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お客様と共に考える

お問合せ先

■統括：カナテック株式会社（担当：松江、大倉）

✉ : info@kanatec.jp

☎ : ０６ー６１９０－１２２３
■中国エリア：咖納控制系統（上海）有限公司(上海カナテック)（担当：多田隈、王英）

✉ : tadakuma@kanatec.com.cn 

☎ : +86-21-6433-2242

■ASEANエリア：KANATEC(THAILAND) CO., LTD. （タイカナテック）（担当：金治、マユリー）

✉ : tsuyoshi-kanaji@kanatec.jp 

☎ : +66-2-643-9512
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課題（お困りではないですか？）
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・工程が止まってもすぐに対応できない

・進捗状況がリアルタイムに把握したい

・不良が出ても気づかない

・作業実績の集計に手間がかかる、

書き間違い、読み間違い

・実績情報がデータ化出来ておらず

問題発生からトレーサビリティが出来ない

・盤、PLC、PCが古く、更新したい

故障しても部品がない、更新システムも
何が最適化？５年後１０年後が心配

・設備の生産性を高めたい、高速化した

・省人化したい ・省エネしたい
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解決策（システム全体概要）
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日本国内
工場

Internet回線等

海外
工場

盤設計製作

電気工事

既設盤から信号受け、通信既設盤改造

④電力監視システム

①PLC更新・サーボモータ更新・盤更新

②監視システム ③遠隔システム

⑤在庫・トレーサビリティ管理システム

ＤＢ
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解決策（ 導入PHASE(0)～(4) ）

PHASE（0） 無料診断（既設工場調査、システムご提案）
カナテックとしては段階的な導入をおすすめします。

予防保全の（現在生産終了品対策、モデルチェンジ品対策、システムアップ対策）など

リスクの高い盤、PLCの更新をご提案致します。

PHASE（1） リニューアル（PLC、サーボ、盤、INVなど）

PHASE（2） 監視システムの導入

PHASE（3） 遠隔システムの導入

PHASE（4） 電力監視システムの導入

PHASE（5） 在庫・トレーサビリティ管理システムの導入

アフターフォロー（現地サポート、遠隔サポート）も
ご安心ください。
盤更新、システム更新、PLC更新ご提案し続けます！！
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PHASE(0) 無料診断（ ご提案 ）

STEP１ 現場確認・調査

お客様の設備の現状をしっかり確認致します。

このとき既設図面、資料をお借りできると幸いでございます。

STEP２ お悩み事のヒアリング

お客様だからこそ分かる不具合、お悩み事、

ご要望をお聞きします。お気軽にご相談ください。

STEP３ システム提案書と御見積書の作成

ヒアリングしたお悩み事やご要望をもとに、

最適なシステムのご提案書を作成します。

STEP４ システム提案書のお届け・ご説明

システム内容をご説明致します。

気になることがあればどんどんご意見をお願いします。

納得のいくシステムをお客先と共に作っていきます。
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・無料診断によるシステムご提案、御見積書の作成
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解決策（ PHASE(1)の範囲 ）
各種リニューアル : ライン一式・一括でお任せ下さい。

6

サーボモータ更新 盤更新カメラ更新 タッチパネル更新

PCシステム更新 PLC更新 モーションコントローラー

位置決めユニットの更新

三菱、オムロン、富士、

シャープの更新実績あり

PLC 更新、サーボモータ更新、ＰＣシステム更新、カメラシステム更新、

通信ネットワーク更新、盤更新、電気工事お任せください。

短期間での設備更新

垂直立上承ります
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解決策（ PHASE(2)の範囲 ）

中継盤

ETHERNEケーブル工事

既設盤改造
（必要な信号出し、通信etc）

監視用PC

電気工事

・PCは汎用PCを使用。ご要望によりFAPCを導入

・グラフィカルな設備監視 ・トレンドグラフ

・アラームサマリ／履歴

・ＰＬＣは三菱製を使用
・中継盤の設計製作
・既設盤改造
・中継盤、既設盤間の電気工事
・中継盤、監視用ＰＣのETHERNET工事

監視システムの導入

ＰＣシステム、盤改造、電気工事まとめてお任せください。
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解決策（ PHASE(2)の範囲 ）

中継盤

ETHERNEケーブル工事

既設盤改造
（必要な信号出し、通信etc）

監視用PC

電気工事

通信技術、センサ、リレー、変換器を駆使し

既設盤から必要な信号を収集します
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ネットワーク/通信
FL-net

CC-Link

MELSECNET/H

DeviceNet

Controller Link

SYSMAC LINK

CompoBus/S

RS-232C、RS-422/485

PLCメーカー
三菱電機

オムロン

富士電機

横河電機

Siemens

Allen-Bradley

キーエンス

パナソニック電工

Profibus

Modbus

LonWorks

BACnet

産業用Ethernet

AS-I

etc.

横河電機

オムロン 富士電機

Allen-Bradley

ご要望があれば日系、海外系問わずチャレンジします！！

Siemens
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解決策（ PHASE(3)の範囲 ）
遠隔システムの導入

日本国内
工場

Internet回線等

海外
工場

①監視システム

②遠隔システム

インターネットを利用し遠隔地からのPLCのモニタリング、メンテナンス

現場設備の遠隔監視・データ収集

・ウェブブラウザを通してHMIと同じ画面を利用可能。

・PLCのモニタリング、メンテナンスも 遠隔から操作可能。

安全なセキュリティ対策

・遠隔監視システムに弊社独自のセキュリティインターフェイスを設け、

接続時にパスワードを要求するとともに、ウイルスをはじめとした不正プログラムの

侵入を 防止します。（パスワードは接続毎に変更されます）。

※通信回線はお客様でご用意お願いします。
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解決策（ PHASE(4)の範囲 ）
電力監視システムの導入

ＰＣシステム、盤改造、電気工事まとめてお任せください。

中継盤

既設盤改造

監視用PC

電気工事

・デマンド監視画面 ・スケルトン画面（リアルタイム）

・既設盤改造
・中継盤、既設盤間の電気工事
・ＰＬＣは三菱製を使用（PHASE１を流用）
・中継盤の設計製作（PHASE１を流用）
・中継盤、監視用ＰＣのETHERNET工事（PHASE１を流用）
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解決策（ PHASE(5)の範囲 ）
在庫・トレーサビリティ管理システムの導入

ＤＢ

在庫・トレーサビリティ機能追加

・入力端末に操作性の優れたハンディターミナル、タブレットを使用し、

書き間違い、読み間違いを防ぎ、必要なデータを正確にデータベースに蓄積します。

・タブレットからは各工程の開始日時、終了日時、作業者、設備状況など

リアルタイムに製造状況の確認が行えます。

・製造工程の実績と材料・原料／生産ロットなどを結び付けを行い、

製造履歴（トレーサビリティ）をパソコンから検索して、閲覧できます。印刷も可能です。
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体制（ 調達・開発体制）
カナテックのグローバル体制で

お客様の多様なご要望に迅速にお応えします。

 グローバルシステム体制
①中小規模案件

各拠点で打合せ、設計、ソフト開発を行
い、日本技術本部で指導・管理を行い、
状況により技術支援を行います。

②大規模・ハイテクノロジー案件

技術本部で総括し、打合せ、設計、ソフ
ト開発、管理は日本で実施、中国、タイ
で盤製作、電気工事、メンテナンスを実
施致します。

 グローバル調達
①日本、中国、タイの拠点で最適な調達を
実施しており、コストメリットを出すご提
案をさせて頂きます。

②盤組立等ハード面はお客様にメリットの
ある場所で行います。

カナテックグローバル 総勢約７０名（協力会社除く）

日本／東京・大阪

技術本部 管理営業部

制御Ｇｒ システムＧｒ 東京事業所

協力会社：製作会社、工事業者

中国／上海

技術部 管理営業部

協力会社：製作会社、工事業者

タイ／バンコク

技術部 管理営業部

協力会社：製作会社、工事業者

協業
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体制（ アフターフォロー）

中国 （空路） 重慶まで3時間

北京・西安・広州・深センまで2時間30分

大連・武漢・台湾・厦門まで2時間

（陸路） 合肥まで3時間

南京・寧波・杭州まで2時間

蘇州・無錫・南通まで1時間

上海カナテック

カンボジア プノンペンまで1時間

ベトナム ホーチミンまで1時間30分

ハノイまで２時間

マレーシア クアラルンプールまで2時間

ミャンマー ネピドーまで2時間30分

インドネシア ジャカルタまで3時間30分

インド ムンバイまで4時間30分

遠隔システムで状況確認し、

ハードウェア故障、センサ故障、

ソフト障害など判断し、

現地作業が必要な場合は

地理的・内容的に最適手段を考え対応致します。

タイカナテック上海カナテック

カナテック（東京、大阪）カナテック

現地協力会社 現地協力会社

マレーシア、
シンガポール

台湾
などの

現地協力会社

設備停止時間を限りなく短くするよう努力します。

タイカナテック

大阪

東京
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お問合せ先

この資料に関しまして、お問い合せは下記連絡先までお願い致します。

英語、中国語、タイ語も対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

■統括 : カナテック株式会社（担当：松江、大倉）

✉ : info@kanatec.jp

☎ : ０６ー６１９０－１２２３
本社：大阪府吹田市広芝町10-28 オーク江坂ビル

東京事業所：東京都品川区大崎1-14-3-903ゲートシティー大崎サウスパークタワー

■中国エリア ： 咖納控制系統（上海）有限公司(上海カナテック)（担当：多田隈、王英）

✉ : tadakuma@kanatec.com.cn 

☎ : +86-21-6433-2242

中国上海市長宁区中山西路999号華聞国際大厦408室

■ASEANエリア：KANATEC(THAILAND) CO., LTD. （タイカナテック）（担当：金治、マユリー）

✉ : tsuyoshi-kanaji@kanatec.jp 

☎ : +66-2-643-9512

91/1 Chaiyo Bldg., 12nd Fl.,Room No.1202, Rama9 Rd.,Huai Khwang,Huai Khwang, 

Bangkok 10310


