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ArgosViewの歴史

導入実績 一例
鉄道会社

鉄道会社

鉄道会社

警備会社

警備会社

電力会社

電力会社

電力会社

工場（製薬）

工場（製薬）

工場（食品）

工場（食品）

工場（化粧品）

工場（化粧品）

工場（飲料）

工場（化学）

データセンター

データセンター

流通小売

流通小売

商業施設

商業施設

物流会社

金融機関

金融機関

金融機関

介護施設

都道府県庁

都道府県庁

官公庁

官公庁

道路公団

市役所

国立大学

私立大学

農業法人

センターシステム　1,000カメラ

統合監視　2,200カメラ　

施設監視　992カメラ

施設監視　200カメラ　

センターシステム　2,200カメラ

センターシステム　600カメラ

事務センター　長期録画

2支店 　長期録画

1拠点　24カメラ　

庁舎管理　900カメラ　120センサー

救急医療システム　車載カメラ　センターシステム

国道道路防災システム

Web映像配信

Web映像配信

庁舎管理　60カメラ　

授業配信　78教室

授業配信　40教室

施設運営管理　ウェアラブル　70カメラ　センター集約

センターシステム　2,400カメラ

沿線監視　240カメラ　　

データセンター　200カメラ　二重録画

センターシステム　2,800カメラ

センターシステム　タウンセキュリティ　　　　　　　　

センターシステム　400カメラ

センターシステム　4,800カメラ

通信設備監視　19拠点

5工場　500カメラ　長期録画

1工場　13カメラ　長期録画

6工場　650カメラ　長期録画

1工場　60カメラ　長期録画

1工場　330カメラ　長期録画

1工場　30カメラ　長期録画

2工場　70カメラ　長期録画

1工場　15カメラ　外周監視（センサー連携）

長期録画　1,100カメラ

長期録画　200カメラ

国内、海外の多数のネットワークカメラに対応（ONVIF
にも対応）しています。お客様のご要望に応じて、新た
なカメラにも対応可能です。

2003年のリリース以来、幅広い業界への導入実績を積み重ね、
2016年度・2017年度 実績国内シェアNo.1に選ばれました。

ArgosViewはネットワークカメラの映像はもちろん、ＩｏＴデバイスの情報を統合する
ことで安心・安全を実現する映像監視ソフトウェアです。連携する機器やシステムを
拡大することで、業務改善やマーケティングに活用することも可能です。since2003

ArgosViewが実現する映像ソリューション

ArgosViewの特徴

マルチベンダカメラ

今までの映像監視 これからの映像監視

撮影

録画/
監視

廃棄

万一のためのコスト
映像を活用した価値創造を実現

マルチベンダカメラ

情報集約

録画・配信

自動通知

画像解析 施設設備 ＳＮＳ

映像監視ソフトウェア

SNS

安全・安心 マーケティング 情報共有 省人化 防災

ArgosViewは自社開発の国産ソフトウェアです。お客様
のご要望に応じてカスタマイズすることが可能です。

オープンソースでの特徴を最大限に活かし、性能およ
び安定性において最大パフォーマンスを発揮できるよ
う開発しております。

PCはもちろんスマートフォンやタブレットなどマルチデバ
イスに対応。外出先でのスマートフォンによる映像確認
やデジタルサイネージでの一斉配信などが可能です。

国産自社開発

火災報知器や侵入センサなどの接点情報に加え、入
退システム、ＳＮＳといった他システムの情報を集約し
て映像活用につなげることが可能です。

センサ／システム接続

最大40,000台のネットワークカメラ、9,999の接点
情報を集約して録画、監視することが可能です。

大規模対応

Linux OS マルチデバイス

“ArgosView”はネットワークカメラを統合管理するソフトウェアです。
IoTデバイスとの連携で広がる安心・安全。

ダッシュボード 映像＆ＭＡＰ 社内ＳＮＳメール マルチデバイス

・映像監視パッケージソフトArgosView販売開始

    ・「東京都道路防災映像監視システム」提供

        ・「愛知万博」場内監視ArgosView提供

           ・某警備会社向け「ホームセキュリティ」映像監視サービス提供

             ・東京都新交通システム「移動体映像監視」システム提供

               ・「某石油会社様ホームセキュリティ向けDDNSサービス」提供

                  ・「某パソコン、家電販売大手チェーン」全国店舗監視ArgosView提供

                      ・某警備会社向け「セルフセキュリティ」映像監視サービス提供

                          ・某データセンター向けに長期間録画システム提供

                              ・授業配信システム　提供開始

                                  ・WindowsLiveViewer　提供開始

                                      ・FacilitiesManager　提供開始

                                             ・長期録画ソリューション　提供開始

                                                ・動画ストリーミング配信ソリューション　提供開始

                                                    ・画像認識IPスマートカメラ　対応Ver　提供開始

                                                        ・ONVIFカメラ　対応Ver　提供開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・国内VMS業界売上シェアNo.1を獲得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※富士経済『2018 セキュリティ関連市場の将来展望』

SNS PASS

出典：富士経済『2018 セキュリティ関連市場の将来展望』
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LTOオートローダオプション LTOリストアマネージャ

各種ソフトウェアとネットワーク構成の組み合わせにより、
自由度と拡張性の高い映像監視環境を実現。

セキュリティの強化や効率化を実現する各種オプションもご用意しております。
また、お客様に合わせたカスタマイズにも柔軟に対応いたします。

本 部

Ａ拠点
B拠点

監視室

凡例

サーバルーム

管理者 一般ユーザ

外出先

マルチモニタ

基本ソフトウェア
（Video Management Software）

無償ソフトウェア
（基本ソフトウェアに同梱）

オプション

ＰＲ担当
ダウンロードソフト

マトリクス
スイッチャー

マップ連携正常稼働監視

マップ作成
アプリ

ヘルスチェック
ソフト

WindowsLiveViewer

Enterprise Manager

センサ連携サーバ統合管理

Back up Restore

カメラＳＤ連携オプション

Back up

PoEハブ

ＪＰＥＧ配信オプション 動画配信オプション

ヘルスチェックソフト

NetCameraManager

NetCameraManager

IPテレメータ

センサ機器

火災報知器

ＥＶ
非常ボタン

PoEハブ

PoEハブ

映像DL JPEG配信 動画配信

REC

REC

非常止

ウェアラブル カメラオプション

iOS端末用
ビューワアプリ

Android端末用
ビューワアプリ

Facilities Manager

録 画

録 画

ライブ映像再生

正常稼働監視

LTOオートローダ

Live
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アルゴスビュー ソリューション

ArgosViewのソフトウェア、お使いの設備、他社システムを

連携することで、安全・安心はもちろん、業務改善や

マーケティングなどの経営課題も解決いたします。

主な仕様
PCライブ
映像配信機能

カメラ操作機能 

常時録画機能

センサー連携
録画機能

録画画像
再生機能

管理機能

ダウンロード機能

マップ機能※

ライブ方式 

配信方式

分割表示

フレームレート

カメラ制御 

デジタル処理 

外部出力

録画取得方式

画像形式

録画カメラ台数 

録画媒体

録画容量

録画フレームレート（静止画） 

録画ビットレート（動画） 

録画取得方式

画像形式

録画カメラ台数 

録画媒体

録画容量

録画フレームレート

再生方式

画像形式

録画中の再生 

再生速度

同時再生機能

時間による検索・再生 

再生機能

登録ユーザ数 

ユーザ権限 

カメラ稼働監視 

サーバリソース監視 

警告通知

ダウンロード方式 

ダウンロード単位 

画像形式

再生方式

作成方法

マップ画像フォーマット 

最上位マップ登録数 

階層数  

ActiveX又はJavaScriptによる画像・音声配信

JPEG、MotionJPEG、H.264

１画面～最大２４画面分割、シーケンシャルによる切り替え表示機能

シングル画面：最大30fps/1カメラ、マルチ画面：最大10fps/1カメラ（通信環境・PCスペックに依存）

パン/チルト/ズーム/明るさ/フォーカス/プリセット操作（対応カメラのみ）

デジタルズーム

カメラの外部出力の短絡・開放の操作

HTTPプロトコルによるサーバからの画像・音声取得

JPEG、MotionJPEG、H.264

1サーバあたり最大200カメラ

サーバマシンのハードディスク

サーバマシンに依存

0.1～10fps/カメラ　最大300fps/1サーバ（通信環境・サーバスペックに依存）

300Mbps/1サーバ　（通信環境・サーバスペックに依存、ビットレートは画像データ以外を含む）

FTPプロトコルによるカメラからの画像取得、VMDアラーム通知によるHTTPプロトコルでの画像取得（対応カメラのみ）

JPEG、MotionJPEG、H.264

最大200台/1サーバ（通信環境・サーバスペックに依存）

サーバマシンのハードディスク

サーバマシンに依存

FTPプロトコル：カメラ側仕様に依存、HTTPプロトコル：0.1～10fps

ActiveX又はJavaScriptによる再生

JPEG、MotionJPEG、H.264

可能

0.5倍速～90倍速（ベストエフォートによるPCスペック依存）

4カメラ、９カメラ

可能（年/月/日/時/分/秒 指定にて検索）

再生/逆再生/一時停止/再生/コマ飛ばし再生（1コマ飛ばし・2コマ飛ばし）

100ユーザ（最大600ユーザ）

管理者/マネージャー/一般ユーザの3段階

pingチェックによる稼働監視、画像取得ステータスによる状態監視

CPU/メモリ/ディスク使用率/プロセス稼働のチェック

指定のメールアドレスに警告メールを送信

専用ダウンロードソフトウェアによるサーバ上の蓄積画像をHTTPプロトコルにてダウンロード

10分単位（常時録画時）、1イベント単位（センサー連携録画時）

独自形式による（JPEG静止画、asf動画への変換が可能）

時間指定による再生、巻き戻し再生、一時停止など

マップ登録ソフトを使用して作成

JPEG、GIF、PNG　最大画像サイズ1920×1080ピクセル

最大登録可能マップ数：9999　最大登録可能最上位マップ数：500

最大登録可能アイコン数：9999　1マップに登録できる最大アイコン数：100

最大5階層 

※マップ機能はEnterpriseManagerのみの機能です。NetCameraManagerには実装しておりません。
※対応カメラにつきましてはArgosView公式サイト（http://www.argosview.jp)にてご確認ください。

ArgosViewサーバー
（NetCamera Managerサーバー/Enterprise Managerサーバー）

WindowsViewer操作用PCの推奨スペック（モニタリング/録画・再生/各種設定操作）

※ArgosView Enterprise ManagerとArgosView NetCamera Managerは、それぞれ個別のサーバーとして設置する必要があります。　※ArgosView Enterprise Managerのご利用は、ArgosView NetCamera 
Managerの利用環境が整っていることが前提となります。　※ArgosViewサーバーと各ネットワークカメラ及び、NetCamera ManagerサーバーとEnterprise Manager間は、HTTP-Proxyサーバーを介さず直接
通信できるネットワーク環境が必要です ※上記はあくまで推奨スペックですので、用途によってはこの限りではありません。

動作環境
PC/AT互換機 

Intel®Core™ i5 相当以上 

8GB以上 

画像をダウンロードする場合、ダウンロードする画像に応じたディスク容量 

Windows10 (64bit) 

フルHD(1920×1080)　※SXGA(1280×1024)以上で動作します。

AMD Radeon™ R7 250相当以上 (DirectX9.0cに対応していること)

Windows Media Player12 以降

PC

CPU

RAM 

HDD

OS

ディスプレイ

ビデオカード

その他

CPU

RAM

HDD

OS

Webサーバー機能

ファイルシステム

Intel Xeon 2.0GHz以上

4GB以上

NearLine SAS HDD 100GB以上

CentOS 6, RedHat Enterprise Linux 6

Apache

ext4

※Webブラウザで操作する場合は、Webブラウザ：IE11、ディスプレイ：XGA(1024×768)以上が必要です。

ファクトリーソリューション

交通ソリューション

エネルギーソリューション

ストアソリューション

ビルソリューション

自治体ソリューション

5



shopping＆dining

■下記ArgosViewのWebサイトで各種導入事例を掲載しております
https://www.argosview.jp/case/ アルゴスビュー　導入事例 検索

■下記ArgosViewのWebサイトで各種導入事例を掲載しております
https://www.argosview.jp/case/ アルゴスビュー　導入事例 検索

ファクトリーソリューション 工場 物流倉庫 プラント 交通ソリューション 鉄道 交通

毎日、長時間にわたり稼働しつづける工場の設備と
つなぐことで、製品の安心と工場の安全を守ります。

交通施設と経路の映像システムを１つに統合。
交通の安全と利用者の快適さを両立します。

フードディフェンス

MES／WMS連携

魚眼状のカメラ映像を補正して、最
大9分割の映像表示を可能にしま
す。例えば、室内中央に取り付ける
ことで、死角の発生を防ぎ、映像デ
ータの低減を実現します。

MES（製造実行システム）やWMS
（倉庫管理システム）と連携すること
で、作業履歴や作業指示No.から映
像表示が可能になります。品質異常
の問い合わせ対応や、誤作業確認の
効率化を実現します。

PLC連携
PLCなどのFA機器と連携することで、チョコ
停や故障などの機器異常時には、内容と映
像を同時に表示します。さらに、異常時の映
像を自動的に特定のディレクトリに保存させ
ることで、異常時の映像閲覧と分析を可能に
し、業務改善をサポートします。

入退システム連携
入退システムと連携することで、
ログデータから入退室の映像を表
示。入退室者や出退勤時刻の確
認作業を効率化を実現します。

LTOテープを複数装填可能なオートロ
ーダとの連携により、テープ交換による
録画データのバックアップを実現。長期
録画のコスト低減と保管スペースの削
減に貢献します。

＜全方位カメラ映像補正＞

＜長期録画＞

今までは
9台のカメラ 全方位を1台で

わずか2台！

サーバー（1U）

LTOオートローダー（2U）
23巻搭載（130TB）

バックアップテープの検索も簡単！ ｢日時｣と｢カメラコード｣を入力するだけでテープナンバーを表示します。

5fps 50台 180日× ×
フレームレート カメラ 保存期間

5fps 50台 5年× ×
フレームレート カメラ 保存期間

画像解析 センサ設備連携 遠隔地状況把握

統合管理用ダッシュボード
施設内の危険検知情報を集約しダッシュボ
ードに一覧表示。映像を活用した現地の状
況把握、対応指示の一元的なコントロールを
実現します。

災害情報連携
気象庁や防災機関が配信する災
害情報を、SNSアカウントや防災
システムから取得。被災箇所の映
像や情報を即時共有することで、
交通利用者の安全確保に向けた
対応を支援します。

緊急表示連携
施設内のサイネージや係員のモバ
イル端末等に、緊急時の避難誘
導や災害情報を表示。非常時の
迅速な対応を支援します

作業指示No. AVNCM-0001 検索

非常止

画像解析技術と連携することで、
置き去られた不審物や混雑箇所の
早期発見をサポートします。

施設内に設置されている火災報知器
や非常ボタンなどのセンサ検知情報と
カメラ映像を連携。異常発生時の迅
速な状況把握を実現します。

ネットワーク回線に合わせた映像取得
制御で、遠隔地の状況把握を実現しま
す。現地環境に応じたカスタマイズ対応
も可能です。

□□で地震発生！！

震度：〇〇
緯度：××
経度：△△

SNS

〈沿線A〉

〈沿線B〉

〈データセンター〉

3G携帯回線

3G携帯回線

ArgosView

カメラ映像統合
照明自動ＯＮ/OFF

専用
ネットワーク

※エネルギー施設ソリューション参照

作業指示No. AVNCM-0001 検索
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Super-

market
Super-

market

■下記ArgosViewのWebサイトで各種導入事例を掲載しております
https://www.argosview.jp/case/ アルゴスビュー　導入事例 検索

■下記ArgosViewのWebサイトで各種導入事例を掲載しております
https://www.argosview.jp/case/ アルゴスビュー　導入事例 検索

入庫時刻

入庫映像 出庫映像

10 50： 検索

防犯、マーケティング、設備管理。店舗を取り巻く様 な々経営課題を
映像監視システム“ArgosView”がまとめて解決いたします。

エネルギー施設ソリューション 電力 ガス エネルギー ストアソリューション 小売 金融店舗 飲食

遠く離れた家や施設に明るさをお届けする変電施設や送電設備。
離れた場所に点在する設備の映像を集約し、日常の明るさを守ります。

映像集約
各地に散在する変電所や送
電設備に設置されているネッ
トワークカメラの映像を、最大
40,000台まで集約して統合
管理。複数箇所の映像を一
括監視することによる監視
業務の効率化を実現します。

ウェアラブルカメラ連携
例えば、高所作業中の作業者が装着しているウェアラブルカ
メラの映像を監視室のモニタに表示。作業状況の把握や、
円滑な作業指示を可能にすることで、効率的かつ正確な作
業を支援します。

画像解析
画像解析技術と連携することで、定期的に計器やスイッチの
異常を自動で確認し、異常時は担当者に映像で通知。巡視
業務の効率化と精度向上を実現します。

センサ設備連携
施設内に設置されている侵入センサと連携することで、異常
時には映像とマップを合わせてモニタに表示。さらに、マップ
のアイコン操作による照明点灯や音声出力を可能にします。
異常発生時の迅速な状況把握はもちろん、被害を未然防止
するための初動対応を支援します。

駐車管理システム連携
駐車管理システムと連携することで、
満空情報やゲートトラブル情報と同時
に現地の映像を表示。円滑な駐車管
理業務を実現します。

画像解析連携
画像解析技術と連携することで、顧
客の滞在時間や導線から行動分析
を可能にするなど、マーケティングへ
の活用が可能です。

POS連携
POSシステムと連携することで、ログデ
ータから金銭処理の映像を表示。レジ
トラブルの円滑な対応を実現します。

映像集約
各地に散在する店舗や拠点に設置されているネットワークカメラ
の映像を、最大40,000台まで集約して統合管理。複数箇所の
映像を一括監視することによる監視業務や視察の効率化を実現
します。

長期録画
LTOテープを複数装填可能なオートローダとの連携により、
テープ交換による録画データのバックアップを実現。長期
録画のコスト低減と保管スペースの削減に貢献します。

鋼管の錆を
確認してください

〈 映像＆
　MAPポップアップ 〉 〈 音声＆照明による注意喚起 〉

ＯＮ

わずか2台！

サーバー（1U）

LTOオートローダー（2U）
23巻搭載（130TB）

5fps 50台 180日× ×
フレームレート カメラ 保存期間

5fps 50台 5年× ×
フレームレート カメラ 保存期間

バックアップテープの検索も簡単！ ｢日時｣と｢カメラコード｣を入力するだけでテープナンバーを表示します。

本部

店長

エリアマネージャ
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Hospital

■下記ArgosViewのWebサイトで各種導入事例を掲載しております
https://www.argosview.jp/case/ アルゴスビュー　導入事例 検索

■下記ArgosViewのWebサイトで各種導入事例を掲載しております
https://www.argosview.jp/case/ アルゴスビュー　導入事例 検索

ただ録るだけでなく、自ら報せる機能を持つ“ArgosView”。
街の活気を映し出し、災害や事故から住民の生活を守ります。

ビルソリューション オフィス 大規模商業施設 データセンター 自治体ソリューション 市町村 排水機場 浄水場 自治体

予測不能な施設内の危険検知情報を監視室や警備員に自動通知。
双方が映像を共有することで、迅速かつ確実な対応が可能です。

センサ設備連携

定期巡回システム連携

ウェアラブルカメラ連携
巡回中の警備員が装着しているウェアラブルカメラの映像を
集約して監視室のモニタに表示。施設全体の警備状況の把
握や、現場警備員との円滑なコミュニケーションを実現します。

定期巡回報告システムと連携するこ
とで、巡回項目と巡回対象の映像を
同時に表示。映像上での巡回を可能
にすることで、警備業務の効率化を
実現します。

統合管理ダッシュボード
施設内の危険検知情報を集約しダッ
シュボードに一覧表示。映像を活用し
た現地の状況把握、対応指示の一
元的なコントロールを実現します。

モバイル端末通知
社内ＳＮＳやメールと連携することで、
災害や侵入などの異常内容と現地画
像を警備員のモバイル端末に送信。
巡回中の警備員や外出中の関係者
にも施設の異変を即時通知します。

救急車両内映像連携
救急車両内の天井に設置されたネットワークカメラと携
帯回線を利用して、搬送中の傷病者の映像を医療機
関と連携。医師から救急隊員への応急処置の指示や、
円滑な傷病者の受入体制確保を支援します。

屋外用特殊カメラ連携
マルチベンダカメラに対応しているため、すでにお使いのカメラや屋外
用特殊カメラを統合可能。屋外や遠隔地の映像をひとつのモニタに表
示することで、監視業務の効率化を支援します。

Web動画配信
普段は防犯用途に使用しているネットワークカメラの映像を既
存のWebページで配信。地域活性化に向けたPR活動に活
用することができます。
※動画のストリーミング配信にはFLASH環境が必要です

センサ設備連携
屋外に設置されている水位計や風向風速計などのセンサ検
知情報とカメラ映像を連携。異常発生時の迅速な状況把握
を実現します。

〈 定期巡回システム 〉

□東門

□西階段

□エントランス

□南非常口

✓
✓

西ビルの4階で
火災が発生しました

施設内に設置されている火災報知器や非常ボタンな
どのセンサ検知情報とカメラ映像を連携。異常発生
時の迅速な状況把握を
実現します。

水位警報ユニット 屋外用
サイネージ

天井カメラ

市役所担当者
河川映像確認
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ヴイ・インターネット オペレーションズ株式会社

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10 新伏見町ビル4F

〒105-0004
東京都港区新橋2丁目9-16 愛媛新聞東京ビル3F
※2019年1月1日より建物名称が「新橋萬楽庵ビル」に変更になります

http://www.vio.co.jp/

東京営業所本 社

映像活用について、お悩みがございましたら何でも結構です。　電話・ Webよりお気軽にご相談ください。

memo

※いずれもオープン価格。
※上記以外のオプションサービスは当社までお問い合わせ下さい。

標準サービス項目 品番 (平日日中/24時間365日) サービス内容

受付

オンサイト対応

AV-CC-85 / AV-CC-365

AV-ON-85 / AV-ON-365

電話、メールによる障害受付、QA対応

現地切り分け作業、障害復旧対応、
ベンダー立会い（別途ベンダーサポート契約が必要）

オプションサービス項目 品番 (平日日中/24時間365日) サービス内容

リモートメンテナンス

リモート監視　

アラーム受信監視

定期点検

AV-RM-85 / AV-RM-365

AV-RM-85 / AV-RM-365

AV-AL-85 / AV-AL-365

AV-PI-85 / AV-PI-365

リモート環境を利用した、障害問い合わせ時の遠隔サポート

リモート環境を利用した定期的なシステム及び、HW正常性
確認（カメラ映像確認は対象外）

メール等によるアラームの監視及び受信時連絡

エンジニア訪問によるサーバ及び周辺機器の点検

保守メニュー

導入までの流れ ご契約後、最短3か月で納品いたします。 ArgosViewへのお問い合せ

会社概要
１
〜
２
カ
月

３
カ
月

御　社 ＶＩＯ ご提案パートナー

契約調印

https://www.argosview.jp/パートナーの
ご紹介

お打ち合わせ

仕様の提案

仕様の合意

詳細設計

工　事

納品、お引渡し

最適なご提案を目指
して、現地調査や課
題のヒアリングをさせ
ていただきます。

14ページの電話番号
またはArgosViewサ
イトのお問い合わせフ
ォームよりお問い合わ
せください。

弊社より、最適なご
提案パートナーを
紹介させていただ
きます。

各種契約書の受け渡
しを行い、契約を締結
いたします。

ご要望や課題をもと
に最適なソリューショ
ンをご提案させていた
だきます。

提案とヒアリングを繰
り返し、最終的に仕様
の合意に至ります。

各種機器の設置場
所や、詳細設計を行
います。

カメラの設置工事、
LAN工事、ArgosView
サーバ設置など、工事
を行います。

現地にてArgosViewの
動作確認と操作説明
をさせていただきます。

提
案
と
ヒ
ア
リ
ン
グ

お問い合わせ 06-6233-2626 受付時間 ／ 平日9：00～17：00

TEL：06-6233-2626（代表） 　FAX：06-6233-2638

E-Mail: cs@vio.co.jp

TEL：03-6268-8658　  FAX：03-6268-8659

argosview 検索

ご要望に応じてカ
スタマイズなどの開
発対応をさせてい
ただきます。内容に
応じて、開発期間
が異なります。

開　発
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このカタログの記載は2018年11月現在のものです。

ヴイ・インターネット オペレーションズ株式会社

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10 新伏見町ビル4F
TEL 06-6233-2626（代表） / FAX 06-6233-2638
E-Mail: cs@vio.co.jp

〒105-0004
東京都港区新橋2丁目9-16 愛媛新聞東京ビル3F
※2019年1月1日より建物名称が「新橋萬楽庵ビル」に変更になります

TEL 03-6268-8658 / FAX 03-6268-8659

お求め・ご相談は

http://www.vio.co.jp/

東京営業所


