
今ある環境にあとづけできるIoT通知システム
新たな通信設備の工事は不要です

機器構成

● Wi-SUN LTE-Mゲートウェイ

● Windows用アプリ ● スマホアプリ
無料ダウンロード

iOS Android

動作環境 0 ～ 45 ℃
電源 5V/2A USB ACアダプター
保証期間 1 年

導入までの流れ

お問い合わせ 案内・ヒアリング 見積提示 ご発注 導入・設置・運用

お問い合わせ窓口 ラトックシステム株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8　6階
東京支店 コーポレート・ソリューショングループ

03-5847-7600TEL

URL

メール rs-solution@ratocsystems.com
https://sol.ratocsystems.com/

（Ver.1.0　2022年10月現在）

● Wi-SUN IoT通信ユニット

動作環境 -20~60℃
入力ポート 6ポート（接点入力ｘ５、4－20ｍA入力ｘ１）
出力ポート 2ポート（無電圧接点出力）
電源 5V/１A 電源アダプター
保証期間 1 年

（イメージ）

2023年春提供予定

RATOC IoT通信ユニット

設備の監視をIoTで省人化
通知で状況をおしらせ

異常監視に 稼働状況監視に 維持管理に

ラトックシステム株式会社
https://www.ratocsystems.com/

IoT時代に集める、つなぐ技術で貢献する
今ある設備に簡単あとづけ

バリエーション

2023年夏提供予定

構成例

オフィスから 外出先から

ユニット1台、ゲートウェイ1台の場合

導入後、2年間で

￥100,000（税別） ￥100,000（税別）

￥15,000（税別）

200,000円

（３年目以降のゲートウェイ1台、1年あたり）

3年目以降は、更新料15,000円/年

最小単位は、IoT通信ユニット1台、ゲートウェイ1台。開始から2年間は更新料0円で、200,000円からはじめられます。
3年目以降は、接続するスマホやPCが何台でも、ゲートウェイ1台あたり15，000円/年で運用できます。

LTE-M回線

※表示価格は税別です

通信費込み！ クラウド使用料
込み！ アプリ更新料込み！

もろみ日誌クラウド ハサレポ IoT通信ユニット
酒造3工程をサポートする多彩な機能を
備えた品温モニタリングシステム

もろみ警報ユニット

冷凍・冷蔵設備や保管庫などの温度、
水温を自動計測し、記録するシステム

ハサレポIoT通信ユニット

機器の出力信号を通知する機能に特化。

醸造機器の警報信号をスマホに
通知する機能の追加が可能

さまざまなの警報信号をスマホに
通知する機能の追加が可能

+ +

2年分
更新料

込
２０２３年提供予定

無料ダウンロード
● 更新料

（イメージ）



クラウド

今ある装置やセンサーにRATOC IoT通信ユニットを追加

RATOC IoT通信ユニット
今ある設備に簡単あとづけ

無人・省人化による現場の課題

本ユニットは、接続機器から出力される信号を無線で送信、ゲートウェイを介してクラウドでデータ処理と蓄積をおこないます。

遠隔監視したり、接点入力に対応したブザー、ランプなどの遠隔操作を可能にします。ハードウェアは3種類のインターフェース

を8ポート搭載、ネジ止めフランジ付きでDINレール取り付けにも対応します。

遠隔にある装置の状況を通知で把握

ゲートウェイ1台の接続台数は最大12台

ゲートウェイ
※ゲートウェイの台数に制限は

ありません

通信距離は最大500m（見通し）

ゲートウェイ500m

RATOC IoTユニットの機能

RATOC IoT通信ユニットを使って、装置の警報や各種センサー、スイッチを低コストでIoT化。遠隔にある設備に追加すれば、現場

に足を運ぶことなくスマホやPCを使ってモニタリングできます。複数拠点の設置や複数人でのデータ閲覧、分析が可能です。

ゲートウェイ
スマホの電波が入るところで
あれば設置が可能。

見通し最大
500m

Wi-SUN

複数人での運用OK
LTE-M

複数拠点の設置OK

・定期通知の受信
・アラート通知の受信
・状況の確認
・ブザーやランプの操作

接続機器

LTE-M 回線 SORACOM

RATOC AWS

アプリケーション

外部システム

IoT Core

Lambda

SNS

IoT 通信ユニット ゲートウェイ

測定器

センサー

制御盤

ブザー

入力
デジタル
 5ch（接点、パルス）
アナログ
 1ch（4-20mA）

出力
デジタル
 2ch（接点）

お客様のシステムと
連携も可能

クラウドへの接続は
セルラー回線を使用

敷地内は Wi-SUN 接続

・Web API
・CSV 抽出

●データ収取・保管

●アラート・定期通知

●LIVE 画面表示

●分析グラフ表示

●CSV抽出

データは最短10分ごとに取得してクラウドに保存。契約期間中は、データ保管期間に制限はありません。

通知はアラートか定期的におこなうかの選択が可能。アラートは、イベントの発生や設定したしきい値を超えた
ときに通知。定期通知は、機器から入力されたパルスのカウント数を一定間隔で送信します。

アプリの画面に、リアルタイムで取得したデータを表示します。

指定した期間のデータをグラフに表示します。リアルタイム表示も可能。

クラウドに蓄積した指定期間のデータを、CSV形式でダウンロードが可能です。

アプリでの管理項目

ユースケース

●アカウント管理
利用権限（管理者・一般ユーザー）の登録と設定

●デバイス管理
デバイスの登録、削除、設定

●ライセンス管理
ライセンス期間の確認と更新手続き

●セキュリティセンター
アクセス端末の管理

定期的な点検時しか異常に
気づけない
定期的な点検時しか異常に
気づけない

点検時の記録しかなく異常発生の
原因究明が困難
点検時の記録しかなく異常発生の
原因究明が困難

平常時も点検が必要で
リソースがかかる
平常時も点検が必要で
リソースがかかる

冷却装置の制御盤に搭載している接点出力に、IoT通信シ
ステムを導入。警報出力時に保守担当が通知を受信、近くに
いないときも異常発生に対応できる体制を整えます。

換気設備

接点出力可能なセンサー
接点出力にユニットを接続

１ 換気システムのセンサーに、IoT通信システムを導入。定期
的に作動カウント数を受信、グラフで確認することで換気
の動作状況を把握します。
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