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”Think big, start small,scale fast”（大きく構想し、小さくはじめ、急速に成長する）の理念のもと、IXON

は創業されました。IXONは現在強力なパートナー様とともに急速に成長しており、パートナー様と才能・
専門性・技術・ノウハウを組み合わせ、お客様によりよいサービスをお届けしております。

広範囲をサポートするパートナープログラムによって、パートナー様へ不可欠なサポートを確実にお届け
し、成功に導きます。IXONの強みを共有させていただき、パートナー様と共にさらに成長を目指します！

「一人では少しのことしか
為せないが、皆で力を合
わせれば多くのことを
為せる！」

ヘレン・ケラー

IXONでは、パートナー様への信頼を基軸とし、「事業成長のた
めには、パートナー様との戦略的な関係構築と連携が不可欠」
とし事業運営を行っています。 



IXONは、デバイスとIXON Cloud間の接続性を安全に確保できるエンドツーエンドソリューションを提供
しています。産業機械に特化した最適なクラウドプラットフォームで、ダッシュボードを通しマシンデータ
に対する理解を深めることも可能です。IXON Cloudはあらゆる産業機械メーカーに対応しており、導入
後すぐにシステムを立ち上げることが可能です。お客様が「リモートアクセスソリューションをお探しだっ
たか」「産業機械データに対するインサイトを得たいと思っていたか」「独自のIIoTプラットフォームを立
ち上げたいと準備していたか」に関わらず導入後すぐにシステムを運用することができます。

IXONのご紹介
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IXON Cloudは世界初のプログラミング不要なIIoT(Industrial IoT:産業IoT)
プラットフォームです。IXON Cloudは「産業機械メーカー様」と「自動化シス
テムを開発するシステムインテグレーター様」向けに特化しています。
エンジニアによる、エンジニアのためのプラットフォームです。
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IXONからの技術サポート
IXONのサポートチームは経験豊富なメンバー
で構成されています。IXONの自社製品とサービ
スを超えてでもトップレベルのサポート提供を
目標にしています。

公式パートナーとしての
IXONウェブサイトへの
掲載
パートナー企業となることで、IXON Cloudに
対して大きな期待をしてくださっているパー
トナー様とともに掲載させていただきます。

チャネルマネジメントチ
ームからのサポート
多方面においてパートナー様をサポートするため
にチャネルマネジメントチームが準備をしており
ます。
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現地での技術・
営業研修のご提供
パートナー様のポートフォリオの一部として、IXON 

Cloudを提供するために、IXONの製品・サービスを
深く理解するのは不可欠と考え、現地でのトレーニ
ングを提供いたします。

見込み顧客のご紹介
パートナー様の成長を狙い、パートナー様の地
域から得られた見込み顧客をご紹介いたしま
す。

共生マーケティング
パートナー様と展示会に出場したり、オンラインでの認知を増やすた
めにオンライン広告を行ったりと、マーケティング活動を共に行うこ
とで売上向上を狙うことが可能です。

IXONパートナーポー
タル
製品の詳細情報、マーケティング資料、ガイド、ド
キュメンテーション等、IXONに関連する全情報へ
のアクセスが可能です。

競争力のあるマージンとプロジェ
クトの価格設定機会
製品販売に関しては大幅にパートナー様に委任されます。IXON

のIXrouter、周辺機器、ソフトウェア（ライセンスや追加サービス
等）全製品をお任せします。

確かな顧客基盤
とブランド
IXONは産業IoTプロバイダーとしての長年の経験を
持ち、数千の産業機械メーカー様とシステムインテ
グレーター様に新しいスタンダードとして選ばれ続
けています。

競争力のあるマージンとプロジェ競争力のあるマージンとプロジェ
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IXONのパートナー
になる利点 
IXON Cloud.
カンタン。カンペキ。
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パートナー様
の声

「IXONはパートナーに必要な研修、最良のサポート、具体的な解決策を提供し
、パートナーと最良の関係を構築しています。IXON Cloudは産業機械と通信す
るために最もカンタンな方法を提供しています。セットアップが非常にカンタン
で、多くの通信プロトコルに対応しているため、お客様への提案が非常にしやす
い商品です。どんな形式のハードウェアにも組み込め、多方面に利用することが
できます。」

Camilo Sanhuezo,  Instacon (チリ).

IXON's solution is more than just a simple remote access 
solution: it helps you and your customers get into Industry 
4.0 with ease. IXON's team is always ready to help, and is 
there for us when we need it. They provide us a quick response 
for every sales-related or technical question that we have.

Sergi Utiel, RTC (Spain)

「IXONはパートナー企業が成功するように、尽力してくれます。IXONの企業
と製品の詳細を理解し、彼らのノウハウと今後の開発計画を理解するため
にIXON本社・弊社両方で研修を行ってくれました。本当のチームのように
いまでは感じています。」

Alba Ribo, Tecnical Lleida (スペイン)

「私の経験の中でも特にIXONは『高品質なプロダクト』『グローバルレベルの
サポート』『産業機械メーカーにとって使いやすいプラットフォーム』を提供し
ています。まさに産業機械メーカーによる、産業機械メーカーのためのプラッ
トフォームです。IXONの社員さんは非常に助けになりますし、オープンで気負
わず連絡することができ、良好な関係構築ができています。IXONの社員さん
はパートナーシップにおいて、私どもの事業内容に興味を示してくださいます
し、実際の業務にもとづいたアプローチを取ってくださいます。IXONの方から
のサポートを受け、共に働くことで、皆さんもチームの一員のように感じるでし
ょう。IXONの最新鋭の製品とクラウドソリューションを提供する上で、この関係
性は非常に助けになります。」

Tommy Nordmarken, Toncon AS (ノルウェー).
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「設定のカンタンさに驚きました。これにより、産業機械メーカーのお
客様にとって多くの時間を節約することが可能となりました。私どもに
とっての一番の利点というのはお客様である
産業機械メーカー様の使いやすさです。非常に満足してい
ただいております。」 

「IXON Cloud導入前は障害が起きてしまい、VPNトンネル
でさえも開くことができませんでした。ユーザーの使いやすさの
面から、IXONはクラウドソリューションの中で圧倒的です。IXON Cloud
のソリューションを取り入れることを前提としてプロジェクトの予算管理をしています。」

「回路のショートが起きたときや、エネルギーを消費しすぎたときは、
すぐに通知やアラームを受け取ることができます。お客様の太陽光
発電システムの最適運用のアドバイスをすることができています。」

IXON has developed a phenomenal graphic tool. Using the IXON 
Cloud solution has led to savings and improved efficiency. Service 
engineers provide more targeted service.

Bart Aernouts, founder and engineer at AASYS.

Eric Spauwen, project engineer at Eco-Vision.

Heico Sandee, Smart Robotics

Sébastien Robert, Project Engineer at TSS.

Freddy Dekkers, Water IQ International.

産業機械メーカー様がIXON Cloud
を新しいスタンダードとして
選ぶ理由

でさえも開くことができませんでした。ユーザーの使いやすさの
面から、IXONはクラウドソリューションの中で圧倒的です。IXON Cloud
のソリューションを取り入れることを前提としてプロジェクトの予算管理をしています。」
面から、IXONはクラウドソリューションの中で圧倒的です。IXON Cloud IXON has developed a phenomenal graphic tool. Using the IXON 

客様にとって多くの時間を節約することが可能となりました。私どもに

We had everything up and running in no time. You place 
the Plug-and-Play router in your control cabinet, and it 
just works. All over the world, even in China.
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IXON B.V.

Vierlingsbeekseweg 52A

5825 AX Overloon

The Netherlands

+31(0)857441105

info@ixon.cloud

チャネルマネージメント

Mathijs Degryse

mathijs.degryse@ixon.cloud

Sjors Thijssen

sjors.thijssen@ixon.cloud

寺村まどか
madoka.teramura@ixon.cloud

お問い合わせ先


