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⑤ カメラを活用した映像解析メニューの提供
・撮影した画像を基に施設等の混雑状況の見える化
・集計データをマーケティングに活用

クラウドカメラ「TokaiX」について

対応カメラ
買い切り or レンタル 左記以外カメラ

サポートセンタ

サポート
クラウドカメラ
「TokaiX」 サーバ

録画映像
視聴

リアルタイム
モニタリング

提供範囲

GW

撮影した映像をインターネット
経由でクラウドへアップ

クラウドカメラ「TokaiX」は、クラウド型カメラモニタリング・録画サービスです。
いつでもどこでも簡単に映像を確認することができます。

サービスイメージ サービスの特長
① 高画質な録画映像
・1秒あたり最大30コマ、HD画質の映像で録画
・店舗・オフィスの様子も、滑らかな映像で確認

② いつでも・どこでもマルチデバイスでの視聴が可能
・インターネット経由で遠隔からどこでも映像を確認
・動体・音声検知機能を搭載、カメラ周辺の異常も察知可能

④ プロが365日サポート
・365日9時～21時の時間帯で専任の担当者が対応
・カメラの初期登録(クラウド側登録)も代行

③ クラウド保存による安心運用
・レコーダ不要で録画映像はクラウド上に保存
・レコーダ利用時に起こりうる物理故障・破損などによる
録画データ消失リスクを軽減

左記以外カメラ

1※本サービスはNTT東日本の卸を受けて提供しています。



クラウドカメラ「TokaiX」の便利な機能

動画ダウンロード機能

保存しておきたい録画映像は
ダウンロードしてPCに保存できます
（カメラ1台あたり72時間/月）

※LTE対応ポータブルカメラ対応機能

。

タイムラプス機能

一定期間の録画映像を圧縮し、
変化を早送り動画のように視聴できる機能

※LTE対応ポータブルカメラ対応機能

プライバシーマスク機能

映像内で見せたくない場所を隠すことができます。
隠したところは、ライブ映像、蓄積共にマスキングさ

れた状態で表示、保存されます。

クラウド
サーバー

映像シェア機能 動体検知機能 切断検知機能
オーナー

Live映像︓OK 視聴権限付与 Live映像︓OK。
録画映像︓OK 録画映像︓NG

従業員A 従業員B

クラウド
サーバー

検知したら
お知らせ

。

クラウド
サーバー

！

切断したら
アラート通知

。

カメラ映像を複数ユーザに共有
(最大100ユーザまでシェアが可能)

※LTE対応ポータブルカメラ対応機能

動体検知機能をONにしておけば、
動きを検知すると、登録した端末に通知

カメラとクラウドの接続が切れたら
メールやPUSH通知でお知らせ

※LTE対応ポータブルカメラ対応機能

※実際は黒く塗り潰されます。

＜１日分の映像＞

短時間で長時間分の映像を確認可能

～
必要な倍率で圧縮

クラウド型カメラサービスならではの便利な機能を利用できます
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※本サービスはNTT東日本の卸を受けて提供しています。



クラウドカメラ「TokaiX」の便利な機能

分類 機能 機能詳細

カメラの管理

複数カメラの一括管理 複数のカメラ映像を1ページにまとめて、一括管理できます。
カメラの登録台数は無制限です。

タグ機能 複数のカメラを管理する際に便利な機能で、それぞれのカメラのグループ分けを簡単に行うこ
とができます。タグを付けることでワンクリックでグループ表示が可能です。

カメラ一覧の並び替え ドラッグ＆ドロップカメラの並びを入れ替えるなど、直観的な操作で一覧画面をカスタマイズ
することができます。複数台のカメラをご利用するときにおすすめの機能です。

ダッシュボード
複数のカメラ映像を1ページにまとめて、自分好みにカスタマイズする機能です。
任意のカメラ映像の表示方法(ウィジェット)を組み合わせ、映像管理を最適な表示形式で
行うことが可能です。

視聴関連

ライブ＆録画視聴 画面を切り替えることなく、リアルタイムの映像閲覧や過去の蓄積映像を確認できます

プリセット位置巡回機能※
PTZ対応のカメラは、遠隔からカメラの方向を変えたり、ズームすることが可能です。
予め、任意の場所をプリセットとして登録し、指定した曜日/時刻に特定のプリセットへ画
角変更を行うことが可能です。

イベントビューア 複数カメラの「モーション（動体検知）」 「サウンド（音声検知）」 「スナップショット」 のイ
ベントが1画面で確認いただけます。簡単にイベントがあった映像を探すことが可能です。

データ保存
ムービークリップ

録画映像から、録画日数が過ぎても残して置きたいシーンを切り取り、カメラ1台あたり120
分までクラウド上に保存ができます。保存された映像はmp4形式でダウンロードが出来るた
め、再生に特別なソフトウェアは必要ありません。

スナップショット※
リアルタイム映像閲覧中、映像をJPEG形式でクラウド上に保存ができます。保存した画
像はJPG形式でダウンロードができ、瞬時の映像を写真で残したいときに便利です。

※カメラの性能によって対応していない機種もあります。 3



機能 内容

筐体 横幅 84mm x 高さ 55mm x 厚み 30mm 155ｇ

画角 水平︓120度、垂直︓86度

防水防塵 IP67（カバーゴムなどがしっかり閉まっていることが前提）

夜間撮影 白色LEDあり（赤外線はなし）

4G/ＬＴＥ nano SIM ※現状docomo系SIMのみ利用可能

Ｗｉ-Ｆｉ 規格︓IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
セキュリティ︓WPA-PSK/WPA2-PSK

Bluetooth 対応規格 Bluetooth4.2 (HFP/HSP)
通話機能があるヘッドセットのみ使用可能

バッテリー 4200mAh / フル充電(約5.5時間)で最大8時間程度稼働
※充電しながらの利用は不可です。

通話 専用ビューアとカメラの間で通話可能

LTE対応ポータブルカメラについて

端末イメージ メリット

バッテリー搭載した持ち運び可能なＬＴＥ対応カメラ。
屋外での利用にも対応可能で出先や工事現場等でも便利に利用できます。

【本体価格】115,500円/台（税抜） （保証期間１年）
【クラウド月額料金】カメラ１台あたり5,000円（税抜）（３０日のみ）
※SIMカードは別途ご契約が必要です。

周辺機器（別売り）

工 事 ・ 配 線 不 要

バッテリー内蔵で、Ｗｉ-Ｆｉ/ＬＴＥ対応のため、
電源や配線の工事は不要です︕

小型BlueToothヘッドセットマグネット アーム

い つ で も 接 続 可 能

Wi－Fi環境/ＬＴＥ回線があれば、接続できます。
ヘッドセット等の周辺機器もご用意しております。

部材等はカメラ注文時に同時注文のみ対応可能です。（部材のみの単独注文の受付はできませんのでご注意ください） 4



LTE対応ポータブルカメラの便利な機能について（通話機能編）

便利な使い方 通話方法

遠隔からの状況確認、指示出し等が可能になり、
現地で確認が必要だった業務の効率化が図れます

※Wi－Fi環境/ＬＴＥ回線があれば、接続できます。
ヘッドセットもご用意しております。

ボタンを押すだけでカメラ撮影者と映像閲覧者で
ハンズフリーにリアルタイムで双方向通話が可能

ビューワーもしくはカメラ本体の電話ボタンを押すことで通話可能です

電話ボタン

ビューワーから架電時︓自動的に通話が開始しますカ
メラから架電時︓ビューワーで通話の承認が必要です

現地にいるような感覚で指示出しや状況報告に利用
建築︓現場監督と作業者の指示出しに利用
小売店︓店舗の撮影したい商品エリアの指示に利用

遠隔から現地の状況を確認可能になることで、
訪問に要する移動時間を削減できたり、

1つの場所から複数拠点の確認が可能になり、
業務の効率化が図れます

周辺機器（別売り）

小型BlueToothヘッドセット

部材等はカメラ注文時に同時注文のみ対応可能です。
（部材のみの単独注文の受付はできませんのでご注意ください）

クリアな音質で通話いただくためには

A地点に
向かって
下さい

A地点に
向かいます

付属のイヤホンジャックを
利用いただくことで、
お客様のイヤホンが
使用可能です

機能

利用
イメージ

メリット
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LTE対応ポータブルカメラの便利な機能について（スナップショット編）

スナップショット撮影 スナップショット撮影方法

映像だけでなく画像も保存可能なため、
状況報告書の作成時に簡単に画像の使用が可能になります

※Wi－Fi環境/ＬＴＥ回線が必要です

映像をとりながら、 ビューワーもしくはカメラのスナップショットボタンで画像撮影が可能です

スナップショット
ボタン

撮影画像のビューワー表示イメージ

機能

利用
イメージ

メリット

通話機能と組み合わせて使用することで、
映像閲覧者の希望通りに写真撮影が可能になります
建設︓施工状況の様子を写真で撮り、報告書へ利用
小売︓商品陳列や販促ポップの状況の撮影

クラウド上に点検状況の証拠として保存可能です
通話機能と合わせて利用することで状況を確認しつつ、
報告書作成用の画像撮影が可能になります

スナップショット画像（HD画質）の撮影が可能です。
通話中も使用可能です。

商品棚の
写真を撮って
下さい 写真撮影します

撮影動画と同様に
撮影画像のダウンロードも

可能です

スナップショット確認画面
で画像撮影前後の動画
も確認可能です
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LTE対応ポータブルカメラの活用イメージ＜建築業編＞

ご活用メリット
従来は…
• 担当している現場を何箇所も回らなければいけない…
• 現地にいかないと、確認したい箇所のチェックができない…
• 音声通話やテレビ電話での確認は、記録が残らない…

→  複数の現場の進捗確認・安全確認が、遠隔から実施可能になり、作業効率がアップ︕
自由に持ち運びができるので、現場でのトラブル時も遠隔から迅速に状況確認ができ、映像として記録も残せる︕

現場ごとにカメラを配備することで
離れた場所からでも複数の現場の状況を確認できる
（カメラは持ち運びができるため、撮影する場所を指示できる）

配線が不要なため、工事の進捗にあわせて
柔軟に撮影場所を変更できる

離れた場所から、複数の現場も、あらゆる画角から柔軟に確認

ご活用イメージ
A現場

B現場

現場監督 現場監督
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LTE対応ポータブルカメラの活用イメージ＜小売編＞

離れた場所から、複数の店舗の状況を柔軟に撮影場所を変えながら確認できる

離れた場所からでも複数の店舗の状況を確認
（カメラは持ち運びができるため、撮影する場所を指示できる）

ご活用メリット
従来は…
• 担当している店舗を何箇所も回らなければいけない…
• 現地にいかないと、確認したい箇所のチェックができない…
• 音声通話やテレビ電話での確認は、記録が残らない…

→  複数の店舗の・確認が、遠隔から実施可能になり、作業効率がアップ︕
自由に持ち運びができるので、遠隔からあらゆる場所の確認ができ、映像として記録も残せることで店舗の作業管理が可能︕

A店舗

B店舗

本部

店外

店内

ご活用イメージ

商品の陳列は︖
のぼりは決められた場所に設置で
きているかな︖
店内の清掃はきちんとされている
かな︖
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LTE対応ポータブルカメラの活用イメージ＜保育編＞

ご活用メリット
従来は…
• 園内には防犯カメラがあるが、外出時の散歩時に発生したトラブルの証跡を残せない……
• 防犯カメラは設置しているが、配線工事が難しいところにはカメラを設置していない…
• 音声通話やテレビ電話での確認は、記録が残らない…

→  人の目に加え、カメラでの見守りにより、従業員は安心して業務が可能で、ご家族も安心して園児を預けられる︕
自由に持ち運びができるので、散歩や遠足などの外出時にもカメラを活用することができます︕

外出時の児童の安全管理やトラブル時の証拠保持 必要なときに場所を選ばず撮影し状況が確認できる

事務所

外出先での安全管理や園内のあらゆる場所で撮影が可能で証拠保持にも役立つ

ご活用イメージ

万が一の際も記録が残るか
ら安心だ︕

皆楽しそうに踊っているな
トラブルもなさそうだ︕
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LTE対応ポータブルカメラの活用イメージ＜医療編＞

ご活用メリット
従来は…
• 担当している患者さんを何部屋も回らなければいけない…
• 現地にいかないと、確認したい箇所のチェックができない…
• 研修等の際には人が集まらないといけない…

→  院内の様々な確認が、遠隔から実施可能になり、接触の低減や作業効率がアップ︕
撮影した映像はクラウドに保存されるため、研修への活用やトラブル時の状況確認に活用できる︕

院内どこでも撮影が可能で接触の最小化や各種研修等に活用できる

ご活用イメージ

病室 診察室

カメラによる機器の数値確認で必要以上の接触を防止

注射のコツが分かったぞ︕

応対の様子や各種業務の手順を研修等に活用

数値が安定してきたぞ︕

診察室 研修室
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・検査時の安全面を考慮し、体にカメラを装着して利用。

コロナ渦で施主による建設現場の検査等を遠隔で実施。
低コストで課題解決︕

進捗
問題なし︕

現場

施主

お客様の声＜建設業①＞

利用目的

・昨今のコロナ渦で、施主である自治体からの安全検査
について遠隔検査を実施する目的で導入。

お客様の声

・コロナ対策として直接現地に確認しに行くことが難し
かったが、遠隔で確認できるため、移動の稼働とコスト
を削減できる。

ご利用イメージ

遠隔で現地の様子をリアルタイムに確認

現地の様子を知りたい箇所を
遠隔で確認

・同業他社はタブレットを利用して遠隔で様子を確認
しているが、作業者の手がふさがってしまい危険だと感
じていた。
⇒LTE対応ポータブルカメラは体に装着して使用でき
るので、事故防止の観点でも安心して使用できる。

・スマートグラス等のウェアラブル端末として比較しても、
同じレベルの画質を低コストで撮影できる。
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「従業員の活動状況把握、現場で的確な作業確認をしているか︖」といった課題を
クラウドカメラ「TokaiX」で遠隔で解決︕

工事は順調に
進んでいるね︕

本社

安全衛生・環境部管理者
安全対策

問題なし︕

ご利用イメージ

遠隔で現地の様子をリアルタイムに複数拠点から確認

現場

お客様の声＜建設業②＞

利用目的

・本社の管理者や安全管理の部署が、各工事現場の
工事進捗状況や安全対策状況を遠隔で管理。

・熟練した技能を持つ社員の工事工程を撮影し、新入
社員等の研修動画として利用。

お客様の声

・コロナ対策として直接現地に確認しに行くことが難し
かったが、遠隔で確認できるため、移動の稼働とコスト
を削減できる。
⇒これにより業務効率化も実現できる。

・鮮明な画面で撮影映像を確認することができる。

・動画閲覧画面の操作が非常に簡単。

現地の様子を知りたい箇所を
遠隔で確認

12



カメライメージ
屋外

PTZ

AXIS 
M5525

-E PTZ(SF)

屋内
PTZ

AXIS 
M5054

-PTZ(SF)

屋外
360°

AXIS 
M3057

-PLVE(SF)

屋外抑
止力高

AXIS 
M2025
-LE(SF)

屋内
Wi-Fi

AXIS 
M1065

-LW(SF)

屋内 屋内

Wi-Fi

ELMO 
QBIC

CC-2L(SF)

屋外
マイク内蔵
VIVOTEK 
FD9389
-EHV-ｖ２

(SF)

屋内
小型

VIVOTEK 
FD9166
-HN(SF)

屋外
LTE/Wi-Fi

屋内

型番
AXIS 
M1065
-L(SF)

LTE対応
ポータブルカメラ
SF-PKT02

TechNexion 
TEK3

-IMX6(SF)

小売価格（税抜） 165,000 81,000 124,500 49,500 52,500 45,000 31,500 58,500 34,500 115,500 58,500

保障期間 5年 5年 5年 5年 5年 5年 3年 3年 3年 １年 1年
屋外対応 ○ IP66 △ IP51 ○ IP66 ○ IP66 ---- ---- ---- 〇 IP66 ---- 〇IP67 ----
赤外線照
明内蔵 ---- ---- ○20m ○15m ○10m ○10m ○10m 〇30m ○10m ライト点灯

※赤外線は無 ----

ダイナミックレンジ WDR WDR WDR WDR WDR WDR ---- WDR WDR ---- ----
水平画角 6.7° -61.８° 14° -71° 185° 115° 110° 110° 111° 103° 109° 120° ----

垂直画角 3.8° -37.2° ８° -40° 185° 64° 61° 61° 58° 76° 59° 86° ----

光学ズーム 10 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
内蔵マイク ---- ○ ---- ---- ○ ○ ○ 〇 ○ 〇 ----
内蔵スピーカー ---- ---- ---- ---- ○ ○ ○ ---- ---- 〇 ----

動作温度℃ -20 to 50 0 to 45 -40 to 50 -30 to 50 0 to 40 0 to 40 -10 to 40 -30 to 60
-10 to 50

0 to 40
（起動時）

-20 to 50 0 to 50

必要電力量 標準6.6W
最大2.95W

標準4.6 W
最大7.8 W

標準7.7W
最大12.95W

標準4.1W
最大6.3W

標準2.5 W
最大4.7 W

標準2.7 W
最大4.8 W 3.6W以下 最大8.55W 最大5.5W バテリー駆動 12VDC, 24VDC,

10~30VDC

電源 PoEのみ対応 PoEのみ対応 PoEのみ対応 PoEのみ対応
AC電源のみ
※PoE非対応

ACアダプター同梱
PoEのみ対応 PoE/AC電源

ACアダプター同梱 PoEのみ対応 PoEのみ対応 ---- ※PoE非対応
ACアダプター同梱

PoE対応
(IEEE)

802.3af/
802.3at Type 1

Class 3

802.3af/
802.3at Type 1

Class 3

802.3af/ 
802.3at Type 1

Class3

802.3af/
802.3at Type 1

Class 2
※PoE非対応

802.3af/
802.3at Type 1

Class 2
802.3af IEEE 802.3af

Class 0

802.3af
Class 2 ---- ※PoE非対応

エリアアラート ---- ---- ---- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ---- ----

クロップズーム ---- ---- ---- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ---- ----

プライバシーマ
スク

----
---- △魚眼時のみ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ---- ----

PaceAI △ △ ---- 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ----

ＰＬＡＣＥＡＩ推奨カメラクラウドカメラ TokaiX カメラ端末一覧



プラン名 料金

クラウドプラン・高画質(保存日数30日) 5,500円(税込み）

PLACE AI（混雑検知オプション）※1

基本機能 4,400円(税込み）

PLACE AI HP閲覧追加機※2 1,100円(税込み）

「クラウドカメラ「TokaiX」 LTE対応ポータブルカメラ」 各種料金について

初
期
費
用

月
額
費
用

カメラ機器代金（機種により異なります）

（任意）インターネット接続サービス 費用
※既設のインターネット環境がご利用可能な場合は不要

※1︓オプションの利用にはクラウド高画質プランの契約が必要です
※2︓1万PV以降、10万PV毎の料金です

LTE通信用SIMカード初期費用

LTE通信用SIMカード月額費用

14

※本サービスはNTT東日本の卸を受けて提供しています。
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TokaiX クラウド月額利用料

型番 内容 月額利用料（税抜き）

HNT0049 TokaiXｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗﾝ ７日プラン ¥1,700
HNT0050 TokaiXｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 14日プラン ¥2,200
HNT0051 TokaiXｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 30日プラン ¥2,500
HNT0052 TokaiXｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 60日プラン ¥3,400
HNT0053 TokaiXｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 90日プラン ¥4,300
HNT0054 TokaiXｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 180日プラン ¥6,400
HNT0055 TokaiXｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 30日高画質ﾌﾟﾗﾝ ¥5,000

※本サービスはNTT東日本の卸を受けて提供しています。



クラウドカメラ「TokaiX」のお問い合わせはトーカイセキュリティまでお気軽にどうぞ

創業1981年 ISO9001認証取得

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 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 〒464-0851 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

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

防 犯 シ ス テ ム の 設 計 ・ 施 工 販 売
建設業許可取得・全省庁統一資格取得

革新性と独自性貫く

ISO9001認証取得
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