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安全性 操作性

機能性 デザイン性
設置環境との一体感を創る
Smart+Stylishなフォルム

コストパフォーマンスに優れた
機能設計

スムーズな通行
高水準の検知能力

視認性に優れた
案内表示

素材選定から快適な通行と不正進入
を防ぐ高度な基本設計のためのシ
ミュレーションを実践し、利用者の安
全と快適な通行を実現しています。

設置場所によって変わる様々な
セキュリティレベルに対応したライン
アップにより、あらゆる利便性の向上
を図ります。

複雑な機能の簡素化や人間工学に
基づいたカードタッチポジションの
設定など、シンプルな操作性を実現
しています。

日常空間に溶け込む、調和のとれた
筐体デザインや、視認性に優れたイ
ルミネーション配置など、誰もが安
心して利用できるセキュリティゲー
トのデザインを心がけています。

様々な環境に適したラインアップと

通行条件を満たす完成された管理システムのもとで

私たちのセキュリティゲート技術の粋が活かされています

新しい時代を築く「スマートセキュリティ」の理念は

優しさ・美しさ・正確さの観点から

最高レベルの製品開発へと進歩を続けています

 Security Gateは
美しさと優しさの時代へ

私たちの生活に浸透してきたセキュリティゲート。
高いセキュリティ性が求められるデータセンターやオフィスビルのエントランス、工場の外構通用門、厳重な入館管理を必要とする研究施設
や美術館、また何気なく利用しているテーマパークやアミューズメント施設から温浴施設・スポーツ施設などのレジャー関連施設に至るまで、
日本ハルコンの蓄積されたセンシング技術により、多くの人々の安全を確保しています。
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FTG
フルターンゲート
確実な１人通行を実現
アンマンドセキュリティに最適

TRG
トラップゲート
インターロック機構で確実な不正通行防止
最高レベルのセキュリティゾーニングに

BPG
バイクパーキングゲート
屋外対応のタフな構造
自転車・バイクスクーターの駐輪場 入退場ゲートに

通 路 幅
550

20人/分
屋 外

屋 内

※1

屋 外

屋 内

通 路 幅
900
1200

CHH
クリップ付カードホルダー発行機
ゲートを通過するための認証用カード（ゲストカード）を
自動発行装置内に100枚（オプションで計200枚）をストック可能

CHC
クリップ付カードホルダー回収機
ゲストカード投入後連動してゲートオープン
エグジットオペレーションをスマートに管理

TPG
トライポッドゲート
アームバーを回転させ物理的に１人通行が可能
一方向の通行整理にも適したメカニカルゲート

通 路 幅
500～550

40人/分
屋 外

屋 内

※1

※幅は目安です

SSG
シンプルスタイルゲート
省スペースでの入退室管理ゲートを実現
軽量化・安定性を兼ね備えたアームバリアゲート

通 路 幅
700

8 人
/分

屋 内
※1

※1 接続する上位の入退室管理システムのホスト環境・通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します。

55人/分
屋 内

※1

通 路 幅
600
900
1200
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Xの感化
セキュリティ ゲート
Xtal Gate Type S
クリスタルゲート タイプS

完成された美しさとスムーズな動きのHalconオリジナルスライドドア機構部を

継承し、透明感のあるスタイリッシュなデザインへ一新、クリスタルシリーズのス

ライドドア機種としてXtal Gate Type S（XTG-S）へ変貌を遂げた。

威圧感を抑えた外観は、透明部材をスタイリッシュに構成した斬新な機能美

の集合体。

特徴的なドアの形状は、乗り越えやくぐり抜け防止の効果を意識し、控えめで

はあるが確実な効果を実現した。

透過調のドアはそれぞれが左右に開閉する引き戸式タイプ。

自動ドアをイメージした強化ガラス製のスライドドアは、高級感と厳格なセ

キュリティ性を兼ね備える。

エントランス空間を優美に演出する空間に相応しいセキュリティゲート。

Halcon original sliding door with perfected beauty and smooth movement along 

with translucent modern design has been  upgraded among the “Crystal Series” as 

Xtal Gate Type S(XTG-S).

With less imposing appearance, it is composed of transparent materials with great 

functionality, still showing off its style.

The distinct feature includes reinforcement in security with definite effectiveness 

thus it may appear as permissive.

The each transparent door opens left to right featuring as the “sliding door” 

As it mimics the image of automatic sliding door, it is composed of high quality and 

strict security.

It dramatizes the entrance with grace and 

appropriately matches the space as the 

security gate.

公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会
JIDAデザインミュージアムセレクションVol.17 選定商品

1979年(S54)
電子計測器の開発設計を主として創業開始
気象庁向け地震計測システムの感電器のA/Dコンバータを開発
以降全国80カ所に設置

1990年（H2）
スキーリフト券改札システムの開発開始

1992年（H4）
ニセコ山スキー場向けリフト券改札システム納入
以降全国33カ所のスキー場へ改札システムを納入

2000年（H12）
多目的ゲートEPG販売開始

1997年（H9）
防犯庁（当時）向け施設戦闘作業車操縦手用操作盤を開発
株式会社小松製作所様に納入

1999年（H11）
現金輸送用トランク「SKUNK」開発。
販売の為、永田町に事務所開設
全国防犯協会連合会より推薦状を頂く
宇部興産株式会社に石灰石搬出のトラックスケールシステム納入

2001年（H13）
本社完成
セキュリティゲートを主軸に販売開始

2003年（H15）
セキュリティーゲート DFG 販売開始

2005年（H17）
駐輪場用ゲートBPG 販売開始
ハイフラッパーゲート HFG販売開始
スライドドア式セキュリティゲート SDG 販売開始

2006年（H18）
塩害対応ゲート EPG 販売開始
カードホルダー回収機販売開始
スリムフラッパーゲートSFG 販売開始 

2007年（H19）
スリムフラッパーゲートSFG グッドデザイン賞受賞
ISO140001 認証取得
カードホルダー発行機販売開始

2008年（H20）
多目的ゲートQROL販売開始
多目的ゲート QROLが「信州ベンチャー企業優先発注事業」新商品に認定
旧テクニカルセンター・ラボラトリーショールーム開設
ISO9001 認証取得

2010年（H22）
トライポッドゲート TPG 販売開始
フルターンゲート FTG 販売開始

2011年（H23）
工事施工その他フィールド業務を主軸とするハルコンテクニカルサービス㈱設立
シンプルゲート SPG 販売開始
エコパスゲートEPGモデルチェンジ
建設業許可取得

2012年（H24）
ミドルフラッパーゲート MFG 販売開始
ハイフラッパーゲート HFG モデルチェンジ

2013年（H25）
ガラスを基調としたクリスタルシリーズ XTG-F 販売開始
Xtal Gate Type-F XTG-F グッドデザイン賞受賞
Xtal Gate Type-H XTG-H 販売開始
富士急ハイランド様入園口へEPG導入

2014年（H26）
Xtal Gate Type-S XTG-S販売開始

2015年（H27）
長野県知事認証「職場いきいきアドバンスカンパニー」に実践企業として認証
SECURITY SHOW初出展

2016年（H28）
公益社団法人 日本インダストリアルデザイナー協会JIDAデザインミュージアム
セレクション Vol.17 に XTG-S が選定

2017年(H29)
機械搬送装置関連を主業務とするハルコンAP㈱設立
EPGをよりスタイリッシュに進化させた　EPG-AW 販売開始
「NAGANOものづくりエクセレンス」に XTGシリーズが認定

2019年(R1)
シンプルスタイルゲート SSG販売開始
ハイディフェンスゲート HDG 販売開始
台風19号災害の支援金を佐久市および佐久穂町に寄付

2018年(H30)
トラップゲート TRG 販売開始
SECURITY SHOW2018 出展（3回目）

2021年(R3)
Xtal Gate TypeC　XTG-C 販売開始
本社社屋リニューアル
ラボラトリー・ショールーム完成
SECURITY SHOW出展（6回目）

2020年(R2)
新テクニカルセンター完成　操業開始
旭川テクニカルオフィス設立

2008
2007
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2005

2003
2001

2000
1999
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1992

1990
1979

2021
2020

2019
2018

2017
2016

2015
2014

2013
2012

2011
2010

地震計測システムの感電器のA/Dコンバータを開発

以降全国33カ所のスキー場へ改札システムを納入

スキーリフト券改札システムの開発開始

施設戦闘作業車操縦手用操作盤を開発

多目的ゲート EPG

セキュリティゲート DFG

カードホルダー
回収機 スリム

フラッパー
ゲート SFG

現金輸送用トランク「SKUNK」 石灰石搬出のトラックスケールシステム納入

本社完成

スライドドア式
セキュリティ
ゲート SDG

ハイフラッパー
ゲート HFG

駐輪場用ゲート BPG

スリムフラッパー
ゲート SFG

カードホルダー
発行機

ラボラトリーショールーム旧テクニカルセンター多目的ゲート QROL

EPGモデルチェンジ
シンプルゲート SPG

Xtal Gate Type-F XTG-F

Xtal Gate Type-H 
XTG-H

SECURITY SHOW　初出展

EPG-AW

シンプル
スタイルゲート SSG

ハイディフェンス
ゲート HDG

Xtal Gate Type-C 
XTG-C

SECURITY
SHOW2021出展

本社社屋リニューアル

新テクニカルセンター完成 旭川テクニカルオフィス設立

SECURITY 
SHOW2018 出展

トラップゲート
TRG

JIDAデザインミュージアムセレクション認定

Xtal Gate Type-S XTG-S
富士急ハイランド

ミドル
フラッパーゲート 
MFG

HFGモデルチェンジ

フルターンゲート FTGトライポッドゲート TPG
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テクニカルセンター・ラボラトリーショールーム
併設のショールームでは、実機を直接体感していただくことができます。また、実機のカスタマイズ
からオプション設定まで、様々なシミュレーションの中で検討し、お客様の設置環境からシステムと
の接続試験など、細心の設計プランを構築していただけます。
日本ハルコンの優れた機能とデザインをお確かめください。
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各種製品規格試験

確かな“品質”で、“安心”できる製品開発にこだわる
当社のゲートは、電気用品安全法に従って様々な規格試験を行い、確かな”品質”と国産製の”安心”を礎
に、お客様から信頼される製品をお届けするため、厳密なチェックを行っております。

■静電気放電試験

■防塵試験■輻射ノイズ試験

■電波暗室による放射無線試験

■防水試験

■雷サージ試験■VCCI試験 ■ 無響室による騒音測定試験

テクニカルセンター 本社オフィス

ラボラトリーショールーム 旭川テクニカルオフィス
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社　　名 日本ハルコン株式会社
代 表 者 岡本　恒生
設　　立 1979年7月14日
事業内容 セキュリティゲートおよびその周辺機器の企画・設計開発業務
　　　　 同装置の製造・販売、工事保守業務
関連会社 ハルコンテクニカルサービス株式会社
 ハルコンAP株式会社
 

��������������	���会社概要

横浜営業所

〒385-0014
長野県佐久市三河田403-5
TEL.0267-63-1151　FAX.0267-63-2627

〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15桜第一ビル906
TEL.045-620-6937　FAX.045-620-6938

本　　　社

日本ハルコン株式会社
〒385-0014
長野県佐久市三河田403-1
TEL.0267-63-5678

〒221-0822
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15桜第一ビル906
TEL.045-620-6937　FAX.045-620-6938

本　　　社

横浜営業所

ハルコンテクニカルサービス株式会社

〒385-0014
長野県佐久市三河田403-5
TEL.0267-78-3366　FAX.0267-63-2627

〒070-8002
北海道旭川市神楽2条7-4-18
TEL.0166-74-5780　FAX.0166-74-5781

本　　　社
〒070-8002
北海道旭川市神楽2条7-4-18
TEL.0166-74-5780　FAX.0166-74-5781

ハルコンAP株式会社

����������アクセス

JR北
陸新
幹線JR小海線

佐久
平駅

上
信
越
自
動
車
道

佐久小諸JCT

佐久I.C

佐久北I.C

至 藤岡JCT

至 八千穂高原I.C

至 清里

至 小淵沢

至 小諸

至 長野

至 長野I.C

至 上田 至 軽井沢

141

イオンモール佐久平

三河田工業団地南

三河田工業団地

信州短大入口

浅間中学西

佐久平駅東

長土呂東

佐久I.C西

平原

浅間病院西 浅間総合病院

やなぎだ
ローソン

双葉印刷

東信ラヂエーター

中部
横断
自動
車道

18

N

東神奈川ランプ

至 蒲田

至 五反田

至 金港JCT
至 横浜

至 新横浜

●JR京浜東北線／JR横浜線「東神奈川駅」より
　徒歩約3分　桜第一ビル906

●JR「旭川駅」より徒歩約10分／車で約2分

東
神
奈
川
駅

15

1

首
都
高
横
羽
線

横浜営業所

西神奈川

立町

神奈川2丁目

テクニカルセンター

テクニカル
センター
ラボラトリ
ショールーム

Halcon

企画/営業
ご満足いただける
企画・提案

Planning / Sales

Development / design

Installation / maintenance
Procurement / Manufacturing
Inspection

開発/設計
新規製品開発
ニーズに合わせたカスタマイズ

調達/製造
検査
迅速な資材調達
ロスの無い生産管理
安定した品質の確保

設置/保守
専門スタッフが設置
トラブルを未然に防ぐ定期点検
緊急時対応

旭川駅

237

237

神楽4条9丁目

神楽5条
4丁目

神楽4条
7丁目

神楽3条
4丁目

神楽3条
8丁目

神楽3条
6丁目

クリスタル
パーク

旭川テクニカル
オフィス

日々、技術革新の進む情報化社会において「セキュリティ」という概念が益々重要な位置を締めるものと
なってきていると考えます。当社は、人や物品の出入りにおいて、如何にしてセキュリティ性を保ちながら出
入りの利便性を損なわないように図るのかということに傾注して参りました。
この重要な事業に携わるものとして、従業員の技術向上とコンプライアンスの重視を柱に新しい価値を提
案し、社会の発展に貢献していく所存です。

旭川
テクニカル
オフィス

旭川
テクニカル
オフィス

日本ハルコン株式会社
ハルコンテクニカルサービス株式会社
ハルコンAP株式会社


