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ワークフローの最適化で
コスト削減と生産性の向上を実現

次世代型製本ワークフローシステム iCE LiNK は、クラウドを利用して後加工機の一元管理を可能にし、
先進的な作業環境の構築を実現します。
KPI分析機能による精密な分析結果を使用することで、コスト削減や生産性の見える化を実現します。

後加工機

受注 生産管理 製版・印刷 後加工 梱包・出荷
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稼働実績の分析

クラウドにデータを保存 WEBベースの
インターフェイス

メンテナンス管理

メンテナンスデータの共有

外部システムとの連携
Web API
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= Connection 接続
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※2	CSVデータの出力のみ可能です。
※1	Enterprise	のみクラウドを使用しないオンプレミスでの運用が可能です。詳しくは弊社営業にお問い合わせください。

主な機能 1 2 3

IoT basic Automation Enterprise※1

設備管理
稼働状態監視ダッシュボード ✓ ✓ ✓

メンテナンスお知らせ ✓ ✓ ✓

KPI分析
総合設備効率 ✓ ✓ ✓

ジョブ生産性 ✓ ※2 ✓ ✓

作業者生産性 ✓ ※2 ✓ ✓

ワークフロー

外部連携用WebAPI
－ ✓ ✓

(作業開始・終了、機械情報取得など)

バーコードジョブ ✓ ✓ ✓

JDF・JMF対応 － ✓ ✓

JDFジョブ作成・編集・削除 － － ✓

JDFジョブのスケジュール － － ✓

iCE LiNK は、初期費用を抑えるサブスクリプションサービスです。
基本モデルとなる IoT Basic をはじめとする 3つのエディションからお選び頂けます。
導入後にシステムの拡張が必要になった場合は、上位エディションへのアップグレードも対応可能です。

※仕様は変更する場合があります。
1

2

3

IoT Basic

Automation※

Enterprise※

機器の稼動状況をリアルタイムに確認

JDFワークフローを活用し、MIS やプリプレス工程と
連携した自動化運用で全体最適を実現

Jobのスケジュールやタスク管理などすべての機能を含むエディション
人員配置や機械稼働を最適化し、効率的な生産計画を実行

アップグレード可能
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iCE LiNKの特長

3つのエディション

■ 製本工程の自動化を実現する次世代型製本ワークフローシステムiCE	
LiNKは、クラウドを利用して機器の稼働状況をリアルタイムに確認し、
稼働状況などのログの取得や、分析が可能なソフトウェアです。

■ iCE	LiNK	を通じてお客様に設置されているホリゾン機の状態をネットワ
ーク経由で把握し、計画的なパーツ交換などの案内を行うことができ、
故障を未然に防ぐ予防措置を促します。サービス性の向上と、お客様
の生産性と利益の向上に貢献します。



■ ダッシュボードで機械のステータス、稼働状況、性能稼働率、1週間分の生産数推移を一目で把握することができます。

■メンテナンス時期をお知らせし、機械の故障を未然に防ぐ予防措置を促します。ホリゾン推奨のメンテナンス項目があらかじめ用意さ
れており、頻度などの設定を自由に変更することができます。

IoT Basic      EnterpriseAutomation機械の稼働状況把握

IoT Basic      EnterpriseAutomationメンテナンス管理

ステータス 稼働状況 性能稼働率 生産性推移

メンテナンス時期お知らせ機能

メンテナンス期日までの状態をステータスアイコンで表示
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機能概要



	■ KPI	分析機能で分析したデータをコスト削減や生産性の向上に役立てることができます。

分析内容

総合設備効率

ライフカウンター /作業実績に基づく
OEE
時間稼働率
性能稼働率
良品率	※

比較分析

機械/タグごと（期間指定）
生産性
性能稼働率
稼働時間集計

※	IoT	Basicは分析画面が表示されませんが、ダウンロードしたCSVデー
タを基に分析を行うことができます。

	■ 総合設備効率・比較分析に加え、ジョブ分析・作業者分析を行うことで、より詳細な分析結果を得ることができます。

分析内容

ジョブ分析

ジョブ期間分析
ジョブ詳細分析
ジョブ進捗分析
ジョブエラー分析

作業者分析 作業者生産性分析

IoT Basic      EnterpriseAutomation

IoT Basic      EnterpriseAutomation

KPI 分析 (ジョブ分析・作業者分析)

KPI 分析 (総合設備効率・比較分析)
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■ バーコードジョブ機能では、JDFジョブを使用していなくても、ジョブごとに各工程のデータを収集することができます。作業日報に
依存せず、作業履歴の管理をすることができ、各工程の作業数・損失数の管理を行うことでボトルネックの特定に寄与します。

作業者の ID情報・開始終了、段取り時間・生産時間・エラー・停止時間

ジョブ毎の作業時間集計から
投入コストや担当者の生産性も
明確になります。

段取り
生産同一ジョブ

開始 終了

段取り
生産

開始 終了

段取り
生産

開始 終了

■ Web	API	を介して外部システムから	iCE	LiNK	に作業開始・終了などの指示を送ったり、iCE	LiNK	から取得した情報を外部システ
ムに送信することが可能です。

■ JDF対応のMISやプリプレスワークフローから、ジョブの納期や用紙サイズ、プリセットに必要な情報などを受け取り、iCE	LiNKに
登録することができます。また、作業実績情報を自動的にMISに集約することができるため、ジョブごとの損益を自動的に把握できる
ようになります。

EnterpriseAutomation外部連携用 Web API

IoT Basic      EnterpriseAutomationバーコードジョブ機能

Automation EnterpriseJDF/JMF対応

機能概要

iCE	LiNKからは以下のような情報を取得できます。

Web API

Cloud Data Base

外部システム外部システム

・	バーコードジョブ（作業）の開始・終了・中断
・ジョブ作業履歴CSV
・機械状態
・機械運転速度（平均 /最大 /最小）

作業開始・終了指示
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	■タスクボードで、表示される生産負荷率をもとに、生産計画を立
てることができます。	
※スケジュール管理はJDFジョブのみ対応しています。

	■ JDFジョブを手動で作成することができます。作成したJDFジョブデータの編集・削除も可能です。

EnterpriseJDF ジョブデータの作成

Enterpriseスケジュール管理
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動作環境
エッジ PC 仕様

PC Core i3 Processor 以上を推奨

OS Windows 10 Pro バージョン20H2以上
.NET Framework バージョン4.7.2以上

メモリー 4 GB以上（8GB以上推奨）

HDD 120 GB以上の空き容量

モニター 1,280 × 1,024 pixel 以上

サーバー PC 仕様
PC Core i7-8550U 1.8GHz

OS Windows Server 2019 Standard 以上

メモリー 16.0 GB

HDD 1 TB 以上の空き要領

モニター 1,280 × 1,024 pixel 以上

クライアント PC 仕様
PC 以下のブラウザーが使えるWindows PC、Mac、タブレット

対応ブラウザー Google Chrome：最新バージョンのみ対応
Microsoft Edge：最新バージョンのみ対応

モニター 1,920 × 1,080 pixel 以上

※オンプレミスで動作させる場合、サーバーPCが必要です。

※iCE	LiNK	からクラウドに繋ぐ機器は、20台ごとに1台のエッジPC（中継用PC）が必要です。



＊ このカタログの記載内容は、2022年 10月現在のものです。
＊ 安全にお使いいただくために、ご使用の前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。
＊ 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
＊ 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

www.horizon.co.jp
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
TEL. 03-3863-5361（代） FAX. 03-3863-5360
〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
TEL. 03-3652-7631（代） FAX. 03-3652-8083
〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510
TEL. 075-933-3060（代） FAX. 075-933-4025
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
TEL. 092-626-8111（代） FAX. 092-626-8112
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-7-31
TEL. 022-782-2821（代） FAX. 022-782-3068
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