。

Process Improvement

運用例3

責任者

指示内容 工程・進捗記入工程・進捗記入

現場

現場

監視室

組込みLinux

アルドネット
コネクト

貴社
センサー

マイコン

3G
スマートフォン・
タブレット 地図

ログ

[---] ----
[---] ----
[---] ----

チャット

工程・進捗記入

RFIDRFIDRFID

PDFエンジンコンバータ 自動集計データ

CSV

仕事が早く
終わる！

クライアントに
新提案！

利益率UP！
もしかして

お給料も. . . !?

データベースA

AMONアルドネットモニタリングエンジン

メッセージ データ管理  ジョブ  警報

ファイル サービス ラボマニュアル
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