
お客様の成功のためのパートナ
革新的ソリューションによるマシンビルダのパフォーマンスの改善



厳しい国際競争とテクノロジが急速に

発展する中で、マシンビルダとして、

差別化の実現を迫られています。今

日の変化の激しい市場で顧客が求め

ているのは、ビジネスアジリティの向

上、生産性の最適化、および持続可能

性目標の達成と同時に総費用を削減

する革新的ソリューションです。

このグローバルな市場で効果的に競

争するには、企業のパフォーマンスを

最大化し、マシンのコストを超える価値

を定義する必要があります。ビジネス、 
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差別化された価値

商用、または技術のどの観点から見た場合でも、ロックウェル・オートメーションのソリューションとサービスは、マシンビル

ダのパフォーマンスを向上させて、マシンの Total Cost to Design, Develop, and DeliverSM（設計、開発、出荷に要する全体

コスト）の低減および顧客の要件への確実な対応を可能にします。

ロックウェル・オートメーションを、設計から開発そして顧客への納品に至るまでマシンライフサイクルの各段階でお客様

のオートメーションパートナとして検討してみてください。ロックウェル・オートメーションは、洗練された安全で持続可能

な製造の実現に重点を置いています。



顧客関係の構築は、お客様の長期的

な成功に不可欠です。お客様が直面し

ている課題を理解し、競争上の優位性

を確保するために必要なチームとツー

ルを提供できるパートナが必要です。

お客様がロックウェル・オートメーション

と提携された場合、当社では、お客様

のマシンパフォーマンスおよび業績を

重視した全体的アプローチの実現に向

けて取り組みを進めます。
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結果

• 市場投入の時間短縮

• 稼働効率の向上

• 中核技術に照準

• 最終的な収益の増大

• 当事者だけでなく
第三者にも利益をもたらす
パートナーシップ

• エンドカスタマに効用

「注文を積み重ねて」関係を構築していくことから始めて、最終的に、双方に利益をもたらす業務提携関係へと発展させ

ることが可能です。

戦略的パートナとして、ロックウェル・オートメーションは、部品表の範囲を超えて、貴社の市場価値を向上させること、ビ

ジネスコストを最適化すること、および最終的に貴社の顧客の効率を改善することに重点を置いた支援を提供できます。



スケーラブルな制御ソリューション
スケーラブルな制御ソリューションは、貴社のマシンのパフォーマンスと価格
を、顧客の期待により的確に応えるものとするのに役立ちます。ロックウェル・
オートメーションは、特定のマシン設計およびアプリケーションに対して費用
効果の優れた最適なソリューションをお客様に届けるために、コンポーネント
から高度に統合されたシステムに至るまで、あらゆるマシン制御ソリューショ
ンを提供しています。

•	費用効果に優れたコンポーネントソリューション － マシンおよび顧客の
要件に的確に対応できる必要最低限の制御を提供し、マシンを機械的に
連結する単純な接続性またはスタンドアロンマシンによるコスト削減を特
長としています。

•	中規模の制御ソリューション ー 高性能モーション、安全性、視覚化、およ
び企業ネットワークに対する顧客のニーズに、より小さな設置面積で対応
できます。

•	高度に統合された制御ソリューション ー 顧客の最も厳しい要件にも対応
できる洗練された制御機能と情報機能を提供します。

スケーラブルな制御ソリューションを使用すると、設計の柔軟性を向上し、さ
まざまなニーズに合わせて制御システムやアプリケーション全体を迅速に拡
大・縮小することができ、市場需要の変化に対応する顧客を支援できます。

メカトロニクス
より高い柔軟性と持続可能性を備えた機器を実現するために、多くのマシン
ビルダは、機械工学、電気工学、制御工学の技術を組み合わせたマシン設計
を行なうための総合的なアプローチとして、メカトロニクスを実装しています。

Motion Analyzer（モーションアナライザ）はロックウェル・オートメーション
が提供するソフトウェアで、このソフトウェアを使用すれば、モーションコント
ロールの分析、最適化、シミュレーション、選択をより素早く簡単に実行して、
メカトロニクス設計アプローチの利点を最大限に引き出すことができます。さ
らに、Motion Analyzerには、比率、トルク、および許容誤差分析などのパフォー
マンス評価機能もあります。

設計
設計生産性の最大化とは、つまり設計の作業時間を短縮およびコストを削減し、また一貫性のあるモジュール
式設計を行なうことによって、生産効率を向上させて出荷のニーズに対応することです。拡張性のあるエンジ
ニアリングを使用すれば、エンジニアリングの結果をマシン全体で再使用して、貴重な時間を節約できます。さ
らに、スケーラブルなマシンでマシン間の共通性を確立すれば、エンドユーザの要件に合わせて適切なサイズ
のコンポーネントを選択することが可能になります。

競争力を維持するには、機器を国際的な安全および環境規格に適合させる必要があります。危険を確認して軽
減するためのリスク評価を事前に実施すれば、コンプライアンスの確保、安全の向上、および不必要な再設計
に起因する変更作業とコストの回避に役立てることができます。最終的に、持続可能性を考慮した設計のマシ
ンによって、多様な目的に対応できる柔軟性の提供、運用効率の向上、およびエネルギーコストの削減が実現
されます。



機能安全
現代の安全テクノロジおよび厳格な機能安全ライフサイクルアプローチ
の使用によって、マシンビルダは、インテリジェント安全システム設計の
真価を引き出すことができます。  このアプローチは、マシンを市場に投
入するまでの期間短縮、設計の作業時間短縮とコスト削減、そして最終
的には収益の向上に役立ちます。貴社の顧客にとって、これは、より安全
で柔軟性が高くハイパフォーマンスなマシンが低価格で購入できるだけ
でなく、購入したマシンにセーフオフ、安全速度、および安全ネットワー
クなどの最新の安全制御機能が搭載されていることを意味します。これ
によって、顧客のパフォーマンスが向上し、コストも削減されます。信頼
性、安定性、および品質に関する国際規格に準拠することを前提に構築
された製品では、安全性は、従来からあるアドオン方式のソリューション
より少ないコストと労力でマシンに組み込むことができます。

設計の最も初期の段階でリスクアセスメントを実施すれば、防護対策が
必要となる危険を効果的に除去または最小化できます。ロックウェル・
オートメーションのマシン安全コンサルタントは、安全防護プロジェクト
のあらゆる段階でお客様を支援することが可能です。提供可能な支援と
しては、トレーニング、標準的な支援、リスク評価と危険評価、回路評価、
システムアーキテクチャの開発、システムとハードウェアの防護設計、検
証、およびスタートアップなどがあります。

規格への準拠
今日のグローバルな経済社会では、機器は国際的な規制や規格に適合す
る必要があります。当社の製品は、国際的な業界要件に準拠するように、
当初から設計されています。さらに、簡単に参照できる当社のオンライ
ンのテクニカルノートや資料の Knowledgebaseライブラリを使用すれ
ば、さまざまな規格を理解し、準拠することができます。

「ロックウェル・オートメーションの
Integrated Architecture™（統合 
アーキテクチャ）のプラグ &プレイの
機能性は、当社そして当社の顧客に 
大きな利点をもたらすことが 
証明されています」
Owens Design社、技術副社長 Bob Fung氏

「ロックウェル・オートメーションの 
統合アーキテクチャソリューションは 
非常にスケーラブルであるため、 
当社では、アプリケーションの規模や 
複雑さに関係なく、単一の制御 
エンジンおよび単一の開発環境で 
アプリケーションを設計することが 
できます」
Ferrum AG社、 
電気機器開発部長 Martin Schurmann氏

「当社はこれまで、数社のオートメー
ションプロバイダと連携してきましたが、
マシン制御とモーションコントロール
の両方を 1つのプラットフォームに統
合できるプロバイダは見つけられませ
んでした。ControlLogix®コントローラ
を使用してこれらの機能を効果的に統
合することによって、制御システムの設
計期間を、一般的な 3年から、わずか 
5ヶ月に短縮することができました」
Pneumatic Scale Angelus社、 
電気技術部長 Ed Varatip氏



製品選択ツールと設計ツール
ロックウェル・オートメーションは、より効率的なマシン設計の開発、および市
場投入までの期間短縮を支援するために、各種の強力なツールを提供してい
ます。Integrated Architecture Tool Selection Wizardで、貴社の技術お
よびプロジェクトに必要なツールを的確に見つけ出すことができます。いくつ
かの質問に回答するだけで、生産性の向上に役立つツールが表示されます。

代表的なツールとしては、以下のものがあります。

•	 Product Selection Toolbox（製品選択ツールボックス）： このツールを
使用すると、Allen-Bradley®製品と、構成ツールおよび CAD図面に簡単
にアクセスでき、貴重な開発時間を短縮できます。

•	 Integrated Architecture Builder： Integrated Architecture Builder
（IAB）は、Logixベースのオートメーションシステムを構成するためのグ
ラフィカルなソフトウェアツールです。このツールは、アプリケーションに
必要なハードウェアを選択して部品表を生成するのに役立ちます。部品
表には、コントローラ、I/O、ネットワーク、ドライブ、On-Machine ™の敷
設ケーブルと配線、モーションコントロール、およびその他の機器が含ま
れています。

•	 Accelerator and Building Block Toolkits： このツールキットは、マシ
ンの設計、設置、運用、メンテナンスを単純化するために必要なツールで
構成されており、製品選択、パネルレイアウト、配線設計、プログラミング
設計、ヒューマン・マシン・インターフェイス（HIM）設計、およびスタート
アップなどを支援するツールがあります。

•	 Small System Sketcher： このツールを使用すると、コントローラの選
択、ネットワークの割付け、HMIと I/Oの追加、およびドライブの構成を
行なうことができます。また、Small System Sketcherは、選択されてい
る製品のパフォーマンス、容量、構成に関する情報も提供します。

•	 サンプル・コード・ライブラリ： この Webサイトでは、他者によって記述
されたコードを検索して、システムのプログラミングを開始するための基
盤として使用できます。このサイトは、ロジック、HMI、ドライブを含む最
高の統合アーキテクチャアプリケーションを共有するための場所です。

詳細については、www.ab.com/go/iatoolsを参照してください。

開発
市場投入までの期間を短縮して、顧客への納品日を守ることは、今日のような経済状況において競争力を維持
するための重要な要素です。期間の短縮は、プログラミングと組立の時間を削減すること、およびすぐに入手
可能なコンポーネントを利用することによって実現できます。また、ジャストインタイム（JIT）納品および手続き
の迅速化でサプライチェーン効率を改善することによっても、開発時間が短縮されます。

柔軟な機器モデルは、複数の顧客のニーズに対応することを可能にします。構造化された再使用可能なモデル
を使用することで、システム統合にかかる時間とコストを削減できます。単純化された統合手法と設計の最適化 
により、スタートアップと立上げが簡単で、顧客のプラントのインフラに正確に適合するマシンを開発できます。



「Connected Components Building 
Blocks（接続済みコンポーネント・ビル
ディング・ブロック）は、作業量を大幅に
削減し、新製品のマシンを記録的な 
短期間で納品するのに役立ちました」
Contech社、制御エンジニアMike Wescott氏

「マシン構築の時間をほぼ 5日短縮した
ことによって、マシンの年間生産台数が
10台増加しました。これは、年間 250 万
ドルの売上増に相当します」
RRR Development社、副社長 Robert D. Irwin氏

「当社の顧客は、何か問題が発生した場合
にカスタマイズされた部品を待たなけれ
ばならないような状況を望んでいません。 
当社のシステムではすぐに入手できる 
アレン・ブラドリーの標準コンポーネント
を使用しているので、個々の顧客は、交換
部品をその地域で簡単に入手できます」
TGW-ERMANCO社、技術部長 Andy Knaut氏

「石油生産を早急かつ自動的に最適化
する必要がありましたが、ロックウェル・ 
オートメーションの統合アーキテクチャに
より、2つの主要な分野を融合して石油
に関する広範な知識と優れた自動化テク
ノロジを獲得することができました。こ
れは、ローカルとリモートの両方で石油
生産最適化アルゴリズムを実装し、広範
なデータベースを作成するのに役立ちま
した。その結果、認識が高まって意思決
定が強化され、当社のソリューションの
生産性が向上しました」
SLACOL S.A.S.社、 
製品マネージャHugo Valderrama氏

モジュール式プログラミング
モジュール式プログラミングには、コード構造化、タグ命名規約、状
態モデルの実装、HMIの実行などが含まれます。モジュール式プロ
グラミングは、業界標準に基づいて、ロックウェル・オートメーション
の Integrated ArchitectureTM（統合アーキテクチャ）システムを最大
限に活用する一貫性のあるフレームワークを提供します。モジュー
ル式プログラミングを使用すると、再使用可能なコードモジュールを
簡単に開発できます。さまざまなマシン構成の要件に適合する事前
定義モジュールにより、貴社の顧客は、コードの再作成を行なわなく
てもマシンの製造機能を変更できます。

EtherNet/IPネットワーク
今では、マシンビルダとそのエンドユーザは、オートメーションシス
テムの単純化によるリスク回避をこれまで以上に強く求めるように
なっています。その多くは、EtherNet/IPでネットワーク基盤を統
合することで、この目標を達成しようとしています。EtherNet/IPの
シンプルさは、標準的な Fieldbusソリューションのリアルタイムパ
フォーマンス、回復力、セキュリティを提供する能力と、全世界で普
及している標準 Ethenetの広帯域性およびオープン接続性に基づ
いています。多層ネットワーク戦略を 1つの標準ネットワークに置き
換えることで、エンジニアリング時間を短縮および統合のリスクを軽
減できます。

ON-MACHINEソリューション
キャビネットから業界標準の制御およびハードウェアをマシン上に
移動することによって、配線とシステムコストの削減が可能になる
とともに、マシン構築の時間をより効果的に短縮できます。On-
Machineアプローチによって、以前はカスタムアプリケーションと見
なされてきた種類の製品を標準製品として提供することが可能とな
り、エンジニアリングの削減、納期の短縮、およびエンドユーザに対
する柔軟性の向上が実現します。

ハードウェア統合
実績のある、柔軟な供給範囲、包括的なシステムドキュメンテーショ
ン、および素早い対応のローカルシステムのテストとプロジェクトの
サポートを活用してくださいロックウェル・オートメーションのグロー
バルソリューションズは、組立パネル、フルエンクロージャ e-house
およびモジュール式のプロセススキッド /設備を提供しています。さ
らに、従来型のブラックボックス制御の機能と、統合アーキテクチャ
のすべての特長を同時に提供するパッケージソリューションも利用
できます。

サプライチェーン効率
たとえ、世界最高のオートメーションソリューションであっても、それ
が必要となったときに利用できなければ、まったく意味がありませ
ん。市場投入までの時間を短縮するには、その地域で販売とサポー
トを行なう能力がある信用できる電気業界パートナから、すべてを
一括で購入できる必要があります。ロックウェル・オートメーション
の認定代理店は、消費電力の管理、トレーニングの提供、および数
字で明確に確認できるコスト節減によってお客様を支援します



情報イネーブルソリューション
製造メーカはプラント現場と企業内の残りの部分とを接続するので、これら
の領域の間にあるギャップをシームレスに埋めることのできるマシンがあれ
ば、マシンビルダはすぐに最高の競争力を手に入れることができます。. 製
造メーカがプラントの効率を向上させるには、製造メーカの基盤に簡単に統
合できる機器と、リアルタイムパフォーマンスおよび運用に関するさまざま
なデータが必要となりますが、製造メーカはマシンビルダから提供されるマ
シンとデータに完全に依存しています。OEE（設備総合利用効率）などの正
確なパフォーマンスメトリックを使用することで、プラント管理者は問題を特
定して、製造プロセス全体でパフォーマンスの改善を進めるための戦略を前
もって確立できます。

ロックウェル・オートメーションの統合アーキテクチャは、標準化されたマシン
状態モデルおよびデータ構造とともに、パフォーマンス管理システムと他の
製造実行システム（MES）アプリケーションの垂直統合を単純化します。プラ
ント現場と管理部門との間にあるギャップを効果的に埋めるマシンは、最終
的に、高性能マシンを求める顧客に対応することを可能にし、さらに情報化
時代における貴重なパートナとしての地位を固めるのに役立ちます。

リモートモニタ
リモート・アクセス・モデムによって、標準の電話線またはインターネット（貴
社の顧客の基盤に依存）経由で迅速にマシンの制御システムに接続すること
ができ、実際に現場にいない場合でも、重要な状況に対応することができる
ようになります。家庭、オフィス、または別の場所から、システム状態のモニ
タ、診断の実行、および許可されたプログラム変更を行なうことができます。

ネットワークおよびセキュリティサービス
ロックウェル・オートメーションのネットワークおよびセキュリティサービスの
チームは、製造と ITの両方に関して専門的な訓練を受けており、その豊富な
専門知識で、セキュリティリスク、セキュリティで保護されていないリモート
アクセス、および 1つのネットワークに複数の所有者が存在するといったよう
な問題への対処を支援します。このチームはネットワークおよびセキュリティ
インフラストラクチャの評価、設計、実装、監査、管理を行なうことが可能で、
貴社と貴社の顧客がより高いレベルの業績を達成して競争力強化のまたと
ない好機を発見できるように支援を提供します。

納品
納品のリードタイムは、重要な要素になることがよくあります。機器の納期をどの程度短縮できるかを、伝えて
おくことが重要です。立上げ期間の全体（テスト、設置、トラブルシューティング、およびスタートアップの時間）
を、短縮することがキーとなります。既にマシンの設置が完了している場合は、適切なレベルのグローバルな
サービスとサポートを受けることで、ライフサイクルサポートを通して品質保証に関連するコストを削減し、エン
ドユーザの満足度を高めることができます。最終的に、パフォーマンスが最適化された高品質で高信頼性のマ
シンを納品することによって、競争上の優位性を確保できます。



「当社では、社内で設計をし、変更も行
なっていました。しかし、始めて稼働さ
せる段階にまできたときに、微調整と
PID制御に関して、ロックウェル・オート
メーションからの派遣エンジニアによる
支援を要請しました」
OPRA Turbines BV社、 
制御・電気技術主任 Wim Blokhuis氏、 
パッケージエンジニアリング部長 Igo Chistyakov氏

「ロックウェル・オートメーションから受
けたサポートのすばらしさについては、 
語り尽くすことができません。この 
サポートは、既存のプラント資産および
新規の技術投資の価値を最大化するの
に、非常に役立ちました」
Evergreen Packaging社、 
上級プロジェクトエンジニア Richard Stewart氏

「ロックウェル・オートメーションのフィー
ルドエンジニアは、立上げ作業に立ち会
い、アナライザでソフトウェアの微調整
を行なってパフォーマンスを最大限に引
き出しました」
Hobre Instruments社、 
製品マネージャDirk-Jan Ruijter氏

「ロックウェル・オートメーションと過去
5年間にわたって共同作業を行なってき
た当社は、その製品の耐久性と品質に
信頼を置いています。テクニカルサポー
トとのやり取りはよい経験となり、ロッ
クウェル・オートメーションのアカウント・
セールス・エンジニアとの緊密な関係に
よって、ブラジルの国外で必要なときに
いつでも製品エンジニアリング部門と
連絡を取ることが可能となっています」
MADEM S.A.社、 
プロジェクト技術部長 Moises Miri氏

グローバルなサービスとサポート
80の異なる国での 450を超える販売およびサポート拠点を持つ、ロック
ウェル・オートメーションの製品供給およびサポートネットワークは他に例
を見ません。お客様がローカルな販売を望んでいる場合、またはグロー
バルな販売を望んでいる場合のどちらであっても、ロックウェル・オート
メーションはお客様のビジネスを確実に継続および発展させるサービス
を提供することができます。主なサービスとしては、以下のものがあります。

•	 サポートWebサイト － 部品、テクニカルサポート、またはエンジニア
リングの派遣に関する問合せ情報を、24時間 365日、ほぼ全世界か
ら参照できます

•	 リモート管理サービス － ロックウェル・オートメーションの基盤を利用
して、お客様のマシンに世界中のどこからでも接続し、問題のモニタ、
レポート、診断、および解決をリモートで行なうことができます。お客
様のために 20ヶ国語を超える言語で 7日間 24時間、電話で対応す
る当社のリモート・サポート・エンジニアが存在します。

•	 フィールド・サービス・オプション － スタートアップサポート、保証、緊
急、予防保全、リモートモニタ、トレーニング、監査、および評価サー
ビスを、オプションで利用できます。



異なるオートメーションおよび複雑性レベルと、異なるサポート、コスト、および準拠要件に対応できるマシンを構築する
ことによって、コストを超える価値を定義する必要があります。現在のチャレンジに満ちたビジネス環境で成功するには、
スケーラビリティに基づくフルレンジのソリューションを提供できるオートメーション供給業者と、調和の取れた製品、専
門技術、および購入後のグローバルなサポートを提供する供給業者が必要です。

産業に特化した OEMチーム
貴社の名声は、貴社の顧客の要求に合ったマシンを構築できるかにかかっています。さらに、貴社では、競合的なグロー
バル環境でのマシン差別化の作業も行なわれているはずです。当社の技術コンサルタント、エンジニア、およびプロジェ
クトマネージャは、貴社が直面している重要な問題の解決を支援し、貴社のニーズおよび貴社の顧客のニーズに関する
情報を収集して整理します。当社の専門技術者チームは、梱包、加工、印刷、マテリアルハンドリング、組立て、エネルギー、
加工装置やその他の多くの分野に関するソリューションを提供することができます。これらのソリューションは、食品およ
び飲料、生命科学、家庭用品やパーソナルケア製品、自動車、印刷、石油およびガス、下水処理、化学薬品、および繊維
製品など広範囲の産業にわたります。

地域の OEM能力センタ
高技術のマシンの設計者および製造業者として、貴社は変更の困難さやコストの大きさを理解していたとしても、競合的
利点の維持をお望みのはずです。ロックウェル・オートメーションの能力センタは、強力なエンジニアリングのノウハウと
最新のテスト装置を組み合せて、信頼性の高い現場ですぐに利用できる新しい革新的なソリューションを提供します。当
社の能力センタを活用して、開発予算および市場導入時間の低減、専門的なサポートの受入れ、新しい設計アイデアの
議論、およびアプリケーションの問題点の識別を行なってください。

マシン・ビルダ・プログラム
ますます競争が激しくなるグローバルな市場では、ビジネス成長の維持と顧客のロイヤリティの促進が主要な成功要因
です。長期に渡る成長の実現を支援するために、ロックウェル・オートメーションは、市場に対する意識を高め、対象市場
の拡大と技術的および機能的な優位性の強化を実現するための特別なマシン・ビルダ・プログラムを提供しています。

ロックウェル・オートメーションが提供する PartnerNetwork™（パートナネットワーク）フレームワークの一部分であるマシ
ン・ビルダ・プログラムには、ロックウェル・オートメーションのビジネス価値を共有する業界トップの OEM企業が参加して
おり、製造メーカの所有にかかる総費用を削減するのに役立つソリューションの提供に取り組んでいます。

パートナシップによるサポート

「PCMCとロックウェル・オート 
メーションの関わり合いは、
パートナネットワークのメン
バーになったことで緊密化して
おり、単なる取引先のベンダー
という関係ではありません。 
相互信頼関係に基づいて製品
の方向性を共有し、両社の新
製品を成功させるために協力
しています」
PCMC社、製品ラインエンジニア主任
Rodney Pennings氏

「ロックウェル・オートメーショ
ンは、技術支援と業務支援の
両方を提供する優れたビジ
ネスパートナとしての実績が
あります」
ACIS社、社主 Diego Galuzzi氏



設計 開発 出荷

•	 設計生産性
•	 拡張性のあるエンジニアリング
•	 スケーラビリティ
•	 国際規格
•	 リスクアセスメント
•	 持続可能性を考慮した設計

•	 市場投入までの時間
•	 サプライチェーン効率
•	 柔軟な機器モデル
•	 単純化された統合手法
•	 設計の最適化

•	 立上げ
•	 グローバルなサービスと 
サポート

•	 信頼性と品質
•	 マシンパフォーマンス
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お客様のビジネスをサポート
ロックウェル・オートメーションはお客様のパートナとして、マシンライフサイクルのあらゆる段階でサポートを提供しま
す。設計から構築、運用、メンテナンスに至るまで、ロックウェル・オートメーションが提供する一連のテクノロジ、リソース、
人材をお客様のビジネスで活用できます。当社は、正規のサポートプログラムだけではなく、次のような場合にも支援を
提供します。

•	 新しいアプローチとソリューションに関する 
提案を検討

•	 業界に関する当社の専門知識を活用して、 
独自仕様ではない汎用性の高いソリューションの 
共有を促進

•	 現状を打破し、可能な範囲で最適な 
ソリューションを確実に実現

•	 より効果的に成果を上げるための 
新しい手順、手法、またはツールを提案

当社の製品とサービスを活用することによって、設計、
開発、および出荷に要する全体コストを削減しながら、
市場投入までの期間を短縮できます。ハイパフォーマ
ンスの革新的なマシンは、変化へのより迅速な対応を
可能にし、収益性の増大と新規顧客の獲得を実現しま
す。お客様に対して単一のコンポーネント、システム全
体、または特定分野のコンサルティングを提供する場合
のいずれであっても、当社の目標は、それぞれのお客
様のニーズに合ったソリューションを提供することです。

詳細をお知りになりたい場合は :
ロックウェル・オートメーションの営業所または認定代理店にお問合せになるか、次のWebサイトにアクセスしてください。
www.rockwellautomation/solutions/oem

Allen-Bradley、Total Cost to Design, Develop and Deliver、ControlLogix、Integrated Architecture、On-Machine、および PartnerNetworkは、
Rockwell Automation, Inc.の登録商標です。




