
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

セキュリティー関連製品カタログ

Ver.7

よりセキュアな施設の管理
業務・サービスの快適な環境づくりに
セキュリティーシステムをご提案します。

SECURITY SYSTEM

ICカード認証キャビネット
（電池式）

セキュリティーロッカー SEシリーズ
（固定運用／フリー運用）

FeliCaやMifareカードを使用して開閉管理が
できる電子キャビネットです。

「誰が」「いつ」「何を」「出し入れ」したかを記録します。また、どのキーを「誰が」持ち出しできるかの権限の設定が行えます。

学校やオフィス、出納室で、ノートPCやつり
銭準備金などを厳正に管理する保管庫です。
設置場所や収納物の形状に応じて操作部の
位置、保管庫のレイアウト設定と形、庫内寸
法の変更が可能です。また、運用に合わせ
てボックスの増設やサイズの変更にも対応
します。

[ターミナル部 ]
●登録件数：管理者／20名、利用者／ 999名　●制御ボックス数：最大 200ボックス　
●外形寸法：120(W)×380(Ｄ)×1,750(H)mm　●質量：約 18.5kg   

●消費電力：定格 7W/10W

[ロッカー部 ]
●収納個数：1列10ボックス　●外形寸法：295(W)×380(D)×1,750(H)mm　
●ボックス内寸：225(W)×330(Ｄ)×132(H)mm   ●質量：約 48kg   

●消費電力：定格 15W/30W

重要物管理システム
施設や部屋という単位でのセキュリティーに加え、重要物や重要鍵の管理といった日常業務
の中に潜むセキュリティーの穴を一つひとつつぶしていくことで、内部統制、個人情報保護、
情報セキュリティーマネジメントなどの厳格性は更に高まります。

◎登録されたカードでのみ解錠が可能なため、不正に扉を開くことを防ぎ、
　「誰が」「いつ」扉を解錠・施錠したのか履歴を残します。
◎電池仕様のため配線工事が不要で、レイアウト変更等が容易にできます。
◎カードの登録、削除、モード変更がその場で可能です。
◎PCに接続して履歴の収集が可能です。錠前番号、時間、カード番号、
　イベント情報がテキストデータで収集できます。

◎空きボックスを選んで使用できる
　フリー運用タイプもあります。
◎ICカード、テンキー、磁気カード、
　生体認証（指静脈）での運用が可能です。

持ち出し
返却管理

[H1050タイプ仕様 ]
●型式 CW-0911KICPH　●外形寸法：899(W)×450(D)×1,050(H)mm

●付属品：棚板 2枚

[H2100タイプ仕様 ]
●型式：CW-0921KICPH　●外形寸法：899(W)×450(D)×1,050(H)mm

●付属品：棚板 5枚

①PUSHボタンを押す ② ICカードをかざす ③ツマミを回して施錠 ①PUSHボタンを押す ②ICカードをかざす ③ツマミを回して解錠

●施錠方法 ●解錠方法

このカタログの記載内容は、2020年1月現在のものです。 DG1301 Z YM 0120 SA

（0166）24-5111
（0154）24-9325
（0157）23-3893

旭 川 支 店
釧路営業所
北見営業所

（0138）47-2299
（0155）27-2774

函館営業所
帯広営業所

（0162）22-5712
（0144）37-2114

稚内営業所
苫小牧営業所

※　　　　　　はグローリー株式会社の登録商標です。

（022）291-5480
（017）776-8693
（018）866-6455
（019）656-5518
（023）641-5575
（024）961-9557
（027）361-0285
（025）246-7261
（026）226-9640
（048）654-8601
（028）624-1937
（029）248-0034
（03）5804-2560
（042）524-7798
（043）243-7481
（045）440-5700

東 北 支 店
青森営業所
秋田営業所
盛岡営業所
山形営業所
郡山営業所
上信越支店
新潟営業所
長野営業所
関 東 支 店
宇都宮営業所
水戸営業所
首都圏支店
立川営業所
千葉営業所
横浜中央営業所

（055）222-4463
（052）872-3381
（055）926-0124
（054）281-7816
（053）461-8333
（058）268-6710
（059）255-3596
（06）6202-0047
（076）431-6793
（076）223-2177
（0776）24-5011
（075）693-3141
（0743）56-2391
（073）475-7280
（078）271-3001
（079）297-8796

甲府営業所
東 海 支 店
沼津営業所
静岡営業所
浜松営業所
岐阜営業所
三重営業所
近 畿 支 店
富山営業所
石川中央営業所
福井営業所
京都営業所
奈良営業所
和歌山営業所
神戸営業所
姫路営業所

（082）261-0430
（086）245-5119
（0852）26-8398
（087）815-3610
（088）602-3310
（089）932-6028
（088）826-3033
（092）451-0351
（093）965-1024
（097）532-5688
（0952）41-1316
（095）841-7000
（096）370-8050
（0985）29-9951
（099）247-1521
（098）868-8112

中 国 支 店
岡山営業所
松江営業所
四 国 支 店
徳島営業所
松山営業所
高知営業所
九 州 支 店
北九州営業所
大分営業所
佐賀営業所
長崎営業所
熊本営業所
宮崎営業所
鹿児島営業所
沖縄営業所

本 社  〒670-8567  兵庫県姫路市下手野1-3-1　TEL（079）297-3131（代表）

販売企画統括部  営業推進部
〒101-8977  東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX　TEL（03）5207-3076

本 社  〒060-0013  北海道札幌市中央区北13条西17-1-45　TEL（011）707-4111（代表）

販 売

販 売



監視カメラシステム

高画質で長期保存に対応した監視カメラシステム

［NR-5000シリーズ仕様］
●外形寸法：420（W）×270（D）×100（H）mm（ゴム足及び突起物除く）
●質量：9kg以下　●塗装色：ブラック
●電源電圧：AC100～240V±10V　●消費電力：150W

■16ポートの PoEHUB内蔵
　（PoEHUB追加により最大 32台のカメラが接続可能）
■H.264対応

映像監視 入退室管理

ネットワークレコーダー  MELOOK3シリーズ

・NR-5000　2TBハードディスク内蔵
・NR-5041　4TBハードディスク内蔵　ミラーリング設定可能
・NR-5080　8TBハードディスク内蔵　ミラーリング設定可能
・NR-5100　ハードディスクレスモデル ※推奨品 USB-HDD必要

監視カメラシステムは、セキュリティーの要となるシステムです。
犯罪行為や現金事故を未然に防ぐ大きな抑止効果があります。
また、状況の確認・検証に役立ち、迅速な対応を可能にします。

三菱電機製

ローコストで高画質な監視カメラシステム

アナログ HDレコーダー セコニック 製

アナログ HDカメラ セコニック 製

ネットワークカメラ 三菱電機製

※写真はNR5000

NC-7000/7020
固定カメラ （屋内用）
●外形寸法：80（W）×159（D）×48（H）mm
   （レンズカバー含む、突起部除く）
●質量：320g以下　
●消費電力：PoE クラス 2（3.84～ 6.49W）

BXC-2MAH
ボックス型アナログ HD
ワンケーブルカメラ
●外形寸法：66(W)×129.5(D)×63(H)mm　
●質量：約 250g　●消費電力：21W

DMC-2MAH
ドーム型アナログ HD
ワンケーブルカメラ
●外形寸法：138(ø)×113(H)mm
●質量：約 410g　●消費電力：21W

NC-7600/7620
ドーム型カメラ （屋内用）
●外形寸法：Φ120×108（H）mm
●質量：540g以下　
●消費電力：PoE クラス 2（3.84～6.49W）

AXIS M3047-P
全方位カメラ （屋内用）
●外形寸法：Φ101× 46（H） mm
●質量：240g　
●消費電力：PoE クラス2（3.84～ 6.49W）

NC-7800S /NC-7820S
屋外固定カメラ （耐重塩害仕様）
●外形寸法：120（W）×308（D）×214（H）mm
●質量：2.0Kg以下　
●消費電力：PoE クラス 2（3.84～ 6.49W）

■HDMI/VGA/スポット /各同時出力可能
■UTC（同軸通信制御機能）対応で
　カメラメニュー制御
■無償 DDNS対応
■スマートフォン対応
　（android、iPhone、iPad）

DVR-S4781：4ch、2TBハードディスク内蔵 DVR-S16780：16ch、4TBハードディスク内蔵

エリアアクセスコントロール
セキュリティーの出入り口を固めるのが入退室管理です。不正侵入者の排除に加え、
内部統制、個人情報保護、情報セキュリティーマネジメント、さらには労務管理、
安否確認といった面からも入退室管理システムの重要性がクローズアップされています。

非接触 ICカードリーダー

■システム構成例

コントローラー
LAN

PC サーバー

入退室管理アプリケーション
SCN-A4000

（入室）
指静脈リーダー

（退室）
指静脈リーダー

電気錠 電気錠

コントローラー

リーダーは4タイプ（指静脈リーダー／非接触ICカードリーダー／磁気カ
ードリーダー／テンキーリーダー）から選択でき、スタンドアロン運用に
より、ローコストで「いつ・誰が・入退室したか」の管理が可能になります。
また、LAN回線を使用し、管理パソコンにてネットワーク運用すること
により、更に詳細な設定・運用が可能となります。　
※ネットワーク運用にあたり、別途専用ソフトと専用パソコンサーバーが必要です。

◎電気錠と組み合わせることでドアの施錠、解錠を自動コントロールで
　きます。
◎管理人室、保安室、オフィスなどに置かれた PCを使って入退室、履歴
　閲覧、履歴検索、在室者情報の確認などが行える管理アプリケーショ
　ンを提供します。　

薄型コンパクトボディーの ICカードリーダーです。FeliCaやMifare
カードに対応したマルチリーダーとしてご利用可能です。シンプルな
デザインは、ドア横などに威圧感なく設置が可能です。非接触で瞬時
に認証ができます。

一人ひとり異なる指内部の静脈パターンを読み取り、本人を認証するシス
テムです。より厳格な入退室管理に最適です。また、カードレス運用で
カード管理を不要にします。

非接触 ICカードの読み取りと暗証番号入力を併用できる ICカードリー
ダーです。ネットワーク運用、スタンドアローン運用のいずれにも対応
しています。

(入室）
非接触
ICカード
リーダー

（退室）
非接触
ICカード
リーダー

指静脈リーダー 磁気カードリーダー

SCN-R5611

磁気カードの読み取りと暗証番号入力を併用できるテンキー付き磁気
カードリーダーです。

SCN-R3301

SCN-7000SCN-R3501




