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■ セコムのセキュリティサービスの強み
　セコムのセキュリティサービスの強みは、
オンライン・セキュリティシステムを一貫して
提供する体制にあります。セコムは、セン
サーなどのセキュリティ機器の研究開発から
製造、販売、セキュリティプランニング、設置
工事、24時間監視、緊急対処、メンテナン
スまで、責任を持っています。
　 研究開発の分野では、独自の研究開発
体制を構築することで、お客様の声を反映さ
せたシステムの迅速・的確な開発を可能に
しています。
　24時間監視と緊急対処の分野では、侵
入・火災などの異常の監視は、セキュリティ
機器の迅速性と正確性を活用し、緊急対処
などの判断力や対応力を必要とする部分は、
緊急対処員が担っています。特に緊急対処
では、日本全国に業界最多の緊急発進拠点
があることにより、迅速な緊急対処を可能に
しています。
　また、セコムでは、全国4カ所の研修セン
ターで、緊急対処員をはじめ、営業員、管
理担当者などが、知識や技術とともに、「セコ
ムの理念」や安全のプロフェッショナルと
しての行動規範を徹底的に習得しており、質
の高いセキュリティを実現しています。
　また、レンタル方式でセキュリティシステム
を提供することにより、お客様は初期の導入
費用を抑えることができ、さらにセコムが責
任を持ってセキュリティ機器を維持・管理す
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ることで、常に品質の高い安定したセキュリ
ティサービスを利用することができます。
　オンライン・セキュリティシステムを一貫
して提供するこの体制が、高い信頼性を実
現し、セコムのブランド力の根源となってい
ます。

■ ご契約先の経費節減に寄与する 
高付加価値システムが引き続き好調

　セコムは、事業所向けにオンライン画像 
監視システム「セコムAX」をはじめ、多機能
のオンライン・セキュリティシステムを取り揃
えています。近年は、セキュリティに加えて、 
お客 様のコスト削 減、省エネに寄 与する 
高付加価値システム「セコムLX」や「セコム
FX」が好評で、販売が好調に推移しています。
　「セコムLX」は、防犯機能と出入管理機
能を一体にしたシステムです。防犯機能は、
侵入監視、火災監視、非常通報を標準装備
し、出入管理機能はICカードをカードリー
ダーにかざすだけで入退室ができ、履歴も 
自動記録されるため、企業は個人情報など
の大切な情報を守ることができます。また、
社員証などのICカードにセキュリティカード
としての機能を付加すれば、「セコムLX」を
操作することができるので、入退室データを
勤怠関連サービスに利用することもできま
す。それにより、お客様は勤怠管理、給与
計算などの業務負担を軽減し、労務管理の
効率化やコスト削減を実現できます。

セコム・コントロールセンター

オンライン・セキュリティシステムを提供する体制

研究・開発

機器製造
IS 研究所・開発センター

セコム工業（株）

営業活動・
セキュリティプランニング

営業部門

緊急対処

ビートエンジニア
（緊急対処員）

24時間監視

セコム・コントロールセンター
機器取付工事

工事部門
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事業所向けセキュリティサービス

　「セコムFX」は、侵入・火災監視機能と設
備制御機能を一体化したシステムです。侵
入監視機能は、お客様の操作やスケジュール
設定を基に防犯センサーで監視し、火災監
視機能は火災センサーで24時間監視します。
設備制御機能は、照明、空調、看板灯、防
犯カメラなどの設備を、任意のスケジュール
に基づいて自動制御します。この設備制御機
能により、オフィスやマンションの共有部や 
コインランドリーなどの無人店舗では、照明
や空調、出入り口のシャッターの開閉などを
自動制御でき、電力使用量の抑制や光熱費
の削減が可能となります。

■ セキュリティ強化や犯罪抑止対策と
して防犯・監視ニーズが増大

　企業内での個人情報漏えいや工場での異
物混入事件が社会問題化した中で、セキュ
リティ強化を目的とした監視ニーズが高まっ
ています。セコムは、このような社会動向の
変化を捉え、次世代型防犯カメラシステム

「セコムNVRシステム」とそのオプションであ
る「セコム画像アーカイブサービス」を提案
し、幅広い施設での導入が進んでいます。
　「セコム画像アーカイブサービス」は、「セコ
ムNVRシステム」に記録された画像データを、
セコムのデータセンターで確実にお預かり 
することで、お客様側での画像の記録装置や
画像管理が不要となります。それに加え、 
カメラの故障、配線切断などの妨害行為は、
セコムが常時監視するため、お客様のセキュ
リティレベルの向上に寄与します。

「屋外高画質ＮＶＲカメラ」

画像管理の安全性・利便性を向上させる 
「セコム画像アーカイブサービス」
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立体顔画像を使った顔認証システム 
「ウォークスルー顔認証システム」

　セコムは「セコムNVRシステム」に屋外用
の「屋外高画質NVRカメラ」を加え、ライン
アップを拡充しました。防塵性・防水性に 
優れたこの防犯カメラは、赤外線の照明を 
搭載しているため暗闇での監視も可能です。
その監視対象は、駐車場や集合住宅の敷地
内、工場などの外周、太陽電池パネルなど屋
外に設置する重要物など幅広く、さまざまな
屋外の場所で活用することができます。
　セコムは、今後も独自の防犯カメラシステ
ムを提供することで、お客様のあらゆる防
犯・監視ニーズに応えていきます。

■ 立体顔画像を使った 
「ウォークスルー顔認証システム」の 
発売を開始

　セコムは、指紋照合システム「セサモID」、
オンライン画像監視システム「セコムAX」、
顔検知機能付インターホン「セキュリフェー
スインターホン」などの開発を通じて、独自の
画像処理技術のノウハウを蓄積してきました。

「ウォークスルー顔認証システム」は、その画
像処理技術と立体顔画像構成技術をベース
に開発した生体認証システムです。「ウォー
クスルー顔認証システム」は、静止せずに自
然に歩いている状態で顔を認証することがで
きます。また、カメラの画像は、通行記録と
して保存され、不審者や不審行動を過去に
遡って確認できます。さらに、出入管理シス
テムなどと組み合わせることで、通行者の認
証だけではなく、「誰が・いつ・どこで入退出
したか」の記録や管理も可能です。

オンライン・セキュリティ
システムの契約先区分
（2015年3月31日現在）

事業所家庭

金融機関 8.2%

サービス業 7.7%

小売・卸売業 4.2%

製造業 3.7%

政府機関 3.7%

その他 17.5%

住宅（集合住宅を除く） 34.4%

集合住宅 20.6%

　セコムは、今後もこれまで培ってきた画像
関 連 技 術とノウハウを活 用して、高 度な 
セキュリティを実現するサービスやシステム
の提供に努めていきます。
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家庭向けセキュリティサービス

■ 一層の普及が進む 
「セコム・ホームセキュリティ」

　「セコム・ホームセキュリティ」は、侵入・
火災・非常通報・ガス漏れ・救急通報を
24時間365日監視するサービスです。セン
サーが異常を感知すると、異常信号がセコ
ム・コントロールセンターに送信され、同セ
ンターでは、管制員が状況を確認し、最寄り
の緊急対処員に現場急行の指示を出し、必
要に応じて警察や消防に通報します。　
　セコムは、1981年に同サービスを提供開
始以来、お客様のニーズを的確に捉えながら、

「安全・安心・快適・便利」なシステムを
提供することで、2014年6月に国内ご契約
先が100万件を突破したあとも普及が進ん
でいます。
　「セコム・ホームセキュリティ」がお客様
に支持されているのは、セコムならではのセ
キュリティシステムを一貫して提供する体制
のもとで、常に高品質なセキュリティサービ
スや市場のニーズを先取りしたさまざまな付
加価値のあるサービスを提供し、お客様にご
満足いただいていることにあります。
　現在提供している「セコム・ホームセキュ
リティG-カスタム」は、セキュリティ機能だ
けではなく、暮らしを「快適・便利」にする多
彩な機能を利用することができます。具体
的には、運転免許証・パスポート・健康保
険証などの身分証明書や薬の処方箋など、

「セコム・ホームセキュリティ」を中心に、 
多彩なサービスを提供することで、 

多くのご家庭の暮らしをサポートしています。
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お客様の大切な個人情報をセコムのデータ
センターでお預かりする「データお預かり機
能」、セコムが提供しているサービスの申し
込みができる「オンライン便利機能」、ご家
族やご親戚の間で写真や伝言メモを共有で
きる「データ共有機能」、セコムと提携してい
る企業がお客様の生活に役立つ情報を提供
し、お客様が商品を購入できる「マイページ
機能」などがあり、お客様から好評を得てい
ます。
　都市化や核家族化、超高齢化が進展する
中で、ホームセキュリティの市場ニーズは拡
大しています。ご契約先は、戸建住宅、二世
帯住宅、店舗併用住宅、マンションが中心
でしたが、近年は賃貸集合住宅への導入が
増加しています。セコムは、今後も多様化す
る住環境や家族構成に合わせたサービスを
提供し、「セコム・ホームセキュリティ」をさら
に普及させていきます。

■ 毎年1月5日を 
「ホームセキュリティの日」に制定

　セコムでは、社会に「ホームセキュリティ」
という言葉が定着してきたことから、「セコ
ム・ホームセキュリティ」発売開始日の1月5
日を「ホームセキュリティの日」として日本記
念日協会に申請し、認定されました。該当
日には、ご家庭で「安全・安心」を見直す日
にしてほしいという願いが込められています。

セコムは、高品質な「セコム・ホームセ
キュリティ」のさらなる普及を通じて、「安全・
安心・快適・便利」な暮らしの実現に取り
組むとともに、常に世の中に先駆けた新しい
サービスやシステムの創出に挑戦していき 
ます。

■ 自治体・法人向けに 
「セコム・マイドクタープラス」を提供

　「セコム・ホームセキュリティ」のオプション
としてセコムが提供しているのが、救急と介
護を一体化した高齢者向け救急時対応サー
ビス「セコム・マイドクタープラス」です。
　「セコム・マイドクタープラス」は、携帯電
話・GPS機能・通報機能を備えた専用端
末を使用し、いつでも・どこでもセコムに救
急信号を送信することができます。セコムの
管制員は、電話でお客様の状況を確認し、
要請があれば緊急対処員を急行させます。 高齢者向け救急時対応サービス

「セコム・マイドクタープラス」

「セコム・ホームセキュリティ Ｇ-カスタム」

お客様が商品を購入できる 
「マイページ機能」
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家庭向けセキュリティサービス

看護師に相談したいという要請があれば、 
「セコム・メディカルサポートセンター」と電
話で健康相談ができます。救急車の要請が 
あれば、管制員が消防署に通報し、データ
センターでお預かりしているお客様の救急情
報を専用端末に送信することで、救急隊員
や医療機関にその情報を提供することがで
きます。
　「セコム・マイドクタープラス」は、自治体
や法人向けにも需要が広がっており、長野
県の地方自治体では、独居高齢者向けの見
守りシステムとして採用されています。利用
者の持病や服用中の薬、かかりつけ医の連
絡先などをセコムがお預かりし、救急隊員や
医療機関へ必要な情報を提供することで、
迅速な対応が行えるようにしています。

法人向けでは、団地の空き住戸を活用し
たサービス付き高齢者向け住宅で、生活支
援サービスのひとつとして「セコム・マイドク
タープラス」が採用され、生活コーディネー
ターが専用端末で居住者の安否確認を行っ
ています。

「セコム・ホームセキュリティ」では 
「セコム・メディカルサポートセンター」の看護師による健康相談も提供

万一の際に駆け付けるセコムの緊急対処員
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AED使用スキルの管理と 
講習を組み合わせた 

「セコムAEDスキルアップサービス」

屋外用携帯緊急通報システム 
「ココセコム」

その他のセキュリティサービス

「ココセコム」（位置検索 + 現場急行サービス）

ココセコム
オペレーション
センター

セコム・
緊急発進拠点 警察・救急

状況に応じて通報

GPS衛星

位置検索要請
（電話・

インターネット）
ココセコム本体
装着車両

ココセコム本体
携帯者

お客様の要請に
基づき急行

携帯電話基地局携帯電話基地局

位置情報提供

ご契約者ご契約者

■ 高齢者の徘徊対策に有効な 
「ココセコム」の利用が地方自治体に拡大

　屋外用携帯緊急通報システム「ココセコ
ム」は、GPS衛星と携帯電話基地局の電波
を活用して、専用端末を携帯している人や 
装着している物の位置を、高精度で特定する
ことができます。発売当初は、子どもの連れ
去り防止、自動車やオートバイの盗難防止
などに利用されていましたが、その有効性が
高く評価され、現在では所持品の紛失対策、
建設機械やATMなどの盗難対策、タクシー
やバスの運行管理と、利用形態が拡大して
います。
　「ココセコム」は、認知症の高齢者の徘徊・
行方不明対策にも活用され、この分野での
普及も拡大しています。助成制度を設けて、
徘徊する高齢者のご家族に「ココセコム」の
専用端末を貸与している地方自治体も増加
しています。セコムは、超高齢社会において
認知症の高齢者の徘徊・行方不明対策に
役立つ「ココセコム」を、自治体や官公庁、介
護施設などに対象を拡充し提案しています。

■ 「セコムAEDスキルアップサービス」の
提供を開始

　AED（自動体外式除細動器）は、心停止
に陥った人を電気ショックで蘇生させる医療
機器です。その設置先は、駅や空港、公園な
どの公共施設をはじめ、学校や大型ショッ
ピングセンターまで拡大しており、セコムは、

AED機器一式をレンタルで貸し出す「セコム
AEDパッケージサービス」、機器の異常や
消耗品の交換もれを24時間オンラインで監
視する「セコムAEDオンライン管理サービス」
を提供しています。そして、今回、AEDの使
用法が分からず活用できないという課題を
解消するため、 “備える”だけではなく、“有
効に使える人を増やす”ことを目的に「セコ
ムAEDスキルアップサービス」を開始しまし
た。同サービスは、ウェブやセコム担当者の
訪問による講習を通じて、AEDの使用方法
や技能の向上を支援しています。セコムは、
同サービスの普及を加速し “AEDがいつで
も誰でも使える社会”の実現をめざしていき
ます。

「ココセコム」の利用が地方自治体に拡大。
「AEDを使える人」を増やす「セコムAEDスキルアップサービス」

を提案しています。
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タイセコムピタキイの緊急対処員

ミャンマーセコムの緊急対処員

セコムマレーシアの 
コントロールセンター

■ 12の国と地域で 
高品質なセキュリティサービスを提供

　セコムは、1978年の台湾進出を皮切り
に、現在12の国と地域でセキュリティサービ
ス事業を展開しています。セコムのセキュリ
ティサービス事業の海外展開の特徴は、「セ
コム方式」の緊急対処サービス付オンライ
ン・セキュリティシステムを、進出先の国や
地域の状況に合わせカスタマイズしていると
ころにあります。海外でも国内と同様にセコ
ムが事業運営に責任を持ち、「セコムブラン
ド」の高品質なサービスを提供しています。
それが海外のお客様からも高く評価されて、
利用が拡大しています。

■ 経済発展が続く東南アジアで 
積極的に事業を展開

　堅調に経済成長を続ける東南アジアで、
多くの日系企業や地元企業などのセキュリ
ティサービスに対する需要が伸長する中、
セコムは積極的に事業を拡大しています。
　タイでは、経済発展に伴いタイセコムピタ
キイの契約件数が順調に伸びています。企
業や政府機関などにオンライン・セキュリ
ティシステムを提供し、医療機関へも安全商
品などを納入しています。

　マレーシアでは、セコムマレーシアがオン
ライン・セキュリティシステムと常駐警備を
組み合わせたオーダーメイドのセキュリティ
システムを提供しています。大手ドラッグ 
ストアチェーンでセキュリティシステムが導入
されるなど、市場ニーズを捉えた提案が高
く評価されています。
　シンガポールでは、セコムシンガポールが
オンライン・セキュリティシステムや防災シス
テムに加えて、貸金庫の提供などのサービス
を付加した事業を展開しています。
　インドネシアでは、セコムインドネシアが首
都ジャカルタと同国第2の都市スラバヤを中
心に、オンライン・セキュリティシステムや常
駐警備などを提供し、事業が拡大していま
す。同社は、企業活動を妨げる内部犯行を
防止するためのコンサルティングサービスも
提供しており、各企業から高い評価を得てい
ます。
　ベトナムでは、セコムベトナムセキュリティ
サービスが日系企業などのセキュリティニー
ズに対応して、オンライン・セキュリティシス
テムの普及に取り組み、事業拡大に注力して
います。
　ミャンマーでは、ミャンマーセコムが同国
最大都市のヤンゴンで、ミャンマー初のオン
ライン・セキュリティシステムの提供を開始
しました。ミャンマーには多くの日系企業や
外資系企業が進出しており、今後も各企業
にオンライン・セキュリティシステムを積極
的に提案していきます。

海外でのセキュリティサービス

「セコム方式」の緊急対処サービス付 
オンライン・セキュリティシステムは、 

海外のお客様からも信頼を得て、利用が拡大しています。
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■ セキュリティ事業を 
    展開する国・地域

■ 各進出先でも一層の普及に取り組む
台湾では、中興保全股份有限公司が証券

取引所に株式を上場する企業として、オン
ライン・セキュリティシステムを中心とした幅
広いセキュリティサービスを提供しています。
中興保全は、住宅や小規模店舗向けに、無
線式アラームシステムを発売しました。また、
国家研究院地震工程研究センターと協働で

「地震速報システム」を開発・提供し、より
「安全・安心」な社会の実現に向けて活動し
ています。
　韓国では、エスワンが韓国の証券取引
所に株式を上場する企業として、オンライ
ン・セキュリティシステムだけではなく、
多様なニーズに応える「安全・安心・快
適・便利」なサービスを提供しています。
2014年１月に参入したビルディングソ
リューション事業は、事業基盤を強化し
ています。また、ソウル市と社会貢献事
業協約を締結して、福祉施設への支援を
行い、社会貢献活動でも社会の「安全・安
心」の実現を支援しています。
　 中 国では、セコム独 自のオンライン・ 
セキュリティシステムを提供しており、19都
市でセキュリティサービスネットワークを構築
しています。これらの都市ではセキュリティ
ニーズがさらに高まっており、セコムはお客様
のニーズに合致した高品質なセキュリティ
サービスを提供することにより、一層の事業
拡大をめざしています。

　オーストラリアでは、セコムオーストラリア
が長年にわたって大手金融機関や政府機関
にサービスを提供してきた実績が高く評価さ
れて、同国の軍事施設にセキュリティシステ
ムを導入しました。また、同国大手メディア
企業や衣料小売チェーンからも契約を取得
するなど、ご契約先を着実に拡大しています。
　ニュージーランドでは、セコムガードオー
ルNZが、グローバルに事業を展開している
複数の大手金融機関に保守点検やオンライ
ン・セキュリティシステムによる監視サービス
を提供しています。
　英国では、セコムPLCが高品質なセキュ
リティサービスを提供し、英国第３位のセキュ
リティ会社に成長しています。そのサービス
品質は高く評価されており、新たに大手金融
機関の全支店、ATMなどへ、オンライン・セ
キュリティシステムの提供を開始しました。
　セコムは、「安全・安心・快適・便利」な
社会を求めるのは世界共通であるという認識
のもとに、今後も新たな進出先の開拓に取り
組んでいきます。

SECO
M

 Today

エスワンのコントロールセンター

中興保全の緊急対処員



SECOM  Annual Report 201524

防災

■ 国内外に高品質な防災システムを納入
セコムの防災事業は、国内防災業界大手

である能美防災とニッタンが担い、自動火災
報知設備や消火設備などの各種防災システ
ムを提供しています。両社は、防災システムの
研究開発から、企画、設計、機器の製造、施
工、メンテナンスまで一貫して提供する体制の
もとで、国内外に高品質な防災システムを納
入しています。

■ 「リング型表示灯付発信機」、 
「地図式進PⅢシステム」を発売

　能美防災は、オフィスビル、プラント、トン
ネル、文化財、船舶、住宅などに高品質な
防災システムを提供しています。同社では、
火災の発生を手で押して知らせる発信機と、
発信機の場所を示す表示灯を一体化し、 
壁から突出しないデザインにした「リング型
表示灯付発信機」を発売しました。グッド
デザイン金賞を受賞した同製品は、壁面か
らの突出部に対する衝突による破損や、建物
の美観を損ねる課題を解消した点が建設市
場で好評を得て、受注が拡大しています。
　また、火災報知設備のリニューアル需要に
応え、火災時に部屋番号を表示する機能や、
地図表示で警報箇所が特定できるなど利便
性を高めた、自動試験機能付P型自動火災
報知システム「地図式進PⅢシステム」も販
売開始し、ホテルや病院、マンションなどを
対象にさらなる普及に取り組んでいます。

■ タイで自動消火設備と 
セキュリティの一体提供を開始

　経済成長が著しい東南アジア諸国では、
防災インフラとして、企業のサーバールームや

電気室などへの初期消火設備の導入ニーズ
が高まっています。能美防災は、タイセコムピ
タキイと連携して、窒素ガスによる自動消火
設備やセキュリティサービスの拡販に注力し
ています。また、シンガポールに駐在員事務
所を開設し、東南アジアでの事業拠点の整備
を図っています。

■ 防災の広範なニーズに応える 
ソリューション・ビジネスを展開

　ニッタンは、多様化するお客様のニーズに
対応し、防災システムを設置したお客様や保
守点検のご契約先に、さらなる最適化を図
るべく提案営業を行い、各種防災システムに
対するリニューアルの受注を推進しています。
また、防災システムの開発から生産に至るま
でコスト管理の徹底を図ると同時に、マーケ
ティング施策を強化することで、ビジネスの
成長をめざしています。
　今後もニッタンでは、防災の広範なニーズ
に応えるべく、防災訓練や備蓄品のアドバイ
スなど防災に関するソリューション業務の提
供も行い、競争力の強化を図っていきます。

■ 海外事業が好調に推移
　ニッタンは、スウェーデンで船舶用火災
感知器の販売が堅調に推移し、東南アジア
市場向けには新商品を投入して受注拡大
を図っています。また、東南アジアでの販路
を拡大するために、セコムのインドネシアや
タイ、ベトナムのセキュリティ会社と協業し
て、セキュリティのご契約先企業に自動火災
報知設備や消火設備の営業を開始します。
英国では、セコムPLCとの協業により、火災
感知器などの販売が堅調に推移しています。

「地図式進ＰⅢシステム」（能美防災）

トンネルの水噴霧設備（能美防災）

ショールームでの商談（ニッタン）

防災システムを一貫して提供する体制のもとで、 
国内外の市場ニーズを捉えた高品質な 

「安全・安心」を提供しています。



在宅医療サービス

薬剤提供サービス
（セコム薬局）

訪問看護サービス 
（セコム訪問看護
ステーション）

診療
薬剤提供・訪問服薬指導

処方箋

処方箋

訪問看護

看護報告

相談サービス

連携連携

相談サービス

医師の指示

医療機関

患者

SECOM  Annual Report 2015 25

メディカルサービス

■ 新しいかたちの介護付有料老人ホーム
「アライブ品川大井」を開設
セコムは、厚生労働省が推進する「地域

包括ケアシステム」の構想を背景に、10カ所
目の介護付有料老人ホーム「アライブ品川
大井」を開設しました。同施設では、地域の
総合病院と連携し、日々の健康管理から訪
問診療、救急医療まで、医療を継続して受け
られるような環境を提供します。さらに、地
域の百貨店循環バスの停留所を設置したり、
地域包括支援センターとも連携することで、
入居者が地域とのつながりを維持しながら、

「安全・安心」に生活を送れるよう支援しま
す。セコムは、今後も高齢者医療・介護の
経験を活かして、入居者がより豊かな生活を
過ごせる介護付有料老人ホームをめざし運
営していきます。

■ 「KENKOフレックス・コーポレート会員」
を発売

　セコムは、医療法人社団あんしん会「四
谷メディカルキューブ」と提携し、2005年か
ら会員制の「セコム健康くらぶKENKO」を
運営しています。「利用権」をご購入の企業
経営者などを対象にした法人向け健康管理
サービス「KENKOフレックス・コーポレー
ト会員」は、企業の経営者には「四谷メディ
カルキューブ」の高精度な人間ドックを、そし
て従業員全員に対しては健康・医療に関す
る24時間対応の電話相談サービスを提供
します。セコムは、高付加価値で高品質なメ
ディカルサービスの提供をしていきます。

■ 病院経営と医療の質の向上に貢献する
「セコム・スマッシュ」の提供を開始

　「セコム・スマッシュ」は、病院の診療実績
データの分析とコンサルティングを提供する
病院マネジメント支援サービスです。同サー
ビスは、セコム独自の分析手法を用い、診療
科ごとの収支や患者数、入院日数の推移な
ど病院の診療実績を分析し、その分析デー
タはセコムのデータセンターで厳重に管理さ
れ、クラウド方式でお客様へ提供されます。
また、病院運営業務のプロによるコンサル
ティングも提供します。「セコム・スマッシュ」
の導入により医療機関は、経営の効率化や
医療の質の向上を図ることができ、国民医
療費の抑制に貢献することも期待できます。

「アライブ品川大井」

「セコム健康くらぶKENKO」の人間ドック

病院マネジメント支援サービス
「セコム・スマッシュ」
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超高齢社会のニーズに応え、新しいかたちの 
介護付有料老人ホームなどを提供しています。
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保険

■「セコム安心マイホーム保険」の 
 契約数が好調に推移
　セコムが損害保険事業を始めたのは、犯
罪や火災を未然に防ぐセキュリティサービス
の「事前の備え」と、万が一被害に遭った時
にそれを補償する損害保険を提供して、初め
て真に「安全・安心」を提供したことになる
と考えたからです。
　家庭総合保険「セコム安心マイホーム保
険」では、火災リスクが軽減されるオンライ
ン・セキュリティシステムをご利用のお客様、
およびオール電化や耐火性能が高い住宅に
お住まいのお客様を対象に、保険料を割引
きます。さらに、お客様はご希望の補償範囲
に応じてプランを選択でき、特約（オプショ
ン補償）もお客様のニーズに合わせて自由に
選択できるので、必要な補償に絞った保険
契約が可能です。「セコム安心マイホーム保
険」は、ホームセキュリティの普及とともに契
約数が好調に推移しており、今後もさらなる
拡販に取り組んでいきます。なお、企業向け
には、オンライン・セキュリティシステムを導
入している企業を対象に、「火災保険セキュリ
ティ割引」を販売しています。

■ がん治療費の実額を補償する 
「自由診療保険メディコム」

　「自由診療保険メディコム」は、健康保険
の自己負担分はもちろん、治療費が全額自
己負担になる自由診療や先進医療も含めて、
がん治療にかかった入院費を全額補償する
がん保険です。また、がんと診断されると一
時金100万円をお支払いし、通院治療費は
5年ごとに1,000万円まで補償します。この
保険に加入することにより、お客様は経済的
な負担を気にすることなく、がんの治療に専
念できます。近年、がんに対して先進医療が
盛んに行われるようになっており、高額な医
療費がかかる先進医療を経済的な負担を気
にしないで受けることができる「自由診療保
険メディコム」は、改めて注目されています。

■ 緊急対処員がサポートする 
「セコム安心マイカー保険」

　「セコム安心マイカー保険」は、事故を起こ
したお客様の要請に基づいて、24時間365
日、セコムの緊急対処員が事故現場に駆け
つけ、お客様をサポートします。
　セコムは、銀行窓口やインターネットを通
じて、セコムならではの保険の販売促進に努
めています。また、お客様へのご提案用にタ
ブレット端末を導入して、販売活動の支援強
化を図っています。

セコム損害保険（株）本社ビル

セコム損害保険のコールセンター

「セコム安心マイカー保険」の 
現場急行サービス

グループの総合力を生かし、火災・医療・自動車分野で 
セコムならではの保険を販売しています。
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地理情報サービス

■民間および官公庁・自治体の 
　業務効率化を支援
　（株）パスコは、人工衛星・航空機・車
両・船舶など、あらゆる視点からの空間情
報を収集して、加工・処理・解析した空間
情報サービスを提供しています。
　民間企業向けには、エリアマーケティング、
ロジスティックス、企業防災の各分野にお
けるクラウドサービスの提案に注力していま
す。また、官公庁・自治体のお客様向けに
は、専門性の高い空間情報サービスを提供
しています。なかでも自治体業務の支援
においては情報の秘匿性とセキュリティを担
保した総合行政ネットワーク（LGWAN）上
でのサービス提供のほか、クラウド環境での
情報公開サービスの活用を推進しています。
今後も、事業基盤を増強しつつ、地方創生、
財政の健全化に向けて自治体が保有する各
種固定資産の状況把握、統合・一括管理、
さらにコストの最適化と利便性の向上に向け
た施設管理を支援し、安定的な成長に取り
組んでいきます。

■ 災害リスク情報サービス 
「DR-Info」の販売を開始

　自然災害のリスク情報を提供するサービス
「DR-Info」は、パスコがこれまでに培った
空間情報の技術やノウハウを駆使した新しい
クラウドサービスです。同サービスは、パス
コが独自に収集した情報を地図上に集約し、
お客様が必要とする情報を抽出して、さまざ
まなシミュレーションを行います。具体的に
は、鉄道・道路の規制情報などを集約、気

象庁から提供される降水量や風速などの気
象予測情報と合わせて評価することで、通行
止めや運行見合わせなどの被害を6時間先
まで予測し、企業などのお客様に電子メール
で通知します。
　日本では、局地的な大雨による道路の冠
水や土砂崩れなどの被害が増えており、企業
の防災意識が高まっています。「DR-Info」は、
メーカーや商社など民間企業への導入実績
が官公庁からも注目されており、今後もさま
ざまな業種に積極的に提案していきます。

■ 衛星事業の空間情報収集能力を 
強化・拡充

　パスコは、衛星事業の拡充を図るために、
航空・宇宙防衛関連企業からジオ・インテ
リジェンス製品の日本総代理店権とともに、
地球観測衛星「SPOT6&7」の撮影データ
の受信権を取得し、運用中の取り扱い人工
衛星は25基となりました。パスコは、今後も
事業基盤の拡充により、空間情報収集能力
を強化していきます。

■ 最先端技術で事業の新領域を開拓
　パスコは、移動計測車両（モービルマッピ
ングシステム）で収集した高精度な三次元空
間情報を活用し、ADAS（先進運転支援シ
ステム）に有用な高精度道路基盤情報の研
究開発を進めています。ブレーキ制御や車
線維持、エコドライブなど、自動車のさまざ
まな先進技術の性能向上に貢献する高精度
かつコンパクトな道路基盤情報の構築など
を通じて、事業領域を開拓していきます。

地球観測衛星「ＳＰＯＴ６＆７」 
©Airbus Defence and Space

あらゆる視点から空間情報を収集し、解析・加工技術の強み 
を生かして、安心で豊かな社会の構築に貢献しています。

ADASへの活用が検討されている
高精度な道路基盤情報

災害リスク情報サービス「DR-Info」
※ 本サービスはGoogleマップを使用し

ています。Google、Googleマップ
はGoogle Inc.の登録商標です。
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情報通信

■ 国内最大級の危機管理サービス 
「セコム安否確認サービス」と 
連動する充実のサービス

　昨今、地震や集中豪雨などの自然災害が
頻発し、BCPの見直しを行う企業が増加し
ています。セコムは、このような自然災害時
の備えとして、企業の社員やそのご家族の安
否を確認する「セコム安否確認サービス」を
提供しており、国内最大級の危機管理サー
ビスとなっています。
　また、「セコム安否確認サービス」と連動し
て、事業の継続・再開に必要な人員の迅速
な手配を支援する「セコム非常呼集サービ
ス」や、特別警報、避難指示、ツイッターなど
のSNS情報、セコム独自のビッグデータを、
収集・分析し、災害発生時に必要な情報を
提供する「リアルタイム災害情報サービス」 
など、お客様の事業継続のニーズに的確に 
お応えすることで、高い評価を得ています。

■「セコム・プレミアムネット」 
 個人向けの拡充に加え、 
 オンライントレード機能にも対応
　ネットバンキングにおける不正送金の被害
が過去最悪を記録するなど、社会問題化して
いることに対応して、セコムは不正送金を防止
する「セコム・プレミアムネット」を金融機関
を通じてネットバンキングをご利用の法人
に提供しています。さらに個人向けサービス 

「セコム・プレミアムネット（個人）」の提供も
開始しました。同サービスは、セコムが開発
した専用端末（USB）をパソコンに接続して起
動させることで、金融機関の正規サイト以外
にはつながらず、フィッシング詐欺の防止や、

通信の暗号化により、ネットバンキングを安全
に利用することができます。パソコンがコン
ピュータ・ウイルスに感染しても、このUSB
はデータの書き込みができないため、ウイルス
に感染する心配がなく、安全な送金が可能で
す。法人向けサービスは銀行での採用が進ん
でおり、個人向けサービスも証券オンライント
レードに利用範囲を拡充し、お客様から好評
を得ています。
　セコムは、今後もより「安全・安心」なイン
ターネット社会の実現に貢献していきます。

■ 取締役会議事録を電子化する、国内
初の「セコム議事録電子化サービス」の
提供を開始

　セコムは、「セキュアデータセンター」を活
用して給与明細や請求書などの電子化を支
援する「セコムあんしんエコ文書サービス」
を提供しており、お客様の情報セキュリティ
の向上、業務の効率化やコスト削減を実現
することで、企業の競争力強化に貢献して
います。
　今回、提供を開始した「セコム議事録電
子化サービス」は、業務効率化と情報漏え
い対策に有効なクラウドサービスです。同
サービスは、これまで取締役会議事録を紙
で持ち回りしていた運用を、専用Webサイ
トにアップロードした議事録に取締役およ
び監査役が電子署名するだけの簡単な手
続きに改めることができます。会社法にも準
拠しており、電子化された議事録を10年間
保管することや、役員変更のオンライン登記
申請も可能です。

「セコムあんしん情報センター」

「セキュアデータセンター」

不正送金被害を防止する 
「セコム・プレミアムネット」

データセンターを中核に 
大規模災害対策や情報セキュリティ、クラウドサービスを提供し、 

幅広い「安全・安心」ニーズに応えています。
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■「セコムあんしんマイナンバーサービス」 
 の提供を開始
　セコムは、2015年10月から始まる「マイ
ナンバー社会保障・税番号制度」に対応し、
社員個人のマイナンバーを安全に収集・保
管する機能と、必要な時に安全に使用できる
機能を持つ「セコムあんしんマイナンバーサー
ビス」の提供を開始しました。
　お預かりしたマイナンバーは、セコムの 

「セキュアデータセンター」内の独立した専用

区域に格納し、専用の「セキュアオペレーショ
ンルーム」を設けて、物理面・運用面でも24
時間365日厳格に管理します。企業がマイナ
ンバーを使用する際には、IDやパスワードに
加え、電子証明書で使用端末を特定し、使
用履歴の保管など、アクセス管理も可能です。
さらに、お客様の施設に応じた、防犯カメラ
や出入管理システムなどの物理面でのセキュ
リティも提案しています。

不動産・その他

■ 「安全・安心」な
　 セコムならではのマンションを提供
　セコムは、「安全・安心」と「信頼」をコンセ
プトにした、セコムならではの高品質な「グ
ローリオ」マンションシリーズを開発・販売し
ています。
　当期は、東京都内で「グローリオ豊島園」

「グローリオ高円寺」「グローリオ永福町和
泉」などの販売を開始しました。その専有部
には最新のマンションセキュリティシステム

「セコムMS-4」、共有部には非常通報画像
監視システム「セコムIX」を標準装備、地震
対策としては「耐震等級2」を取得、さらに、
入居者の「お困りごと」に24時間365日対
応する電話相談サービス「グローリオ・サ
ポート24」も提供し、「安全・安心」な住まい
を実現しています。
　セコムは、これからも“ALL SECOM”の
力を結集して、「安全・安心」で心やすらぐマ
ンションを提供していきます。

■ 「セコム海外赴任者パッケージ」の 
 提供を開始

　現在、日本国外に在留する日本人の総数
は約129万人で、その数は増加傾向にあり
ます。企業の海外転勤は、辞令を受けてか
ら短期間で勤務先での引継ぎや社内手続き
に加え、海外への引越しに伴う準備が生じま
す。セコムでは、海外赴任者の抱える「お困
りごと」を解決するために、「セコム海外赴任
者パッケージ」の提供を開始しました。本
サービスは、赴任中のご自宅のセキュリティ
対策や賃貸運営、自家用車の売却、保険の
手続き、日本に残る親御さんの見守りまで、
セコムが窓口となり “ALL SECOM”でサポー
トします。
　また、「セコム・ホームセキュリティ」のお
客様向けに提供している生活支援サービス

「セコム・ホームサービス」のサービスメ
ニューに、「長期不在宅サービス」を加えまし
た。これは、海外赴任中のご自宅の管理な
どを支援するサービスです。セコムは、海外
派遣者を多く抱える企業や海外赴任・出張
者を多く扱う旅行代理店などに、これらの
サービスを積極的に提案しています。

「グローリオ豊島園」外観図

海外赴任中のご自宅の管理を支援する 
「長期不在宅サービス」

高度なセキュリティと地震対策を強化した高品質マンションを販売。
海外赴任者の「困りごと」を解決して生活を支援するサービスも提供。
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