
Q 産業用 PC利用について？
□導入済み メーカー（　　　　　　　　） 機種（　　　　　　　　） （　　　　　）台数
□導入予定あり 今後の予定（　　　）ヶ月後    
□導入予定なし      

Q  導入予定の数量
□10台程度 /年 □50台程度 /年 □100台程度 /年 □100台以上 /年

Q  産業用ＰＣの使用環境（複数選択可）
□工場 □倉庫  
□病院 □学校 □オフィス
□装置搭載 □車載 □屋外設置
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q 産業用 PCの用途目的（複数選択可）
□検査システム □計測システム □制御システム □通信システム 
□監視・管理システム □デジタルサイネージ □情報端末・操作端末   
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
「 用途 」について、可能な範囲でお聞かせください。 

Q 導入にあたり、特に重視するポイントは何ですか？（複数選択可）

Q 弊社の製品・サービスに関するご質問、ご要望などをご記入ください。

□機能・性能 □互換性 □サイズ □対環境性
□安定性 □設置の容易さ □価格 □ラインナップの豊富さ
□ソフトウエア・ミドルウエアの充実 □ソリューションパッケージの充実
□オプション・アクセサリの充実    
□長期安定供給 □納期 □海外販売 □品質
□取得規格 □サポート体制 □修理対応 □保守
□マニュアルの充実  □FAQの充実 □評価機貸出サービス
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

FAX:052-939-5330    
Let's GO!GO! ALGO!キャンペーン
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販売店記入欄

アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございます。
本アンケートは個人情報保護法に基づき、責任を持って取り
扱わせていただきます。当社契約代理店、当社契約特約店と
情報を共有することがありますが、同じく個人情報保護法に
基づき責任を持って取り扱わせていただきます。
アンケート回答者へのプレゼント当選者の発表は発送をもって
代えさせていただけます

● 2018年3月1日（木）～6月29日（金）
　 第１弾 3月1日（木）～4月27日（金）
 　第２弾 5月1日（月）～6月29日（金）

キャンペーン期間

キャンペーン内容
● 期間中にアンケートにお答えのお客様に
　 抽選で豪華賞品が当たる！
● 第１弾,第２弾それぞれ抽選で5名様に
　 AIスピーカー、50名様にQUOカード
 　（500円分）進呈！
● 期間中にALGOキャンペーン製品を
　 ご採用のお客様に特別価格33％OFF！
 　 （最新IoTを試せるLTE対応機種が対象！）（ ）

株式会社 アルゴシステム株式会社 アルゴシステム

※詳細はチラシ中面をご覧いただき、弊社取扱販売店へお問い合わせください。

本体・通信モジュール・アンテナ
通信費・クラウド使用料
本体・通信モジュール・アンテナ
通信費・クラウド使用料
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クラウドサービスクラウドサービス

産業用PC 本体産業用PC 本体



このカタログに記載された製品は、予告なしに仕様・機能・デザイン等を変更する場合がありますので、
ご採用の際には最新の情報を弊社までお問い合わせください。

産業用パネルPCカタログ 産業用組込みPCカタログ VESA取付けパネルPCカタログ

産業用コントローラカタログ 高機能表示器カタログ
Qualcomm® Snapdragon
CPUモジュール/産業用PCカタログ

ご希望のカタログの□に□を付け、弊社取扱販売店へお渡し下さい。

お客様に最適な、産業用PC・コントローラ・フィールドバスシステムなどの提案／開発／量産の受託もいたします。

■本　　　社／〒587-0021　大阪府堺市美原区小平尾656番地 TEL.072-362-5067 FAX.072-362-4856
■大 阪 支 社／〒542-0081　大阪市中央区南船場1-12-3 船場グランドビル3Ｆ TEL.06-4560-0510 FAX.06-6263-9576
■東京営業所／〒104-0032　東京都中央区八丁堀2丁目16-3  ICM中央ビル2F TEL.03-4540-3590 FAX.03-4540-3595
■名古屋営業所／〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵2-3-15 ふぁみーゆ葵503 TEL.052-939-5333 FAX.052-939-5330

アルゴシステム 検索検索

お客様の用途に最適な製品が見つかるアルゴシステムの製品ラインナップ
まずは、カタログをご請求下さい！

AP４A/APS４Aシリーズ

Intel® Bay Trail CPU搭載
産業用パネルPC

C-AP４A/C-EC４Aシリーズ

産業用コントローラ

AS4Aシリーズ

VESA取付けパネルPC

EC４Aシリーズ

産業用組込みPC

G-AP４A/G-APS４Aシリーズ

高機能表示器

APS1Aシリーズ

Qualcomm® Snapdragon CPU搭載
産業用パネルPC

AS1Aシリーズ

VESA取付けパネルPC

EC1Aシリーズ

産業用組込みPC

アルゴシステム
 製品ラインナップ

選べる画面サイズ
QuadCore / Dual Coreで豊富なラインナップ 

情報端末・操作に最適
無線 LAN / Bluetooth標準搭載 
IC Card Reader対応

１台で表示・操作・データロギング・
I/O制御・多軸同期モーション制御・画像処理
オールインワンコントローラ

１台で表示・操作・データロギング・
PLCや温度調節器などとの自動通信
現場設備の情報を一元管理可能な高機能表示器 

選べるサイズのパネルマウントタイプ
ARM 系パネルPCサイズで
選べるラインナップ

ARM系CPU VESA取付パネルPC
情報端末 ・ 操作端末に最適
無線LAN / Bluetooth標準搭載
IC Card Reader対応

ARM系CPU 組込みPC
メインストレージにeMMC 
サブストレージに
SSDを増設可能。 完全スピンドルレス

ストレージにSSDを搭載
完全スピンドルレスなBox型組込みPC
１TByteHDD搭載モデル用意
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デジタル入出力
（NPN/PNP）　 アナログ入出力　

エンコーダ入力モーション
コントローラ

A-Link
ゲートウェイ　　

SIO
　ゲートウェイ
Modbus
　ゲートウェイ

ちび丸くんシリーズ

IO-Link
ゲートウェイ

フィールドバスシステムカタログ

今なら最新 IoT/M2Mが６か月間試せる導入セット
ご希望のAP4A・APS4A本体＋LTEモジュール＋
屋内アンテナケーブル付＋SIM通信費＋
クラウドサービス使用料
●第１弾に続き第２弾でキャンペーン対象商品が追加されます。
●お試しキャンペーンにつき１ユーザ様１セットとさせていただきます。
●お試しキャンペーンセットは、数に限りがありますので、売切れしだ
　い終了とさせていただきます。
●キャンペーン期間内の発注で、指定納入日が受注日を含む90日以内
　にしてください。
●納入条件によりキャンペーン価格が適応されない場合があります。

6ヶ月分のクラウドサービス基本料金

クラウドサービス

Cloud
internet
Cloud
internet

LTEモジュール

データ容量最大 10 Gbyte
基本的なデータ収集、分析、
表示をお試しいただけます。

LTEモジュール
（工場出荷時オプション）

LTE屋内アンテナ

屋内アンテナ
台座付
ケーブル２ｍ

SIMカード（6ヶ月通信費）

SIMカード
6 ヶ月分の
通信費用
通信量
毎月３GByte

お試しキャンペーンセット申込書
本申込書をご記入いただき弊社取扱販売店へお渡し下さい。

C  P4 A
① ② ② ② ③ ④

A P
①CPU性能
空欄 ：AP4A　Intel® BayTrail QuadCore CPU搭載機種
S ：APS4A Intel® BayTrail DualCore CPU搭載機種

②画面サイズ
070：7インチワイド（APSシリーズのみ）
101：10.1 インチワイド
104：10.4 インチ
121：12.1 インチ
150：15インチ
170：17インチ

③搭載CPU
C ：AP4A　Intel® BayTrail QuadCore CPU搭載機種
D ：APS4A Intel® BayTrail DualCore CPU搭載機種

④タッチパネル
N ：抵抗膜方式タッチパネル
S ： 静電容量方式タッチパネル
　　　APS4A-070 のみ選択可

※お試しキャンペーンセットのOSは、
　Windows 10 IoT Enterprise 64Bit 版となります。

LTE回線
クラウドサービス利用開始希望日

2018 年      　　　　月　　　　　　日

希望日にお応えできない場合があります。
あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

※LTE回線・クラウドサービスの開始希望日は
　6月1日～9月28日でご記入下さい。

IoT/M2Mを推奨する新たなプラットフォーム

ご希望の本体を12機種からお選びください
産業用パネルCP  AP4A-＊＊＊C
Intel® BayTrail QuadCore CPU搭載
10.1 インチワイド・10.4 インチ・
12.1 インチ・15インチ・17インチ
産業用パネルCP  APS4A-＊＊＊D
Intel® BayTrail DualCore CPU搭載
7インチ・10.1 インチワイド・10.4 インチ・
12.1 インチ・15インチ・17インチ
※7インチは静電容量方式タッチパネル・
抵抗幕方式タッチパネルをお選びください。

ご希望の本体を12機種からお選びください
産業用パネルPC  AP4A-＊＊＊C
Intel® BayTrail QuadCore CPU搭載
10.1 インチワイド・10.4 インチ・
12.1 インチ・15インチ・17インチ
産業用パネルPC  APS4A-＊＊＊D
Intel® BayTrail DualCore CPU搭載
7インチ・10.1 インチワイド・10.4 インチ・
12.1 インチ・15インチ・17インチ
※7インチは静電容量方式タッチパネル・
抵抗膜方式タッチパネルをお選びください。

10.1インチワイド7インチワイド 10.4インチ 12.1インチ 15インチ 17インチ

10.1インチワイド 11.6インチワイド 13.3インチワイド

10.4インチ 12.1インチ 15インチ 17インチ10.1インチワイド

10.4インチ 12.1インチ 15インチ 17インチ10.1インチワイド7インチワイド

10.1インチワイド7インチワイド 10.4インチ 12.1インチ 15インチ 17インチ
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