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We give every ‘thing’ its own ID

so it connects with the world

As businesses today search for how big data can 

benefit them, at SATO, we focus on the more immediate 

question: “How can we make that ‘thing’ big data?”  

In a world where most things have yet to be digitized, 

our auto-identification solutions provide the answer.

We tag IDs to anything — and everything — to track items 

and help businesses run smoothly, without stopping.

A connected world of productivity, safety, reassurance 

and sustainability starts with somebody physically seeing 

the real situation on site and handcrafting answers that 

work. That’s what we do. And we start where you are.

Because we are Powered On Site.
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その力を、世界の現場で。あなたの現場で。
SATOは自動認識ソリューションをグローバルに、現場起点で提供できる唯一の存在。

世界に広がるネットワークと地域に密着したサービスで、お客さまの海外でのビジネスも支援します。情報を「タギング」で、与える、つなぐ、活かす。
SATOの自動認識ソリューションにおける他社との違いは、「タギング」にあります。
与える、つなぐ、活かすの3つのフェーズで、情報の価値を最大化します。

与える

サプライチェーンの流れを踏まえて、

あらゆるものに精緻な情報を付与。

つなぐ

情報をリアルタイムでシステムに。

IoTやビッグデータを機能させる。

活かす

情報を分析して、オペレーション効率化や

経営課題の発見、解決に役立てる。

0100110111101010
1011000010110101
1101000100011101
100010100110010
0110000110111101
1101101011100010
1111101101100000
1101010110110011

0100110111101010
1011000010110101
1101000100011101
100010100110010
0110000110111101
1101101011100010
1111101101100000
1101010110110011

01001101111010101011000010
11010111010001000111011000
10100110010011000011011110
111011010111000101111101101

OUR BUSINESS

異なる「現場」ごとに、最適解を導きだす。
SATOが多種多様な業界でソリューションを提供できるのは、現場に深く入り込むから。
その現場に最適な方法で、オペレーションの効率化や経営課題の発見、解決を行います。

あらゆる現場を知り尽くす。

カバレッジ

多岐にわたる業種・業界の川上から

川下まで、業務プロセスを深く理解。

組み合わせて解をつくる。

インテグレーション

タギングに必要な商品やサービスを

パートナーの協力を得て調達。

長く使えるものを提供する。

メンテナンス

運用を考えた商品やサービスで、

現場をアップデートし続ける。

Farm Factory Shop Consumer

Hardware

Software

Label

OUR VALUE

世界26の国・地域に拠点を持ち、

90を超える国・地域でグローバルに

ビジネスを展開しています。

90+
ビジネス展開する
国・地域

1940創業した年

1,248億円※
連結売上高 ※2022年3月期

1stWORLD’S 世界初の熱転写式バーコード

プリンタを開発。さまざまな

産業で利用を促進し、市場を

リードしてきました。

世界初のプロダクト開発

5,600
世界の社員数

+

1,200万件
社内ビッグデータ数
社員が経営トップ宛に現場で得た気づきを提案。

経営に生かす「TEIHO」という仕組みがあります。

※1976年から40年以上かけて集まった総データ数

85,000社
国内導入実績

https://www.sato.co.jp 2022.05_3000_QR



あらゆるものを情報化して、

社会のうごきを最適化する。

IoT、AI、ビッグデータ。情報社会と言われる今だけど、

集めたデータの使い方ばかりが注目されていないだろうか？

世界のほとんどが、未だ情報化されていない現実を、

SATOは自動認識ソリューションで変えていく。

あらゆるものや人に情報を紐付け、その動きを可視化することで、

現場ごとに最適な、課題解決の仕組みを提供する。

世の中の生産性を高め、安心・安全、持続可能にしていくのは、

目の前の小さな課題、ひとつひとつに向き合い、解決していく人だ。

現場から、世界を動かす力になる。私たちはSATOです。

Powered On Site

あらゆる業界で、どんな未来をつくれるか。－SATOの自動認識ソリューション例－

・倉庫内ナビゲーション：ピッキングや格納作業の生産性を向上
・出荷作業自動化：ランダム封函+採寸+送り状ラベラー
・注意喚起シール：安心安全な物流現場づくりに

倉庫内ナビゲーション 出荷作業自動化

注意喚起シール

ロジスティクス

リテール

・FLEQV® SM統合アプリケーション：ラベル発行をトータルサポート
・セルフマークダウン：フードロス推進、スタッフ作業負荷軽減
・HACCPクラウド：重点管理項目のモニタリング
・大車輪SaaSシリーズ：RFIDでサプライチェーンの川上～川下を効率化

タグ・ラベル

HACCPクラウドセルフマークダウンFLEQV SM統合アプリ

・トレース精度向上：位置測位技術、RFID などで製品と作業者や作業内容を紐付け
・所在管理：工場・倉庫内にある資産の所 在を正確に管理
・ラベルソリューション：さまざまなサイズ・素材の部品へ高精度で印字

現品票

製品工程管理用の
極小ラベル

ラベルソリューション

・RFID工具管理ソリューション：工具持ち出し管理、棚卸、探索業務改善
・インバウンド対応：多言語アナウンス、遺失物管理RFIDシステム

公共・交通

RFID工具管理
ソリューション

インバウンド対応

フード

・HACCP運用サポート：温度モニタリング、ペーパーレスなど
・生産管理パッケージシステム：高度なトレーサビリティを実現
・ラベルソリューション：食材の期限管理を見える化
・食品表示情報クラウドデータベース：一括メンテナンスを実施

食品内容
表示ラベル

HACCP運用サポート

プライマリーラベル（商品 シール）

位置情報活用
ソリューションPSchouette

・PSchouette®：GS1バーコード検査、期 限、ロットの文字検査を行う
・位置情報活用ソリューション：医療従事 者の業務量を
定量化し、人的リソースを最適化。患者 さんの状態を
把握し、転倒時の迅速な対応などケアの 質を向上

ヘルスケア

最新テクノロジーが、ビジネスを加速させる。
IoTプリンタが、現場のトラブルを軽減。

SOS※ & SATO App Storage
プリンタの稼働状況を見守り、トラブルを未然に防ぐSOS（SATO Online 
Services）。店舗や工場で発行するラベルのデータを、本部で一元管理・
配信するSATO App Storage。先進アプリケーションやサービスとプリ
ンタを融合させることで、安定稼働をサポート、リスクを軽減します。

現場を可視化して、ものと人のうごきを最適化。

位置測位技術
高精度な位置測位技術を用いて、ものの位置や人 の動線・行動をリアル
タイムに把握することで、現場の課題解決をサポ ート。在庫管理から
人員配置、作業工程・コスト管理まで。あらゆるも のの動きを最適化し、
作業効率化と生産性向上につなげます。

透明な紙で、脱プラを支援。

エコラベクリア
プラスチックゴミの海洋汚染をきっかけに、近年世界的に関心が高まって
いる「脱プラスチック」。紙製に置き換えられない透明ラベルを植物由来
原料のラベルにすることで、見た目はそのままに、プラスチックの使用量を
削減します。
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マニュファク
チャリング

※SOSはSATO Online Servicesの略称です。


