
㈱セキュリティハウス・センター 

●音声確認 
●メモリー録画 
●送話 
 



とは 
ｉ-ＮＥＸＴとは、ｉＰａｄを活用してカメラを 

遠隔操作（上下・左右・ズーム）でき、 

現地の照明器具等のＯＮ/ＯＦＦ、 

及びセキュリティシステムの遠隔制御等が 

行えるトータルセキュリティシステムのことです。 

イメージ写真 



画像切替 
瞬時可能 

外出時の際も、iPad・iPhoneで、 
いつでも、どこでもリアル動画を見ること、リアル音声を 
          確認することができます。 

【 リアルタイムで確認 】 

イメージ写真 

イメージ写真 

     とは 



     は、複数の店舗や工場を「いつでも、どこか
らでも、その場にいる以上に」 管理できます。 

〇
○
店 

問
題
な
し
！ 

店舗 

出先 

離れた場所からカメラの向きとズーム機能を 

使って、現場確認することができます。 

本部一括集中確認システム 

札幌店 

新潟店 
東京店 

沖縄店 

京都工場 



全国を一目で確認！ 



・iPadをワンタップするだけで動画録画開始。 
 録画・録音した映像を簡単にメール送信。 
 最大３０秒前に遡ってメモリー録画可能。 
 リアルタイムの状況を映像と音声で、 
 いつでも、どこでも遠隔確認できます。 
 
 

・プリセットカメラを活用することで、 
 1タップ（画面ボタンを軽く触る）するだけで、 
 カメラの映像を上下・左右に動かすことができる他、 
 ズームの操作も簡単にすることができます。 
 

カメラ 
リモート 

・照明のＯＮ/ＯＦＦなどの操作をｉＰａｄ・iPhoneからで
きます。 

テレコント
ロール 

の主な機能 

録画録音 
機能搭載 

音声確認
送話 

・iPad・iPhoneから現地の音声を確認したり、現地ス
ピーカーに送話できます。 
 *通信環境により途切れる場合があります。 

 
 



ライブ画像を見ながら記録が必要な時には、簡単な操作で 
写真をｉＰａｄに残し、その場でメール送信する事も可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
コピー機の１円玉の映像を 
高画質のままズーム可能。 
しっかりとモニタリング 
できます。 
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カメラコントロール 

のビジュアルパワー 



照明のＯＮ/ＯＦＦ、電気錠施解錠、自動門の開閉、 
換気扇その他設備をワンタップで遠隔操作できます。 

ＩＰコントロール 

（例） 
照明ＯＦＦ↔ＯＮ 

のコントロールパワー 

■換気扇／モーター／水車／エアコン※等。 
  ※別途、制御機器が必要です。 



ワンタップで遠隔地の音声を確認することができます。 

現地には集音機能付きカメラを設置する必要があります。 
＊現地の通信環境により音声は途切れることがあります。 

の音声確認機能 

■お客様への対応な
どを音声で確認でき、
接遇改善などにつな
げることができます。  



iＰａｄに向かってしゃべると、対応ネットワークカメラ※に 
接続された スピーカーから音声が出力されます。 
 
 
＊通信回線速度が遅い回線（ＡＤＳＬ 
やモバイル回線）では実用的では 
ありません。 

 
 
 
 
 
一度タップすると「送話開始」になり、 
再度タップすると「送話停止」します。  
 

※ｉ－ＰＲＯカメラが対応ネットワークカメラです。 

の送話機能 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

のメモリー録画機能 

録画ボタンをタップした時点から遡って映像を録画し
ます。遡る時間は、5秒、10秒、30秒を選択できます。 

録画された
「動画＋音声」
はメール送信
可能。 
 

決定的瞬間も
逃しません！ 



の料金  

店舗 
（コンビニ） 

工場 
建設 
建築業 

機器構成 カメラ2台 
カメラ2台 

防犯システム 

カメラ2台 
防犯システム 
録画装置 

月額 
（6年リース） 

約12,000円～ 約18,000円～ 約23,000円～ 



ネットワークカメラの映像は、i-NEXTサーバーより 
設定情報をダウンロードしたiPadのみ確認できます。 

サーバーとの通信は、SSL通信（暗号化通信）によって
行います。 

盗撮などを防止することができます 

別のiPadから見ることができません 

安全な通信環境を望む顧客に対応 

パスワードロック機能でアプリの起動を制限できます。 

ネットワークカメラのＵＲＬ、ＩＤ、パスワードは 

  アプリを操作しても表示することはできません。 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

の  権限設定 

権限によって、閲覧可能な拠点、カメラ、操作内容を 
変更することが可能です。 

 
役職 

 
閲覧可能な 
エリア 

 
カメラ映像の制御 

 
 

 
 社長 

 
 全エリア・拠点 

 

 プリセットポジション以外も自由
に動かし閲覧可能 

 
 マネージャー 

 
担当エリアのみ 

 
 プリセットポジションのみ 

 
    店長 

 
 自店舗のみ 

 
 プリセットポジションのみ 

例 



・アプリ起動はワンタップ。同時にカメラの 
 映像をすぐ見られます。 
 
・カメラ切替、拠点切替、プリセットポジショ 
 ン切替全てワンタップ。 
 
・また、照明、電気錠制御等もワンタップで 
 全て同じ画面の中から操作することが 
 出来ます。 
 
・プリセットポジションの変更、追加も同じ 
 画面から簡単に行うことが出来ます。 
 
・表示は日本語で分かり易いです。 
 直感で操作することが出来ます。 

・アプリ起動はワンタップ。（但しカメラに接 
 続する際に操作が必要なものが多い。）  
  
・カメラ切替はワンタップですが、拠点の切 
 替の際に現在接続している拠点を切断し、 
 更に再度他の拠点に接続する必要があ 
 ります。（ホーム画面に戻る必要がある 
 ものもあります。） 
 
・プリセットポジションの変更についてはア 
 プリ上からでなくカメラに直接ログインし 
 直す必要があります。 
 
・表示が日本語表記で無いものがほとんど 
 です。 （外国で制作されているものが多 
 いです。） 

フリーのアプリ 

性能比較 （操作性） 



・データをインストールしたｉＰａｄ・ｉＰｈｏｎｅ 
 からしか見ることができません。 
 
・多店舗の場合閲覧できるアクセスクラス 
 の設定が可能です。 
 
・操作、閲覧、設定変更などの権限を設定  
 することが出来ます。 
  
・万が一端末を紛失した場合遠隔から 
 アプリを使用できなくすることが可能です。 
  
・拠点のアドレスやカメラの情報（ＩＤ、パス  
 ワード等）を見ることが出来ません。 

 なので情報の流出を防げます。 

・カメラの情報が分かれば他人でも 
   簡単に見ることが出来てしまう。 
   
・端末それぞれに個別に設定が必要と   
   なります。 
   
・個別の権限変更の設定が困難。 
  
・端末を紛失した場合全てのカメラ 
   の設定を変更しなければならない。 
 
・ＵＲＬが簡単に見えてしまう。 
   同様にカメラのＩＤ、パスワード 
 が見えてしまうことがある。 

フリーのアプリ 

性能比較 （安全性） 



・国内の防犯専門会社が制作しているので、 
 お客様のご要望にお応えして日々 
 バージョンアップしていきます。 
 たとえば全画面表示、 メモリー録画機能,、      
 音声確認・送話機能等はお客さまからの    
 リクエストに応えて対応致しました。 
  
・開発が見えるのでＯＳのバージョンアップ 
 に伴う不具合も短期間に解決します。 
 
・お客さま独自なデザイン変更も簡単に 
 行うことが出来ます。 

・海外制作のものが多く開発、制作者が見 
 えない。  
  
・不具合が出た場合の対処に時間がかか 
 ることが多い。 
  
・不定期にサーバー等のメンテナンスがあ 
 り接続できなくなることがある。 
 更にいつ使用できなくなるか仕様変更が 
 起こるかが分からない。 
 
・防犯性能に重点を置いて開発しているわ 
 けではない。  
 

フリーのアプリ 

性能比較 （拡張性） 



のターゲット  

   業種別ランキング表  

業種別ランキング 



■遠隔（自宅）からiPadを使って店舗の状況を確認できるので、 
  的確な指示を出し、売り逃しを防ぐことや無駄な廃棄を削減することが可能。 

■防犯カメラの用途以外に売上UPとコスト削減。 
■お客様の客入り状況がすぐに把握できる他、 
  従業員の接客状況・作業状況も把握可能。 

■旅行先からiPadを使って、的確な指示を出せるのもi-NEXTの魅力です。 

■音声確認できるので、よりリアルに現場の状況を把握することができます。 

■業務内容の録画映像を活用して、社員教育や従業員教育にも活用できます。 

の導入事例 【店舗】 



のお客様の喜びの声 

必要な時に必要な個数があるのがゲスト。 
アルバイトだけでは、そのタイミングが判断できません。 
そこで、iPadで遠隔操作、遠隔指示。 
作り置き強化で売上が昨年対比でアップしました。 

バックヤードのカメラで、ストアコンピュータ
の画面を遠隔確認。旅行に出かけるまでの間、
自宅から遠隔で発注作業の練習。遠隔で発注で
きる仕組みが整ったため、念願の家族旅行に。 
（家族は大喜びだったとのことです。） 



の導入事例 【工場】 

■異常状況を瞬時に確認。 
■メーター類の遠隔監視・遠隔確認可能。 
■従業員の労務管理にも活用可能。 

■遠隔地からiPadを使って工場の状況を確認できるので、異常事態も早期対応可能。 
■複数の工場拠点もiPadで全て網羅できるので、管理が用意。（多拠点管理） 
■海外工場の様子が、日本でも見えることもi-NEXTの魅力です。 
■工場の防犯のための周辺確認や防災管理にも活用されています。 

問題が見える 
改善案が見える 
コスト削減が見える 

 

設備異常の監視 

突発的な転倒事故を早期発見 



の導入事例 【建築現場】 

■資材置き場の様子をiPadで確認可能。（盗難防止） 
■作業中の様子をiPadで確認可能。（進捗状況確認可能）  
■現場事務所の整理整頓状況確認。 

■重機盗難防止、資材盗難防止策として防犯システムと連動させたi-NEXTが活躍。 
■ iPadを使っていつでも現場状況を確認できるので、現場管理用途でも活用可能。 
■リフォーム状況をお客様に見てもらうサービスを行い、他社との差別化実現。 
■移動可能な（どこでもカメラ）を活用し、短期の現場でもi-NEXTが活躍。 

重機盗難防止 

移動可能などこでもカメラ ⇒ 



の導入事例 【その他】 

【大手ハウジング会社】 
ショールームを統合し、一か所のショールーム 
にカメラを設置し新商品の状況を営業マンが 
iPadでお客様に見せる 『動く販促ツール』とし
て活用。 

【化粧品工場】 
新たな顧客開拓時に、工場設備の状況を 
動画で見せて「我が社の設備管理」を説明。 

            【結婚式場】 
式場の説明をリアルタイムの式場の動画
を見せて説明。 

【ブティック】 
万引防止を目的に導入したが、 
お客様へマネキンに着せている新商品を 
見せて気に入ったら店舗へ誘導。 



の導入事例 【その他】 

            【事業所】 
電話の説明などを音声録画画像で指導。 

【鮨チェーン店】 
新メニューレシピの伝達を総料理長が従来は、
各店舗を回って研修していたのをiPadを各店
舗に置き、総料理長の手元をズームアップし
てレシピ伝達。従業員の手洗い３０秒の 
徹底指導 

【美容院チェーン】 
新人のシャンプーの様子をiPadで見て指導。 

【自動車教習所】 
脱輪などした時に自動車の状態を３０秒前
からの録画画像を見せて指導。 



の導入事例 【その他】 

【動物病院】 
手術後の入院したペットの様子を自宅から確認。口元をズームアップすることで
様態が確認できる。同僚にレントゲン写真を送付し、遠隔医療にも。 

【リサイクルショップチェーン】 
持ち込まれた商品の査定を社長が外出先から実施。 
（従来は社長外出中別の人間が査定をしていたが間違いがあった） 



対応カメラ動作比較 



まとめ (ますます期待される  i-NEXT ) 

持ち運びが簡単な  “モバイル型のカメラ” 

さまざまな用途で活用できます。 

※注意：電波状況により、インターネットに接続できない場合があります。 

インターネット環境がなくても、 

コンセントに差し込むだけで 
簡単に移動、設定が可能!! 

どこでも持ち運ぶことができる『どこでもカメラ』 
遠隔医療や遠隔介護の分野でも活躍しています。 
また、工事現場やイベント会場など、短期間で移動する現場などで活躍しています。 



セキュリティハウスについて 

日本で最大・最強のセキュリティシステムの専門店チェーン 

“日本で最初のセキュリティ専門店を全国的に組織化しました。” 

 全国１３２社の総合力  
    “北海道から沖縄まで網羅するネットワーク”  

“信頼の納入実績:１９万件” 
 （２０１2年１２月末現在） 

◆全納入実績数（H24.12月末現在）     193,990件 

◆防犯設備士                    470名 

◆総合防犯設備士 （業界No.1）                        64名 

防犯システムの設計・施工・保守まで一貫責任体制にて実施しています。（全国対応可能） 



竹中センサーグループの一員です。 

竹中エンジニアリング株式会社 
セキュリティ・情報機器の専門メーカー 

セキュリティハウスは、 

セキュリティ機器とその応用機器では世界屈指のメーカーである、 

竹中エンジニアリング株式会社の「TAKEX」商品などを取り扱っています。 

竹中エンジニアリング㈱の製品は、 

防犯警備業界にて、その品質・信頼性に 

おいて最も評価され、納入されています。 

◆１９８７年◆ 
「科学技術庁長官賞」受賞 

 
◆１９９０年◆ 

「黄綬褒章」受賞（竹中新策） 

◆２００２年◆ 
「発明大賞」受賞 

 
◆２００４年◆ 

「発明奨励賞」受賞 



• お問い合わせ内容 

企業名 株式会社セキュリティハウス・センター 

設立年月日 1982年6月 

代表取締役 野間 隆司 

資本金 4,500万円 

お問合わせ先 
セキュリティハウスネットワーク運営本部 企画課 

〒607-8345 京都市山科区西野離宮町16-1 TEL：075-584-6600 

営業所 

東京営業所  〒103-0027東京都中央区八丁堀1-2-9（八重洲アングル）  
           (03)6865-1060(代)  
 
名古屋営業所 〒460-0003名古屋市中区錦1-7-44（NPGビル5F）  
           (052)201-3011(代)  
 
大阪営業所   〒540-0012大阪市中央区谷町3-1-9（MG大手前ビル5F） 
            (06)6945-7760(代) 
 
福岡営業所   〒812-0013博多区博多駅東1-1-33（はかた近代ビル） 
            (092)471-6488(代)  

竹中センサーグループの一員。高度な防犯システム・技術・提案力のバックボーン。 


