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防犯システム  設計・開発・施工

日々感謝、日々精進。
常に変化、闘争し続ける

ＩｏＴ技術とノウハウを活かし、
あらゆる社会問題を解決する

ＩｏＴシステム   設計・開発・製造・施工

システムＩoT
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２０１８. ９会　社　概　要

< 販売代理店＞
創業昭和５６年　官公庁指名業者
防犯とＩｏＴの設計・施工・販売・保守

INTRUSION  ALARM  SYSTEM  IN  OPERATION
       AUTOMATED  NOTIFICATION  SYSTEM
        THREATENED  TO  REPEL  INTRUDERS
                               SECURITY   BY

ホームページ

〒653-0037 神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号神戸本社
FAX 078-643-1902

■

〒464-0851 名古屋市千種区今池南２９番２４号　川島第 1 ビル名 古 屋
FAX 052-733-0375

■

     堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町１番１９号　グランビルド堺東５０７

FAX 072-232-6430
■

URL：http://www.tokaisecurity.net　Mail： info@tokaisecurity.net

商　　　   号　  トーカイセキュリティ株式会社

本　　　   社  　〒653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号                   　　ＴＥＬ 078-643-1901   FAX　078-643-1902
　　　　　　　　　　 
神戸営業所  　 〒653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号                   　　ＴＥＬ 078-643-1901   FAX　078-643-1902
　 　 　 　 　 　
堺 営 業 所   〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町 1-19  グランビルド堺東５０７             　　ＴＥＬ 072-232-6440   FAX   072-232-6430 
　　　　　　　　　　　　　 
名古屋営業所     〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南 29-24  川島第一ビル３Ａ   　　ＴＥＬ 052-251-8748   FAX   052-733-0375
　　　　　　　　　　　

創 立 年 月    法人設立　昭和６３年１月 （個人創業　昭和５６年４月）

営業エリア　　 近畿地区 ・ 東海地区

加盟団体等　 ・ 公益社団法人　日本防犯設備協会正会員
 　　　　　　　　 ・ NPO 法人　大阪府防犯設備士協会会員　防犯アドバイザー認定
 　　　　　　　　 ・ NPO 法人　兵庫県防犯設備協会会員　防犯アドバイザー認定
 　　　　　　　　 ・ 愛知県セルフガード協会会員　防犯アドバイザー認定
 　　　　　　　　 ・ 公益社団法人　大阪府防犯協会連合会　大阪府防犯モデル駐車場審査委員
 　　　　　　　　 ・ NPO 法人　大阪府防犯設備士協会　熊取町 ・ 田尻町 ・ 泉佐野市幹事
 　　　　　　　　 ・ 大阪府保険医協同組合 （提携先企業）

保有資格等　 ・ 警察庁公認防犯設備士
 　　　　　　　　 ・ 第２種電気工事士
 　　　　　　　　 ・ 低圧、 高圧電路作業受講済み
 　　　　　　　　 ・ 高所作業車講習受講済み
　　　　　　　　  ・ 第３級陸上特殊無線技士

メディア掲載  ・ＴＶ東京 「ワールドビジネスサテライト」 で放映されました。 （平成２２年６月）
                   ・ 日本経済新聞電子版に掲載されました。 （平成２２年６月）
                   ・ 日刊工業新聞に掲載されました。 （平成２２年６月）

・ＮＥＸＣＯ西日本関西支社（西日本高速道路株式会社）　・大和ハウス工業株式会社　
・積水ハウス株式会社　・株式会社デンソー　・富士通株式会社　
・京都梅小路みんながつながるプロジェクト（京都梅小路まちづくり推進協議会、JR西日本旅客鉄道京都支社）
・特定非営利活動法人(NPO 法人) 明日の京都文化遺産プラットフォーム　
・三井住友トラストパナソニックファイナンス株式会社　・ＳＭＦＬキャピタル株式会社　・オリックス株式会社　
・株式会社クレディセゾン　・日立キャピタルNBL株式会社　・株式会社オリエントコーポレーション　
・三井住友ファイナンス＆リース株式会社　・トヨタファイナンス株式会社　・アツミ電氣株式会社

主要取引先

・侵入警報システム　設計・施工・保守　
・防犯カメラシステム　設計・施工・保守　
・ＩｏＴシステム　設計・開発・販売・施工　
・ネットワークIPカメラシステム　設計・施工・保守
・不法投棄監視カメラシステム　設計・施工・保守
・ソーラー防犯カメラシステム 設計・施工・保守　
・太陽光発電所セキュリティシステム　設計・施工・保守
・遠隔監視画像送信システム　設計・施工・保守
・街頭防犯カメラシステム　設計・施工・保守
・熱源監視サーマルカメラシステム　設計・施工・保守

・オートロック電磁錠システム　設計・施工・保守
・駐車場チェーンゲート/バーゲートシステム　設計・施工・保守
・駐車場遠隔管理システム　設計・施工・保守
・駐輪場設備　設計・施工・保守
・業務用ウェアラブルカメラシステム　設計・施工・保守
・顔認証入退室管理システム　設計・施工・保守
・110番緊急通報システム　設計・施工・保守
・NECビジネスホン/コニカミノルタ複合機　設計・施工・保守
・介護見守りシステム　設計・施工・保守
・バイタルセンサシステム　設計・施工・保守

業務内容
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AHD カメラ

新映像方式であるＡＨＤに対応。
アナログシステムと同じ配線を
生かしながらＨＤ画質の録画
映像が可能に。

EX-SDI カメラ

高画質映像の長距離伝送を可能
にした、 フルハイビジョンカメラ。
人の顔、 ナンバープレートが鮮明
に。

太陽光発電所セキュリティ

太陽光発電所のセキュリティシス
テム

ソーラー防犯カメラ

電源不要、 設置場所を選ばない。
太陽光発電方式の自動撮影録画
機

不法投棄監視カメラ

設置場所移動可能、 不法投棄を
２４時間監視 !! ソーラーパネル
100Wh 搭載。

BOSCH IP カメラ

Bosch HD トータルソリューション。
暗闇の星明りでもハイビジョン
カラー撮影する IP カメラ

BOSCH 4K カメラ

Bosch DINION IP ultra 8000 シリ
ーズ。
極めて優れた詳細映像を実現す
る４Ｋカメラ

パナソニック IP カメラ

見える、 聞こえる、 話せるネット
ワークカメラ。 離れた場所の映像
をインターネット経由でモニタリング

街頭防犯カメラ

屋外ドームカメラ一体型レコーダー。
無線 LAN、 GPS 受信で自動時刻
調整！電源配信だけの簡単設置！

業務用ウェアラブルカメラ

離れた現場映像をハンズフリーで
撮影、 本部へネット経由で映像と
音声を配信。 WEB 会議も可能。

駐車場や駐輪場の管理に！
精算機のアラーム状況やゲート
などのロック解除など３G 回線を
利用

LTE クロッシールータ

IC タグ入退出管理システム

耐洗濯 IC タグをユニフォームに
装着。 入退出履歴 ・ 入室権限
機能 ・ 各種設定が可能。

全方位魚眼カメラ

魚眼カメラで広大なエリアを 360 度
全方位監視！！
自由に表示モードを変更
「見落とし無し」 の警備！

音声合成警報器
 （アローボイス）

露出 ・ 埋め込み兼用のコーン
スピーカ型、 最小サイズの音声
合成警報器。

110 番緊急通報装置

暴漢、 強盗の侵入等による緊急
事態発生時、 非常ボタンを押すと
110 番へ自動通報する

LED 回転灯付音声合成
警報機 （ニコボイス）

汎用性高い MP3 採用、 メモリ
カードで内蔵データ書き換え簡単
表示部は回転灯！

LED 積層灯
ニコタワー ・ プチ

業界最小径の積層灯。 医療機、
検査機など小型精密機器に使用
できます。 透析検査機器など
需要増大！

ワイヤレスセキュリティ

センサで検知し威嚇するワイヤレス
コントローラ。 必要最低限の機能で
低コストを実現。

介護見守り緊急通報装置

介護高齢者が動けないなどの緊急
事態発生時、 センサーが自動検知
通報、 非常ボタンで自動通報する

ソーラー LED 標識

電源不要。 場所を選ばない太陽光
標識。 ソーラーパネル内蔵、 万能
コードレス標識

ソーラー式 LED 照明灯

昼間ソーラーパネルで充電し夜間
自動点灯するパワー LED 照明。
従来品より大幅に明るさ UP ！

ビジネスホン Aspire UX

NEC 最新のビジネスホン。

無線遠隔操作システム
KS-55

安心 ・ 安全 ・ 確実。 管理者が
移動中でも、 どこからでも遠隔
操作可能 !!

GPS 発信機 番犬ドンデⅡ

車の不審な動きをキャッチ
盗難 ・ 車上狙いからあなたの
車を守ります。

GPS 発信機
マップステーション

グーグルマップで位置検索。
SOS ・ 営業車管理 ・ 盗難防止 ・
防災向け。

車両運行管理の業務改善を
お考えのお客様向け。
車両運行管理システム

GPS 発信機
マップステーション EX

小型 ・ 軽量、 PC、 スマホ、
 携帯電話 （ガラケー） 対応
最大待受け 100 日のプロ仕様。

GPS 発信機
マップステーション V

チェーンゲート

迷惑駐車 ・ 不法侵入車両を排除
する駐車場ゲートの無人自動運転
警備装置。

オートロック電磁錠

離れた場所から屋内外の門扉 ・
ドアを強力電磁石で圧着 ・ 開閉。
後付け可能

フリアーサーマルカメラ

最先端の赤外線画像技術を採用。
赤外線エネルギーを検出して映像
化。 夜間監視に優れた性能を発
揮

【商品ラインナップ】

ミマモリ君ローカル

非接触バイタルセンサ独自のマイ
クロ波で認識を行い、 即時にメー
ル送信 ・ 音声通報でお知らせしま
す。

IoT ミマモリ君 WEB

バイタルセンサをさらに手軽に！！
パソコン不要で市販の警報機と
組み合わせて警報出力！！！
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次世代 IoT ゲートウェイ

災害通報装置とホームセキュリティ
を組み合わせた各種アプリケーショ
ンをご提供いたします。

ミマモリ君コール

バイタルセンサで計測した値を
WEB で確認！
グラフやログデータが PC ・ スマホ
・ WEB で見れます！

侵入警報システム

警備員不要の自主警備システム。
侵入者を防犯センサで検知撃退！

IoT 地震速報システム

家族見守り装置 Tiny Savior 
　　 ・ 緊急地震速報の通知
　　 ・ ネットラジオの自動放送　
　　 ・ 緊急メール送信

システム

顔認識機能付カメラ

フル HD､月額費用 0 円 ! カメラに
移った顔を認識して名前を通知し
ます。 他機種もご紹介。

赤外線サーマルセンサ

８×８ （６４） 画素で二次元エリア
温度検知を実現、 デジタル温度
出力します。

（Grid-eye）

サムスンカメラ

ＢＥＹＯＮＤシリーズカメラ、 全方位
カメラなど、 サムスンの最新機種を
御紹介。

ＮＶＲレコーダー
(KAKUDAI-NVR)

NVR の常識を覆すパフォーマンス
ストレスフリーな操作性を実現。
世界共通規格の Onvif や RTSP
に対応

【商品ラインナップ】


