【連絡先】
電話：

専用

セキュリティ監視
◆
◆
◆
◆

広域監視超高解像度複眼カメラシステム

◆
◆

、

：

-

-

、 メール：

-

-

カメラ、

、画像解析装置

のパッケージシステムやコーナー専用

カメラなどユニークな製品もあります。

社映像センサ国内導入実績

ネットワークを利用した監視システム 及び カメラ・センサの開発に特化。
当社は

年から販売店として活動し、現在まで映像センサ約

・海上自衛隊 ・航空自衛隊 ・空港

システムを国内で導入

・電力関連施設 ・石油/天然ガス備蓄施設

社サーマルカメラと組み合わせることで、 ルクスの暗闇でも侵入者を自動的に検知する
ハイレベルシステムを構築、国内のエネルギー・防衛関連等ハイエンド施設に実績多数。

・浄水場 ・新幹線 ・一般鉄道 ・地下鉄

先進国・発展途上国を問わず、

・寺社仏閣 ・製鉄所 ・石油化学プラント

監視システムの大規模な導入事例多数。

国際空港、スマートシティ、カジノ、刑務所等に強みを持つ。 カメラ 万台のシステム構築あり。

メガピクセル、

-

テレダイン フリアー

ダルマイヤー エレクトロニック

カタログ品で最大

-

米国

ドイツ

◆

年 月更新

◆

ネットワークカメラ、フル

を取り込み、カメラ 万台などの大規模監視システムを

・電機メーカー工場 ・学校 ・物流倉庫
・団地 ・

映像解析センサー搭載カメラ等、ニッチだが非常に尖った

マルチベンダーのネットワークカメラやエンコーダ等

その他 当社だけで

先進的な技術と開発能力を持っている。

構築できます。 その他、

邸宅

、

、

等の

携帯端末で監視するインターフェースもあります。

システム以上

照明が一切無い暗闇でも、

サーマルカメラと

映像センサーを組み合わせれば、自動的に
人間・車両等の脅威対象を識別して検知可能。
警備自動化・レベル向上、効率化に最適です。

の高解像度カメラを複数配置し、繋ぎ合わせる事で、 枚の超高解像度映像を生成
億ピクセル、カメラ 台構成。光学ズーム無しで

超高解像度映像ながら

前方の人間の顔を認識可能

振動式センサー

のスムーズな映像を実現。超高解像度のまま映像録画可能

軍事・セキュリティ・防災用サーマルカメラ

超音波センサー

広域監視超高解像度複眼カメラ

カタログ品の他、滑走路監視用やスタジアム監視用など用途に合わせた特殊仕様製品あり

社システム導入実績

◆
◆
◆

監視カメラ

空港 (ドイツ・イギリス・スペイン・イタリア・スイス・デンマーク・ロシア・マレーシアなど)

ワールド・ワイドで圧倒的なサーマルカメラのシェアを誇る。
物体の熱放射を検知するカメラなので、照度 の暗闇でも監視可能。
温度計測機能により火災や設備・機器等の状態監視・防災用途にも適用可能。
軍・官公庁向け

イベント会場 (ドイツ) / スタジアム (ドイツ・イギリス・イタリア) / 鉄道 (ドイツ・南アフリカ)

・航空機・装甲車・艦船搭載用マルチセンサー防振装置付カメラ

高速道路（ドイツ） / 刑務所 (ドイツ)

セキュリティ用 長距離監視カメラ

倉庫(ドイツ) / カジノ（マカオ）

街頭監視（フランス・イギリス・タイ）

計 欧州を中心に

・

システム以上

シリーズ、超強力投光器付

シリーズ

監視距離

監視距離数十
、投光距離

セキュリティ用 短～中距離監視カメラ

映像センサ機能搭載カメラ

・

イスラエル

シリーズ アナログ/

ハイブリッドカメラ

監視距離 ～

火災・機器状態監視サーモグラフィ

エル・ファー エレクトロニクスシステムズ
振動解析式センサーシステム
◆

船舶用サーマルカメラ
監視用サーマルカメラ

という特殊なアルゴリズムを使用し侵入者を探知する振動センサー。
本のセンサーライン上で

◆

毎に異なるエリアを設置可能、 ユニットで

まで監視可能

火災監視サーモグラフィ

金網フェンス、装飾フェンス等問わず設置可能。 センサーモジュールをフェンスに括り付けるだけの簡単
設置。蛇腹型有刺鉄線に設置して、即席のセンサーラインも構築可能

-

社システム導入実績

イスラエル軍(イスラエル) / ジョン・ ・ケネディ空港 (米国) / ニューアーク空港 米国)
国連施設 (ケニア) / ユーロトンネル入口 英国) /

石油パイプライン (メキシコ)

原子力発電所 (チェコ) / 刑務所 (ブラジル・タイ)

衛星通信所 (オーストラリア)

アテネ五輪選手村 (ギリシャ) / リオ五輪（ブラジル） 計

カ国以上 /

ダイバー探知ソナー
クラウド型

人検知システム

以上

サーマルカメラも

米国

水中ダイバー探知ソナーシステム
直径
水中で

クラウド型

左から、

の範囲をカバーし、循環型呼吸器を装備した本格的ダイバーも 半径

監視部分に応じて、

°、

°、

の範囲で探知

°の範囲を選択可能

以上ものターゲットを同時処理し、自動探知、自動追尾、自動識別可能

ソナーシステム、監視コンソール画面

・イスラエル軍 (イスラエル)
・トルコ軍 (トルコ)
・エネルギーターミナル ポーランド)

漁労用ソナーと同程度の高音域ソナーの為、海洋生物への悪影響は僅少

・アジア地区某国海軍

元海軍技術者の開発したアルゴリズムを採用し誤警報を低減

◆
◆
◆

社システム導入実績

ターゲットをソナーディスプレイ上で任意に拡大縮小可能

計

人検知システム

人物検出に特化した

の至近距離で

火薬

港湾入口、河川等の狭小部分監視には

が爆発しても影響なし
という姉妹機材もあり

ニューラルネットワークを介して処理した教師データは

・発電所 (セキュリティ・防災)

億件以上。あらゆる環境で高精度、

低誤報率を実現。動体検知で悩まされた小動物、草木の揺れ、波しぶきなどの誤報を除外可能

◆
◆

自社の

利用に適したカメラハードウェアの設計、開発、製造も実施。サイバーセキュリティにも対応

接続にて

パーティー製

カメラ、

セキュリティ)

・メガソーラー発電所 (セキュリティ)
・石油備蓄基地 (セキュリティ)
・製鉄所 (防災)
・一般工場 (セキュリティ)
その他 当社だけで

台以上

とも連携可能

社システム導入実績
・英米の大手セキュリティ企業にて採用
機械警備及び遠隔監視システムとして導入実績多数
・台湾セキュリティ企業にて採用

・米軍が導入を検討中
実地試験実施済み

・

ドーム型、バレット型を用意

映像解析機能、映像表示、録画などのサービスを全てクラウド上で提供。初期投資とライフサイクルコストを低減

システム以上の導入実績

・米国内の原子力発電所で導入検討中

自社でカメラハードウェアも開発

を開発し、セキュリティ監視、警戒の効率化、省力化に寄与

内部はフォールトトレラント構造になっており、故障発生時も別モジュールへ切替・自動復帰
超堅牢構成、

・海上自衛隊 (セキュリティ)
・在日米軍貯油施設 (防災)

ソリューションズ

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

・警察、海保、消防、国交省 (ヘリ搭載型)

アンボ コンピュータ ビジョン

イスラエル

化、高性能化が進んでいます。

社サーマルカメラ国内導入実績

学校・駐車場・マンション・病院など
枝の揺れを気にせず、植栽を乗越える人のみ
捕らえることが可能。

・その他 オーストラリア、南アフリカなど
全世界で導入実績有

防災、セキュリティ、軍事用まで幅広い製品が強み。

映像内の温度継続も可能。 昨今は防災・予防保全用途も拡大。

