


13-14

Contents

3-10

ADSEC トータルソリューション 1-2

12

21-22

27-28

29-30

19-20

11

15

16

17

18

24

25

26

23



infom
ation

i

ADSECトータルソリューション
ADSECなら、貴社のお店づくりをトータルにご提案・サポートができます。

内装デザイン 防犯カメラ

インカム

デジタルサイネージ RFID

防犯ゲート

アシストコール

什器デザイン・制作

オゾン水機器

グリストラップ浄化

オゾンエアー機器

イベント・ノベルティ企画 FAM

ディスプレイセキュリティー+什器

ピープルカウンター
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世界最高峰の技術と実績。
アコーストマグネチック方式を開発した業界最大手。リーディング
カンパニーとして、常に最新の技術を市場へ提供し、店舗で起こる
問題をスマートに解決。

セキュリティーゲート

Ultra Post

Essential シリーズ
Essential シリーズは、従来のゲートより、一回りサイズを小さくし、小型店舗でも違和感
なく導入頂けます。

Ultra Postは、どんな店舗にもマッチするフラットなデザインに加え、広告を取付けられる
アドバタイジングパネルの活用も可能です。

Synergy 
Synergyは、最高水準の基本性能に加え、オプションにてアルミ袋等の金属探知や
トラフィックカウンターの取り付けが可能です。

寸法（mm )
検知幅（mm)

素材

419W× 1650H×86D
2000
※ 検知距離は、使用するタグにより異なります
ABS / アクリル

寸法（mm )
検知幅（mm)

素材

410W× 1450H×115D
1800
※ 検知距離は、使用するタグにより異なります
ABS

寸法（mm )
検知幅（mm)

素材

 356W× 1450H×109D（アクリル素材） 
1800（デュアル） / 3600（スプリット）　
※ 検知距離は、使用するタグにより異なります
アクリル

埋め込みタイプ
ゲートを露出させない埋め込みタイプは、
店内の意匠を妨げません。

Ultra 1.8
Ultra 1.8はコンパクトな筐体に高性能な基盤を組み込んだコストパフォーマンスの高い
モデルです。

寸法（mm )
検知幅（mm)

素材

358W× 1370H×75D
1800
※ 検知距離は、使用するタグにより異なります
ABS

アドセック株式会社は、
Sensormatic製品の正規販売代理店です。

（フレーム/コントローラー一体型/アクリル）

セキュリティーゲート

売り場の声を形に。
タカヤの開発した商品監視（万引き防止）ゲートは、「日本の小売り
業界向けに特化」した優れたデザイン性と高い感知性能が特徴です。

分離型ゲート
送信機と受信機の2本で機能する分離タイプ

トランシーバー型ゲート
1本で送信と受信を行うトランシーバータイプ。レイアウトや間口にあわせて、１本から設置が可能。

TS-4シリーズ
圧倒的なスリム感と透明感を持ちながら、ヘアライン仕上げのステンレスと、リアルウッドのマッ
チングが、かつてない高級感を演出します。もちろんタグ検知性能も外観に劣らず第一級です。
オプションで、サイドカバーのステンレス仕様も可能です。

サイズ（mm)
質量（kg)
検知距離（mm)

165W×1500H×76D
8.5
通路幅/1200～2000 （TS-4000）
片側最大/1300 （TS-4500）　
※ 検知距離は、使用するタグにより異なります

TS-4500

TS-Aシリーズ
アルミフレームを採用した堅牢かつ精細なデザイン。タカヤ独自のノイズ除去技術（スタビリティ
テクノロジー）と赤外線センサーの併用により、突発的な外来ノイズによる誤動作を極限まで
カットします。

TS-A1
TS-A2

サイズ（mm)
質量（kg)
検知距離（mm)

326W×1670H×80D
4.9
通路幅/1200～2200 （TS-A1）
片側最大/1400 （TS-A2）　
※ 検知距離は、使用するタグにより異なります

TS-3500

TS-3シリーズ
「日本のストアセキュリティーを変えていく」をコンセプトに開発された製品であり、透明感と
スリム感が際立つデザインは、どのようなショップエントランスにも、絶妙にマッチします。

サイズ（mm)
質量（kg)
検知距離（mm)

270W×1500H×105D
16
通路幅/1200～2200 （TS-3000）
片側最大/1400 （TS-3500）　
※ 検知距離は、使用するタグにより異なります
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RFIDによる店舗の可視化を実現 
tyco Retail  Solutionsは、万引き防止において世界的に50年
近くの実績を持つグローバルリーダーです。盗難防止に加え、
RFIDを活用した在庫の可視化、購買行動の可視化を含むトータル
ソリューションを世界の小売業者に展開し、店舗の運営管理を
スムーズにします。

店頭生産性向上を高める3つの可視化

システム構成

シーン別活用例

・入退管理

・万引き防止

顧客の行動管理
来店数や顧客の動線、
滞在時間の把握

在庫の可視化 購買行動の可視化

リアルタイム在庫可視性を実現
し、在庫精度および経営効率を
向上。

盗難の可視化

不正、万引きおよび内部窃盗の
ソースに関する新しい見識を収集。

店舗内及び店舗周辺での顧客の
行動パターンを把握し分析する
ことで、買い物客の行動の可視性を
向上。

ハンディリーダー POS用R/W ３Dカメラ
顧客購買行動把握

RFIDアンテナ/セキュリティーゲート
ストックから店頭への商品出入れ把握

POSデータ収集

POSデータ転送 アクセス

POS、RFID、3Dカメラデータ
収集・分析

本部
Server Server

RFIDの効果を引き出す充実した
分析&レポート

各データの分析&レポート

インターネット

・入荷検品

・陳列

・棚卸し

・試着室管理

・品出し

・ストック戻し

・店内移動

RFIDアンテナ

RFIDアンテナ

３Dカメラ

３Dカメラ セキュリティー
ゲート

・会計

・返品

POS用R/W

2

リーダー

ハンディリーダー
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ビデオ解析機能

ストレージ（レコーダー）　

BOSCHは、世界が認めたIPカメラメーカーです。大手プロフェッ
ショナル機関、業界誌、専門組織から高い評価を獲て、最高の
ソリューションを実現するためにさらなる開発を進め、お客様の
ニーズと期待を確実に満たします。

監視ソリューションの付加価値を高める
インテリジェントな機能を装備。

DIVAR IP 3000 DIVAR IP 7000 2U

従来は、ネットワークカメラから配信される映像を、セキュリティルームで常時監視している必要が
ありましたが、IVAは、カメラが不審者を検知した場合、メールで知らせたり、音声や光で知らせるため
監視システムの効率の向上を計ることができる機能です。

耐環境型カメラ　

MIC IP starlight 7000i

おしらせサイン
E-MAIL VOICE LIGHT

PTZネットワークカメラ　

AUTODOME IP
4000i/5000i

固定ドームネットワークカメラ　 全方位ドームカメラ　

FLEXIDOME IP indoor 4000
5000 I P

固定ネットワークカメラ　

DINION
IP 4000i IR

TINYON IP 
2000/2000HD

DINION IP ultra 
8000 MP

IP

IP

IP IP IP

IP IP

IP

FLEXIDOME IP
panoramic 7000 IC 

IP

アナログからデジタルへ
より鮮明な画像を提供します。
長年、IPとアナログの両方を開発してきた経験から、IPのハイビジョン
のよさを活かしつつ、従来のCCTVの信頼性をあわせ持つ新しい技術
を結びつける方法を開発しました。

カメラの機能例

システム構成

デジタルレコーダー5C-FB（300M）

5C-FB（300M）

5C-FB（300M）

3C-2V（200M）

TVI カメラ

アナログカメラ

ネットワーク

モバイル

CMS S/
W

HDTV/
モニター

ネットワーク

ノーマル IR-LED スマート IR-LED

スマートIR-LED

モーション・ブラー アンチ・モーション・ブラー

アンチ・モーション・ブラー

他社の映像画像 HD-DVR映像画像

デジタルレコーダー BOXカメラPTZカメラ

HAC830F KTC-TSDN122 KA1080BHAC430F
All-in-One アナログHD

４CHDVR

全天候型カメラドームカメラ

KT1080VD-IR36 KT1080BL-IR48

HD-TVI

HD-TVI HD-TVI HD-TVI

HD-TVI HD-TVIアナログ HD-TVI アナログ

KT1080D-IR30

All-in-One アナログHD
8CHDVR

12倍PTZカメラ TVIボックスカメラ

赤外線TVIドームカメラ 耐衝撃赤外線
TVIドームカメラ

全天候赤外線
TVIカメラ

インテリジェントトラッキング
指定のエリアに侵入した物体を
自動的に追尾します。

状態変化
動く物体の大きさ、縦横比、
速度等が急激に変化した
時にアラームが鳴ります。

ライン横断検知
指定ラインを指定方向に
横断した物体に反応し
アラームが鳴ります。 ※ MIC IP 7000 HDシリーズのみ

群衆検知
指定エリアに動く物体が集
まってきた時にアラームが
鳴ります。

動体カウント
指定のライン/エリアを通過
した物体の数をカウントし
ます。

不審者検知
指定エリア内を任意の時間
うろついたり、侵入した物体に
反応しアラームが鳴ります。
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ボックスカメラ赤外線カメラ

高機能・拡張性・柔軟性を兼ね備えた
映像監視システムを提供。
多数のネットワークカメラ映像の統合(表示/録画/映像配信)を実現しま
す。ネットワークカメラの映像をネットワーク(TCP/IP)を通じ、表示/録画を
行います。カメラ録画記録システムとして核となる録画機能は、独自
H.265,H264圧縮コーデックを採用し、長期間・高画質録画を実現します。

Wi-Fi/バッテリー駆動対応ネットワークカメラ

DDNS UNIMO Checker

豊かな技術力で開発された低照度CCDカメラやデジタルCCDカメラ、
DVRは納入実績も豊富で、海外の国際空港や公共施設、大型スー
パーチェーン店、 日本国内では警察や高速道路、大手コンビニエンス
ストアや飲食店チェーン等、 世界各国の様々な施設に設置されており
ます。

固定IPアドレスを必要としない　　　　
ダイナミックDNSシステムを提供。　

UAHD-732(レンズセット）UAHD-79UAHD-749 UAHD-752

UDR-JA1004 UDR-JA1016UDR-JA1008

　  

顔認識カメラ

アクセスポイントモード

GV-OPAL E1 スマホ/タブレット
iOS/Android

ステーションモード

GV-SNVR1611GV-OPAL_E1 GV-FED2101 JVS-AVD01

AHDデジタルレコーダー

ドームカメラ赤外線ドームカメラ

IP

AHD 2.0 赤外線
ドームカメラ

IP IP

JVS-SC01

IP IP

AHD AHD AHD AHD

AHDAHDAHD

AHD 2.0 
ドームカメラ

AHD 2.0 赤外線
ドームカメラ

AHD 2.0 
ボックスカメラ

AHD デジタルレコーダー AHD デジタルレコーダー AHD デジタルレコーダー200万画素

注意

VIP

佐藤（登録済）

登録無し

JVS-AVD01

認証結果○
・メール通知
・ポップアップ通知

認証結果×
・メール通知
・ポップアップ通知

データベース

Aさん Bさん Cさん Dさん

Wi-Fiカメラについて

録画システムへの応用

無線LAN
ルーター

LIVE・録画再生

カメラレコーダー

顔認識機能により、セキュリティー強化として、防犯対策や入退室管理等の
安心・安全を提供します。
同時複数人をリアルタイムで認識する機能により、ハンズフリー運用による
衛生面の確保や、対象者の出入確認によって、迷惑行為などを未然に防ぐな
ど、多様な問題への解決策として利用していただけます。
また、個別管理によるVIP顧客へのおもてなしなど、トータルサービスの向上
にも繋がる機能も持ち合わせています。

カメラとスマートフォンを接続し、LIVEモニタ
リングと録画映像の再生が可能です。

既存の無線ルーターに参加（接続）し、「複数」のスマホ/タブレット端末と
接続します。

OPAL  E1自身がアクセスポイントになり、Wi-Fi環境がなくてもスマホ/タブ
レット端末と「1対1」で接続します。

GV-OPAL E1 スマホ/タブレット
iOS/Android

無線LAN
ルーター

カメラとスマートフォンを無線LANルーターへ接続
し、レコーダーにカメラ情報を登録するとTVでの
LIVEモニタリングと録画映像の再生が可能です。

固定IPアドレスを必要としないシステムにより、ネットワーク構築の手間
がかからず、コストを抑えることができます。

・DVRよりサーバーへ定期的
にグローバルアドレスを送信

・接続はサーバーより取得した
情報より直接接続

DDNS サーバー
・固定 IPではないので、ランニングコストがかからない
・ユニモ製品専用サーバーのため、セキュリティ性が高い
・設置現場で登録の必要がいらない自動登録

RAMSⅡソフトウェア
・最大1024台のDVR登録可能
・アドレス帳による、接続データの
クラウド管理機能

DVRやカメラの稼働状態を管理するサービスで、最大1024台のDVR
をチェックし、異常時にお知らせします。

死活管理用サーバー

情報送信

情報確認

DVR へ接続

　  

・定期的に機器状況を取得

・異常時にお知らせします

状況送信

状況確認

・多数の拠点・機器管理に最適
・メンテナンスサポートの管理ツール
として有効

顔認証カメラドームカメラWi-Fiカメラ カメラレコーダー
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不審・異常な「動き」や音を検知して判別、リアルタイムで自動通知、
そして対処まで行う「能動的に危険を回避する」事を可能にした
世界初の五感AIロボットです。

五感のようなセンシング機能と、意思
を持つ進化系AI。

アースアイズシステム 

先進テクノロジー 

進化する学習型AI（人口知能）が、五感センサーで検知された高精細な情報を的確に処理・
判断し、異変をスピーディーに通知、さらに自動で対処します。

AIガードマンは、NTT東日本とアースアイズが業務提携し共同で提供する、AIを活用した万引き
防止システムサービスです。
AIを搭載したカメラが不審な行動や異変を検知し、スマートフォンアプリへ通知するので、
的確にお声掛けができ、万引きを未然に防止することができます。

不審行動が検知されると、前後1分間の情報がオンラインストレージに保管されるので、店舗
にサーバーやレコーダーを設置しなくても、情報を確認することができます。

規模や用途に合わせた「多彩なシステム構成」が可能です。

ee2
寸法
質量
設定距離
FOV(画角)
解像度(距離画像)(pixel)
距離画像分解能力
発光の種類
インターフェース
使用周囲照度
使用温度
温度範囲
Laser Class
消費電力

150mm × 148mm × 44mm  （突出部分含まず）
0.5 kg  （ケーブルを除く）
0.7～約10m
H60°×V76°
640×480(7fps)、  320×240(30fps)
X、Y方向：6mm、  Z方向：8mm　@2m
赤外線LD
Ethernet  100BASE-TX （電源はPOE＋で供給）
1万Lux以下  （屋内／日中）
0～45℃
0～95％  （結露無きこと）
光源Class  1準拠
15W

AIカメラ
寸法

質量
探知距離
FOV(画角)
解像度(距離画像)(pixel)
スピーカー
使用温度
湿度範囲
電源
パン・チルト（手動）
消費電力
マイクロフォン

撮像素子
有効画素数
最低被写体照度
F値

142mm × 190mm × 168mm  （ヘッドを水平）
209mm × 190mm × 168mm  （ヘッドを垂直）
870g  
2～13m
D 180度、H144度、V104度
1920×1080(5M:2590×1944)　20fps
4W
-10～60℃
80％ 以下 （氷結及び結露無きこと）
DC 12V,ACアダプターAC100V
H180°、V90°、左右煽り20°
最大40W
単一指向 50Hz～13KHz
正面感度 -35±4dB,SNR 62dB φ6.0㎜
1/4”CMOS
2M
0.1 lx
1.8

システム構成

InterNet

検知

検知情報

プッシュ通知 確認

うろうろ

自動選別

自動通知
自動対処

AI
（人工知能）

音源探知
機能

嗅覚特定
機能

3D 検知
測距機能

音と光の
通信機能

IPカメラ(ONVIF対応限定)
PoE＋

ルーター

自動でスマホやタブレットで通知を受けることができます。
遠隔操作も可能です。

モニター

サーバPC
メインスイッチ HUB

tablet-type-device

0.5kw UPS

0.5kw UPS

0.5kw UPS

0.5kw UPSビューワPC ee2用サーバee2

※カメラとセンサーの関係は1：1である必要はありません
※カメラと共有のPoEで活用できます
※台数については、設置店舗の条件で変わります

音と種類と方向で識別できる
ため、的確に把握できます。
※開発中

赤外線センサーで距離を測定
することで、空間をグリッド化
することができるので、不審な
動きを高精度で察知します。

音声や光で、自動的に威嚇や
声掛けを実施します。
※オプション機能

ガス漏れ認識の嗅覚センサー
と熱を感知する温度センサー
により異常を感知します。
※開発中

座り込み 侵入

モノとの区別 人数カウント 移動・置き去り

検知例

不審な行動・異変を検知

一般カメラとの連動

ee2 一般カメラ

1 2 3

AI ガードマン

ストレージ機能

スタッフのお声掛け

何かお探しですか？

スマホアプリへ通知（日時・場所・画像)

AI Cloud

オンラインストレージ

不審行動の前後1分間
の動画がオンラインス
トレージに自動保存

スピーカー
フロントパネル

フロントケース

RGBカメラ

リアケース

ステレオマイク

LEDライト

サイドカバー
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高精度な各種センサーを用いて、お客様の店舗内での行動を
データ化。円滑な店舗運営と売上向上に役立つマーケティング
ツールとして活用できます。

世界各国で評価の高い充実した
プラットホーム。

ブリックストリーム カメラ

Brickstream 2300 / 3D+
自動制御でビデオセンサーが内蔵されています。ステレオビジョンで3D映像を作り出し、装置の
前を通過する物体を追跡することができます。

寸法
質量
カメラ
コンピューター

66mm × 155mm × 33mm
0.2 kg
カメラレンズ2台  （CMOSセンサー搭載）
IPアドレス付、搭載プロセッサと内蔵メモリー付、WUI（Webユーザーインターフェース）

オプションパーツ

埋め込み用 直付け用 野外用

Brickstream 1100
コストパフォーマンスの高いカメラレンズが一台モデルです。小型な筐体で、サイズは、ブリッ
クストリーム2300の半分です。自動制御でビデオセンサーが内蔵されています。

寸法
質量
カメラ
コンピューター

71mm × 88mm × 45mm
0.1 kg
カメラレンズ1台  （CMOSセンサー搭載）
IPアドレス付、搭載プロセッサと内蔵メモリー付、WUI（Webユーザーインターフェース）

オプションパーツ

埋め込み用直付け用

Brickstream 3D+

V-Count 3D+Alpha

BLEタグV-Count Wi-Fi Tracker

V-Count Heatemap

V-Count MAG

V-Count Queue

V-Count 3D+mini

Brickstream 2300

Smart
Buildings

ブリックストリームは、より良い運営をサポートするマーケティングツールとして
非常に役立つピープルカウンターです。
・高精度なステレオビジョンで3D解析
・カメラとコンピューターが一体となったオールインワン機能

POE HUB

ピープルカウンター

待ち行列管理

スタッフ除外

ヒートマップ

ビジネス インテリジェンス プラットフォーム

ビジネスインテリジェンス
プラットフォーム

V-カウントカメラ

・クラウドベース
・高度に統合された機能
・他のベンダーのハードウェアをサポート
・Amazon Webサービスにてホスト
・全てのリテール指標を含む
・オンラインヘルスチェック
・リテール＆ショッピングモール用に特化したインターフェース
・完全カスタマイズが可能
・PDF、Excel、APIフォーマットでのEメール自動レポート
・iOSとAndroid用アプリで利用可能
・12言語で利用可能

V-カウント システム構成

3Dステレオカメラを搭載し、カウント精度98％を実現します。

来店カウンターのカウント数からスタッフの人数を排除し、より正確な来店者数を把握し
ます。

お客様の店内導線・滞留ポイントを把握できます。

レジ待ちのお客様を判別し、人数や待ち時間を測定することで、業務の効率化を実現します。

性別、年代を判断し、来店されたお客様の属性を把握できます。

ピープルカウンター

スタッフ除外

ヒートマップ

待ち行列管理

顔認証

Gyms TransportationMuseums Libraries SmartBuildingsRestaurantsStores Supermarkets Casinos EventsAirports ShoppingMalls AmusementParks
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CMS
Contents
Management
System

オールインワン・デジタルサイネージソリューション

SMOVEの特徴

ディスプレイ

INTERNATIONAL

日本での事例
9:00-11:00 12:00-16:00 18:00-22:00

特殊 ウォール

HDMI

CaptivAD

InterNet

Connected!

〈構成イメージ〉

多拠点のデジタルサイネージディスプレイをシンプルな運用で一元管理できます。

インターフェイスデザインを、ドラック&ドロップで直感的にレイアウトできる機能
を持ち合わせています。

リアルタイムにディスプレイの監視ができ、シン
プルな操作でIT技術者でなくとも日々の運用が
可能です。複雑なネットワーク整備等が不要で、
簡単に運用が開始できます。

ディスプレイのコンテンツを時間ごとにスケジ
ューリングでき、柔軟なタイムスケジュール配
信が可能です。

多種多様なディスプレイにも対応し、要望に沿ったコンテンツ内容や設置場所に
応じてご提案が可能です。

SMOVEはビジネスチャンスに最適な場所でデジタルコンテンツ
を配信し、設計できるデジタルサイネージソリューションです。

簡単手軽なオールインワン・
デジタルサイネージソリューション。

Player
Management

Powerful
Content
Design

Smart
Schedule

スタンド スタンド(屋外設置用) ハイスペック

グローバル展開をサポート。
INOVSHOPはフランスを主軸とし、ADSECがアジアエリアを担当する
グローバルネットワークです。 デジタルコンテンツ、ディスプレイ、什器、
店頭装飾、内装等を中心にトータルサポートが可能です。

世界84カ国をカバー

INOV SHOPは、戦略的な360度のアプローチを提案し、
絶え間ない革新を通じて顧客の国際展開を推進致します。
また、世界中の拠点ネットワークを用いてシームレスな
ビジネス展開をサポート致します。

ソリューションを共有

INOV SHOPは、POPソリューション・マーチャンダイジン
グセキュリティ・店舗内装・デジタルサイネージ・コンシュ
ーマーエクスペリエンス・サービスなどの強みにより、30年
以上にわたり成長を続けてきました。これらのスキルの蓄
積を、顧客のグローバル展開時にご活用頂く事でビジネス
の成功へと共に歩む事が可能です。

Paris

HEAD OFFICE

North Carolina

INOV SHOP USA

Singapore

INOV SHOP APAC Pte.Ltd.

JAPAN

INOV SHOP ASIA

Boutique Beauty salon
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Kusbakaは、新しい顧客体験・デジタルエクスペリエンスを提供
します。一方向のデジタルサイネージと違い、双方向のコミュニ
ケーションツールであり、データ収集機能を備えた次世代のデジ
タルサイネージです。

店舗の売上向上サポートLAMà

リアルタイムデーターによる可視化

Dashboards Map visualization

２秒で組み立てられるワンタッチ
自立式ディスプレイ・システム。 体験型のサイネージコンテンツ。

売り場の各所に設置されたPlay Spotで、ゲームを通じてお客様の購買意欲をかき立て、売り上げ
向上につなげていきます。
顧客満足度調査も可能で、より良い売り場作り、お客様がもう一度来店したくなるお店作りの具体
的な指標ができます。
タブレットの使用状況はリアルタイムで、レポートサイトにて確認がとれます。

LAMàはたった2秒・ワンタッチで完成する立体的な販促ツールです。360°どの方向から
も視認でき、美しく独特な造形は注目度抜群です。形や大きさをカスタマイズでき、軽量・
コンパクトなので、店頭からイベントまで幅広くご利用いただけます。

ダッシュボードにリアルタイムのアク
ティビティが表示されます。チャート
やグラフにて、PlaySpotの数、開始・
完了したコンテンツ、各店舗/都市/地
域のそれぞれの平均時間とパフォー
マンスの内訳などが閲覧できます。

マップに買い物客が、いつどこで利用
しているのかが表示され、店舗・地域・
都市別にフィルタリングが可能です。

多彩なスクリーン・スタンド 多彩なゲーミングアプリ

Floor Stand Bic Screen Shelf Mount

１more visitor １more customer １more item

passotは、投入費用に対し、効果の高い販売支援ツールをご提供して
います。国際特許技術により実現したワンタッチPOPは、店頭販促や
イベント用ツールとしてアピール力抜群です。

で完成！

展開例

GATE WALL

エントランススペース

CLAP

商品展示スペース

standard

LA

circle

CLA

half moon

HM

square

SLA

rectangle

RLA

triangle

TLA

Shapes

500

1,000

1,500

2,000

915

1,900

520420330200

1,180

380

1,500
1,750

Sizes

待合いスペース

TX PRISM

カウンター

関連商品販売スペース
※cross-selling

BIN

自動的に引っ張られ
自立します

上下に広げると

JACK

※上記サイズ以外も承ります
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タブレットやスマートフォンを利用して、施設や資産管理ができる
ソフトウェア。様々なモジュールを必要に合わせて選択でき、作業
軽減・業務効率化を実現するソリューションです。

施設/資産管理ソフトウェア

SRFB ( SERVICE RATING AND FEEDBACK SYSTEM )

簡単なQRコードの設置で、顧客が自分の端末を使用してアンケートに答えたり、伝えづらい
フィードバックも収集することができます。

施設オーナーとテナント間における、設備資産状況確認や作業依頼、告知等の相互コミュニ
ケーションを円滑にするツールです。

KIOSKを使用しての
作業者登録

作業者のセキュリティー
チェック

PASSの発行 作業者・作業進行の管理

多くの作業者が集まる現場などで、全体の作業フローの管理を効率アップさせます。

店舗のイメージUPに大きく関与するといわれる化粧室の評価を的確に収集し、問題があっ
た場合も迅速に対応することができます。

QRコード QRコード

FAM ( FACILITY/ASSET MAINTENANCE )

施設や業務の管理だけでなく、スケジュール・在庫・トラッキングなど、ニーズに合わせた機能
をもったソフトウェアです。

写真付きで現場の不具合を
即時報告

お知らせ配信
Eメール / SMS

メンテナンスのスケジュール
化・効率化

チェックリストで簡易に、リアル
タイムに報告

在庫追跡 / 注文 / カウント

メンテナンス履歴の確認

ビジネスアナリティクス
動向データ分析

ウェブベースマネジメントコンソール
あらゆるデバイスに対応

インタラクティブダッシュボード
情報把握のタイムリー性
問題解決まで確認が可能

拡張性
他のUSCANアプリケーションと

連携できる高い拡張性

ペーパーレス
紙書類の大幅な削減と生産性向上

自動リマインダー
タスク、スケジュールなどの
自動リマインダー機能

オプション 効率性 タイムライン
オプションにて特別な機能の

追加可能
簡易に導入
短期投資回収

時間と場所の確認

フィットネスレストラン ロビー ショッピングセンター 病院の待合室 ホテルの室内

RFS ( RESTROOM FEEDBACK SYSTEM )

VMS ( Visitor Management Solution )

LTEC ( LANDLORD TENANT e-CONNECT )

6段階評価を基に、より
質の高いフィードバック
を提供

トイレ利用者の行動や、
施設運用パフォーマンス
の指標を把握できるダッ
シュボード

PASS

フィードバックを迅速に
確認し、運用指示をスム
ーズに行うことが可能

タブレット上でのチェッ
クカードやチェックリス
トの利用で、一貫性のあ
る業務の確認が可能

問題発生時には、ビーコン
IDtagにより、付近のスタ
ッフへ作業を指示

危険な状況になった際、アラート
通知と緊急対応マニュアルを送信

フィードバックを簡単に受け取る
ことができるツールにより、テナン
トの満足度UP

メンテナンス訪問や緊急通知等を
テナントへモバイル配信

メンテナンス依頼、作業の手配が
容易なので、全体フローの透明性
が向上

時刻付きのメッセージや写真で用
件を提出。予約依頼・デジタル申
請書提出・オンライでの支払いが
数クリックで全て完結

画像やコメントが付いたアクセスし
やすいプラットフォームにより、設
備資産の管理・追跡が可能

臭気センサーやピープルカウンター等の
IoT機器を連動し、データ分析を通じて
トイレ環境をモニタリング

Uscanクラウドは、全ての作業指示がチェック
リスト等を保管・アクセス可能にする安全なプ
ラットフォームを提供
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ADSECは、ブランディング・ショップの運営・展開などを含めた視点
でお店づくりをトータルにご提案し、アップセルや集客効果で最適
なソリューションを実現します。

ADSECのトータルサポート

トータルサポート

店舗内装・オリジナル什器制作

イベント企画・ノベルティ企画

ADSECは、 「目立つより記憶に残る」 イベント企画やノベルティの企画
で、より効果的な結果を実現いたします。

展示什器から内装設計・インテリアデザインまで、エンドユーザー目線と店舗目線での、永続
的なデザイン提案をいたします。

グッドデザイン賞を受賞するデザイン部を本部に構え、お客様の課題を“デザイン”で解決し、
アップセルや作業効率アップ、売上げアップに繋げるオリジナルのご提案をいたします。

design

Branding
ブランディング

Production
制 作

Design
設計

2011 2012

2015

2015

タブレットPC 体験什器スマートフォン体験什器

ペットボトルライス モバイルバッテリー

29

S1500  stand

洗練されたデザインとハイスペックな機能を搭
載したコミュニケーションタブレットスタンドCT  
100 stand。オフィスや店舗などのコミュニケーションや
プレゼンテーションなど様々なシチュエーションに対応す
るように開発しました。

CT100  stand

従来のスマートフォンの展示ツールにはないスタイリッシュ
さとセキュリティーの高さを求めて開発いたしました。余計な
配線が表に出ない設計で、タブレット、スマートフォンに対応
し、さらにステンレス仕上げの先進的なデザイン。
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アドセック エ コ ロ ジー 株 式 会 社
INOV SHOP APAC Pte.Ltd. (シンガポール）
ADSEC SOLUTIONS MALAYSIA Sdn. Bhd. （マレーシア）
ADSEC SINGAPORE Pte. Ltd. (シンガポール）<FC>
ADSEC MALAYSIA Sdn. Bhd. （マレーシア）<FC>
ADSEC SYSTEMS Co. Ltd. (香港）<FC>

グループ会社

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 　 笹 塚 支 店
み ず ほ 銀 行 　 渋 谷 中 央 支 店
き ら ぼ し 銀 行 　 幡 ヶ 谷 支 店
商 工 組 合 中 央 金 庫 　 渋 谷 支 店
東 日 本 銀 行 　 初 台 支 店

取引銀行

B1-15, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, 47170 Puchong Jaya, Puchong Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia   
Email salesenquiry＠adsec.jp
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Email info＠adsec.com
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Unit 702, 7/ F, 　Kowloon Building, 555 Nathan Road, Yau  Ma Tei, Kowloon, Hong Kong   
Email  christopherchan@adsecsystems.com

� �� �� �� � � � �� � � � � � � � � � �� �  � �
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Suite C-512, Centre Wing, Level 5,Metropolitan Square, Jalan PJU 8/1,Damansara 
Perdana, 47820 Petaling Jaya,Selangor, Malaysia
Email salesenquiry@adsec.jp

〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-46-3　シモモトビル 2F
TEL  03-5304-1261（代表）     FAX  03-5304-1266

東京本社

関西支店
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 5-7-18 アストロ新大阪ビル 10階
TEL  050-1745-9381（代表）     FAX  03-5304-1266

東北・北海道営業所
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 3-3-21 上杉NSビル 6F 
TEL  050-1749-6799（代表）     FAX  03-5304-1266

中国・四国営業所
〒732-0828 広島県広島市南区京橋町 1-7 アスティ広島京橋ビルディング 2F
TEL  050-1744-9901（代表）     FAX  03-5304-1266

九州支店
〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 2-4-59　 Eco R1号室
TEL  092 -433-1581（代表）     FAX  092-433-1582

中部支店
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-24-5  第二森ビル 803
TEL  052-589-2247（代表）　FAX  052-589-2248

〒151- 0061 東京都渋谷区初台 1-46-3　シモモトビル 2F
TEL  050-1744-9855（代表）     FAX  03-5304-1266    


