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私たちは競争力のある
風を創作します
We Make Wind Competitive



私たちは競争力のある
風を創作します

   実績

Mita-Teknik は 1969 年以来、制御の自
動化のビジネスを行っています。

弊 社 の 実 績 は 、 継 続 的 に 証 明 さ れ
48,000以上の風車に制御システムを搭
載し、最適なパフォーマンスと卓越し
た信頼性を日々お届けしております。

デンマークの風力業界が米国に輸出し
始めた1980年代に、弊社は風力エネ
ルギーへの関与を始めました。以来、
ヨーロッパ及び米国とアジアに部門を
拡大しました。コントロールオートメ
ーション解決策のための業界の世界市
場リーダーとして、インテリジェント
且つカスタマイズされたソリューショ

ンを供給することを可能にするグロー
バルな経験を得ました。
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We Make Wind Competitive

Proven Track Record
Mita-Teknik has been in the business of control 
automation since 1969. Our track record is continuously 
proven, as more than 48,000 wind turbines equipped 
with our control systems, daily deliver optimal 
performance and unsurpassed reliability. 

Our engagement in wind energy started in the 1980s 
when the Danish Wind Industry started exporting to 
the US. Since then we have expanded with divisions 
in both Europe, USA and Asia, gaining global 
experience that enables us to deliver intelligent, 
customized solutions as global market leader in the 
industry for control automation solutions. 

「私たちは風力業界の好ましいパートナーとな
り、常に競争力のある風を創作する道を効率的
に利用することに絶えず取り組みます。」

Jesper Andersen, CEO 
“We want to be the preferred partner in the wind industry and we constantly work at 
optimizing the way We Make Wind Competitive.” Jesper Andersen, CEO



®
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   素晴らしいコントロール

1969年以来弊社の理念は市場のベス
トで最も柔軟なソリューションを作成
する事で、45年以上この理念を満たす
ために取り組んでいます。

今日、包括的な経験と製品ポートフォ
リオにより、規模や複雑さに関係なく
生活に影響するすべてのソリューショ
ンを創作します。

弊社は、ハードウェアとソフトウェア
に関してすべてをカバーし、広範な顧
客の提携サービスと組み合わせビジネ
スで最高のソリューションが保証され
ます。

私達の使命の競争力のある風の創作は弊
社が行うものすべてに適用されます。そ
して、弊社のポートフォリオに在るすべ
ての製品とサービスは、貴方の生産を最
適化し、ボトムラインを改善し、競争力
を高める当初の目的を以って設計されて
います。

弊社のオープン-プラットフォーム製
品の柔軟さと、どのような既存のセッ
トアップにでもシームレスに溶け込む
能力が、”ミックス&マッチ” に貴方に
機会を与え、そして個々のソリューシ
ョンを創造します。

または、貴方が必要とする全てを供給
する完全なソリューションを選択する
ことができます。選択は貴方次第で
す。

ワンストップショップ
One-Stop-Shop

Great at Control
Since 1969 our ambition has been to create the 
market’s best and most flexible solutions, and we 
have worked hard for the past 45+ years to fulfill 
this ambition. Today our comprehensive experience 
and product portfolio enables us to make any 
solution come to life, no matter the scale and 
complexity.

We cover everything in terms of hardware and 
software and combined with our extensive 
Customer Partnering Services you are guaranteed 
the best solutions in the business.

Our mission to Make Wind Competitive applies to 
everything we do, and every product and service in 
our portfolio is designed with the primary objective 
to optimize your production, improve your bottom 
line and make you more competitive.

The flexibility of our open-platform products, and 
their ability to blend seamlessly into any existing 
setup gives you the opportunity to “mix & match”, 
and create your own individual solution. Or you can 
choose to go with a complete solution where we 
deliver everything you need - the choice is yours.
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   24時間365日  スキャダ（監視
  制御）ソリューション

弊社の SCADA ソリューションは、機
能、柔軟性、そしてウインドパーク内
での風車をより細かく制御を得るため
に必要なサービスを提供します。

マイスカウト ウエブは、風車または
パークとモニター製品と繋がり、アベ
ーラビリティ、アラーム、気象条件の
詳細を標準ウエブブラウザーを介して
接続する事ができます。それは、すぐ
に警報と気象条件の変動に反応するこ
とができます。最終的に貴方の風車の
アベーラビリティを増やし、より高い
利益を保証します。

   レトロフィット ソリューショ
   ン（換装ソリューション）

改善された制御オートメーション技術
で古い風車を改造することにより、以
前より安全、費用効果そして単純に古
い風車の寿命を延長します。

弊社のレトロフィットのコンセプト
は、貴方の風車のコントローラーと電
気システムのアップグレードのお手伝
いをし、新たに改善されたシステムに
変えることです。

そして明日へのチャレンジと収益に向
かって改善されたオンラインに戻すた
めにMita-Teknikと組んで制御を取戻し
貴方の投資を保護して下さい。

®

Great at Control

完結できるソリューション
Complete Solutions

24/7 SCADA Solutions
Our SCADA solutions provide you with the features, 
flexibility and services you need to gain greater 
control of your wind park. MiScout enables you to 
connect to your wind turbine or park and monitor 
production, availability, alarms, weather conditions 
and more via a standard web-browser. It allows you 
to instantly react to alarms and shifts in weather 
conditions - ensuring you increased availability and 
ultimately, higher profits.

Retrofit Solution
By retrofitting older turbines with improved control 
automation technologies there is now a secure, 
cost effective and simple way of extending older 
turbines’ productive life span. Our Retrofit Concept 
helps you upgrade the control and electrical systems 
in your wind turbine to new improved systems. So 
take back control and protect your investment by 
partnering with Mita-Teknik to bring your turbines 
back online - improved and ready for tomorrows 
challenges and earnings.  

弊社は柔軟に対応し完全ターンキーソリューシ
ョンから単体コンポネントまですべてを供給し
ます。
よって貴方が必要とされるどの様なセットアッ
プも提供します。
We believe in flexibility and we deliver everything from complete turnkey solutions to 
individual components - so whatever your setup needs we can provide. 
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Contact
Tel.: +45 8665 8600
E-mail: mail@mita-teknik.com
Web: www.mita-teknik.com

®

Great at Control
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