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事業所向けセキュリティサービス
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高付加価値システム「セコムLX」 
「セコムFX」の普及を推進
　セコムは、オンライン・セキュリティ
システムの幅広いラインアップで、大規
模建物からオフィス・店舗向けまで、セ
キュリティレベルや設備制御などのさま
ざまなニーズに応え、サービスの充実を
図っています。
　画像認識技術を搭載したオンライン
画像監視システム「セコムAX」は、異
常時のご契約先の状況をセコムのコン
トロールセンターの管制員が画像と音
声で確認できるため、より迅速な緊急
対処が可能になります。「セコムAX」

は映像にあらわれた変化が、光や影、
または小動物か、あるいは人間による
ものかを瞬時に判断し、人間だけを異
常として感知します。このような機能も
含めて、システムをさらに高精度なもの
にするために、研究開発を継続してい
ます。セコムは、「セコムAX」の一層の
普及に取り組んでいきます。
　2005年の個人情報保護法の施行
以来、企業内から重要な情報が流出す
るのを防ぐために、出入管理システムを
導入する企業が増えています。そのよう
なニーズに応えて、オフィス・中小規模
の店舗向けに、出入管理を一体化した

オンライン・セキュリティシステム「セコ
ムLX」を提供しています。「セコムLX」
は、侵入・火災などの異常を24時間
監視するとともに、施設内の入退室を
管理することで、出退勤管理だけでなく
データ管理や情報漏えいの防止などに
も役立っています。
　安全管理・設備自動制御システム

「セコムFX」は、侵入・火災監視に加
えて、設備を制御することができます。
出入口シャッターの開閉や照明・空調
の制御などを自動で行うことで、省電
力化を実現します。たとえば、小規模
のオフィスでは、社員の出社・退社時

セキュリティレベルや設備制御などのさまざまな事業所のニーズに応え、 
サービスの拡充を図っています。

セコム・コントロールセンター
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事業所向けセキュリティサービス

セントラライズドシステムの
契約先区分

（2013年3月31日現在）

事業所家庭

サービス業 10.8%
小売・卸売業 6.3%
金融機関 6.3%
製造業 5.4%
政府機関 4.7%
その他 23.9%
家庭 42.6%

はもちろん昼休みなどのスケジュールに
合わせて照明・空調を自動制御するこ
とで、光熱費などを削減し、エネルギー
の節約にも貢献します。
　セコムは、セキュリティだけではなく、
ご契約先のコスト削減や効率化、省エ
ネも実現する高付加価値システムの「セ
コムLX」と「セコムFX」の普及を今後
も推進していきます。

民間防犯用としては世界初、近未来
型の小型飛行監視ロボットを開発
　セコムは、監視ロボットの開発に取り
組んでおり、屋外巡回監視ロボット「セ
コムロボットX」を提供しています。そ
の第２弾として開発に成功したのが、民
間防犯用では世界初となる自律型の小
型飛行監視ロボットです。

　この小型飛行監視ロボットは、「セコ
ムAX」などで培った画像処理技術や
画像分析技術、移動しながら周囲の
状況を把握する「セコムロボットX」や
屋外侵入監視センサー「レーザーセン
サー」で培ったセンシング技術、人物や
車両などを追跡する追跡技術などを駆
使して開発しました。
　小型飛行監視ロボットとオンライン・
セキュリティシステムを組み合わせるこ
とにより、異常が発生したときに、小型
飛行監視ロボットが侵入者や侵入車両
の近くまで自律飛行し、最適な方向か
ら撮影した鮮明な画像をセコムにリア
ルタイムで送信することで、より迅速な
対応が可能になります。また、セキュリ
ティ対象エリア内を自律飛行して侵入
者などに接近し追跡するため、監視カ

メラが設置されていない場所でも、侵
入者や侵入車両を撮影することができ
ます。
　今後は、セキュリティの技術、データ
センターと情報セキュリティの技術、パ
スコの空間情報の処理・解析技術など
の最新技術を駆使して、小型飛行監視
ロボットの実用化をめざします。セコム
はこれからも独創的なシステムやサービ
スを、社会に提案し続けていきます。

セコムの技術を活用した自律型の
小型飛行監視ロボット

自律飛行で不審者に接近が可能
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セコム工業新本社工場が竣工
　セコム工業は、セコムがセキュリティ
システムを一貫して提供するための生
産部門として、研究開発部門で生み出
されたセキュリティシステムを構成する
機器の製造を行っています。同社では、
独自の生産方式によって多品種生産
を行い、お客様のニーズと環境にも配
慮した高品質なセキュリティ機器を提
供し、品質/環境マネジメントシステム
ISO9001/14001も取得しています。
　本社工場は、2011年3月に発生し
た東日本大震災で被災した後、分散操
業しながら復旧工事を進めてきました
が、2012年11月に新工場が竣工しま
した。“自然と調和した最先端工場”を
コンセプトに、「環境」（環境に配慮した
工場）、「高品質」（生産効率が高く機能

的な工場）、「安全」（災害に強い工場）
の３つのテーマのもとに設計され、建物
の随所にさまざまな工夫が凝らされて
います。
　また、機器の信頼性を検査する試験
エリアや生産エリアを拡充し、最新鋭
の設備を導入したことにより、さらに品
質の高いセキュリティ機器の製造が可
能になりました。同工場は、セコムの生
産拠点の中枢として高品質で信頼性の
高い機器を製造することで、今後も生
産の分野からお客様満足度を向上させ
ていきます。

セントラライズドシステム

セコム・
緊急発進拠点

1

2 

必要に応じて通報

3 

警察

消防

ガス会社

フラッシュライト
異常が発生すると点滅し、周囲

に異常を知らせると
ともに、緊急対処員
が駆けつける際の
目印になります。

セコムステッカー
ご契約先には、安心の目印として

セコムステッカーを
お貼りしています。

ご契約先

セコム・
コントロール
センター

異常信号送信
（電話回線）

急行を指示

緊急対処
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セコム工業の新本社工場
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家庭向けセキュリティサービス

さらに多機能になった「セコム・
ホームセキュリティG-カスタム」を
拡販
　「セコム・ホームセキュリティ」は、住
宅に設置したセキュリティ機器が侵入・
火災・ガス漏れ・非常通報・救急通
報を24時間365日監視し、センサーが
異常を感知すると、異常信号をセコム・
コントロールセンターへ送信する仕組
みです。セコム・コントロールセンター
では、管制員が状況を確認して、緊急
対処員に指示を出し、必要に応じて警
察や消防にも通報します。

　このホームセキュリティに、暮らしに
役立つ「快適・便利」を加えたサービス
が「セコム・ホームセキュリティG‐カス
タム」です。
　その機能には、東日本大震災の教訓
から生まれた、運転免許証・パスポー
ト・健康保険証などの身分証明書、服
薬中の薬の処方箋など、お客様の大切
な個人情報を、セコムの「セキュアデー
タセンター」でお預かりする「データ 
お預かり機能」が挙げられます。また、
セコムのサービスや商品を利用できる

「オンライン便利機能」、「セコム・ホー

ムセキュリティ G‐カスタム」間でメッ
セージを送ることができる「伝言メモ機
能」、伝言メモやセコムに預けた写真な
どを共有できる「データ共有機能」など
があります。
　また新たに加わった「マイページ機
能」では、セコムと提携した企業が提供
するお客様の生活に役立つ情報を受け
取ったり、商品を購入することが可能で
す。提携企業は多岐にわたり、「セコム・
ホームセキュリティG‐カスタム」は、お
客様の生活により密着した身近なサー
ビスへと進化しました。

「セコム・ホームセキュリティG-カスタム」を中心に、世帯構成の変化を捉え、 
より「安全・安心」で「快適・便利」な暮らしをサポートしています。
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超高齢社会に対応した「セコム・
マイドクタープラス」を全国一斉に
サービス開始
　独居高齢者や高齢者のみの世帯が
増加している日本社会で、医療や介護
に不安を抱える方々を対象により「安
全・安心」で「快適・便利」なサービス
を目指し開発・発売したのが、ご自宅
内と屋外に対応し、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。
　このサービスは、携帯電話・GPS 
機能・救急通報機能を備えた携帯型
の専用端末を使用し、いつでも・どこ
でも救急信号をセコムに送信すること
ができ、ご要請があれば転倒対応の訓
練を受けた緊急対処員が現場に急行

します。このサービスには、「セコム・
ホームセキュリティ」をご利用のお客様
が救急時に通報ボタンを押すだけでセ
コムに救急信号を発信できる「マイドク
ター」や「ココセコム」で培った位置情
報提供サービス、地理情報サービスの
ノウハウが活かされています。
　本サービスの提供にあたり緊急対処
員は、転倒対応の訓練を重ね、お客様
が車椅子やベッドから転落した時など
にも対応できます。
　さらに、お客様の持病や服薬中のお
薬、ご家族やかかりつけ医の連絡先な
どを記載した救急情報をお預かりしま
す。119番通報した際は、その情報を
専用端末に送信し、救急隊員や医療
機関への情報提供に努めます。

高齢者向けの救急時対応サービス
「セコム・マイドクタープラス」

　また、いつでもセコムナースセンター
の看護師に電話健康相談をしていただ
くことができます。
　さらに、専門的な介護が必要な場合
は、あらかじめお客様がご契約してい
る介護事業会社にセコムが訪問を要
請することで、必要な介護サービスを
受けていただくことも可能です。

高齢者の方々の暮らしを見守る
サービスを提供
　セコムは、超高齢社会のニーズに応
え、「セコム・ホームセキュリティ」をご
利用のお客様に、暮らしを見守るサー
ビスも提供しています。
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タッチパネルで簡単に操作ができる
「セコム・ホームセキュリティ G‐ カスタム」

「セコム・ホームセキュリティ G‐カスタム」は
より「安全・安心」で「快適・便利」なサービスへ
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家庭向けセキュリティサービス

　「セコム高齢者見守りサービス」は、
セキュリティ、生活支援を行う「セコム・
ホームサービス」、メディカルのサービ
スを組み合わせて、一人暮らしの高齢
者のご家族や要支援・要介護の認定
を受けるご家族の安心な暮らしを支援
しています。
　「セコム・ホームセキュリティ」のオ
プションサービスである「お元気コール
サービス」は、セコムの担当者がお客
様に電話をして、健康状態などを確認
し、離れて暮らすご家族などに電子メー
ルで報告します。お客様のご要望があ
れば、セコムの看護師につないで、健
康相談などもできます。また、「お元気
訪問サービス」は、セコムの社員、また
はセコムが厳選した提携企業のスタッ
フがお客様を訪問して、健康状態や日

常生活の様子を確認し、離れて暮らす
ご家族などに電子メールで報告します。
お客様のご要請があれば、簡単な家事
のお手伝いもします。この2つのサービ
スは、高齢者の方だけではなく、離れて
暮らすご家族にも安心を提供します。

集合住宅向けオンライン・セキュリ
ティシステム「セコムMS-4シリーズ」
を発売
　セコムは、これまでも多様化するマン
ション市場のニーズに応えて、各種の集
合住宅向けオンライン・セキュリティシ
ステムを提供してきました。
　近年、大型化・高層化したマンショ
ンの増加に対応して発売したのが、集
合住宅向けオンライン・セキュリティシ
ステム「セコムMS‐4シリーズ」です。「セ

万一のときに駆けつけるセコムの緊急対処員「セコム・ホームセキュリティ」では 
セコムの看護師による健康相談も提供

コムMS‐4S」は、大型のタッチパネル
が搭載されたインターホン親機に次の
操作を点滅してお知らせするガイダン
ス機能があるので操作が分かりやすく、

「セコムMS‐4M」は多棟マンションに
も対応し既存の配線を有効活用できる
のでセキュリティシステムのリニューアル
にも最適です。
　セコムは、マンションの新築市場とリ
ニューアル市場で、「セコムMS‐4シリー
ズ」を普及させるために、マンションの
デベロッパーだけではなく、既築マン
ションの管理組合やマンションの管理
会社に、積極的に提案しています。
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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

ご契約者
ココセコム本体
装着車両

ココセコム本体
携帯者

セコム・
緊急発進拠点 警察・救急

お客様の要請に
基づき急行

状況に応じて通報

位置情報提供

GPS衛星

携帯電話基地局

位置検索要請
（電話・

インターネット）

「セコムAEDパッケージサービス」

「セコムAEDパッケージサービス」
の販売が好調
　セコムでは、機器一式をレンタルで
提供する「セコムAEDパッケージサー
ビス」の普及に努めており、販売が好
調に推移しています。「セコムAEDパッ
ケージサービス」の特長は、セコムが責
任を持ってバッテリーなどの消耗品を
管理し、故障や盗難時には代替機器を
提供することで、いざというときに確実
に使えるようにしているところにありま
す。また、「セコムAEDオンライン管理
サービス」も提供し、オンラインで24時
間AEDの状態を管理しています。セコ
ムは一人でも多くの命を救うために、今
後もAEDの提案をさらに強化していき
ます。

多様なセキュリティ用途に使われている
「ココセコム」を拡販
　屋外用携帯緊急通報システム「ココ
セコム」の仕組みは、GPS（全地球測
位システム）衛星と携帯電話基地局の
電波を利用して、携帯端末の位置を高
精度に突き止めます。お客様が身の危
険を感じ、「ココセコム」の通報ボタンを
押すと、ココセコムオペレーションセン
ターに緊急通報され、要請があれば24
時間365日セコムの緊急対処員が駆け
つけます。
　「ココセコム」は当初、高齢者の徘徊
や子どもの連れ去り、自動車やオート
バイの盗難防止に利用されていました。
現在では、その有用性が評価され、建
設機械、ATM（現金自動預け払い機）、
金庫などの盗難対策、タクシーやバス

などの運行管理にも利用され、用途が
拡大し続けています。
　この「ココセコム」を標準装備し、メー
ルやWebサイト閲覧機能を限定したお
子様向け携帯電話が「mamorino3」
です。お子様が移動した経路を地図で
確認できるので、お子様の「安全・安心」
のお役に立っています。

帰宅困難者をサポートする「あったか
非常時安眠セット」を発売
　東日本大震災の教訓から、大規模災
害に対する備えの重要性が見直されて
います。セコムは帰宅困難者をサポー
トするために、防災備蓄品をセットにした

「あったか非常時安眠セット」を発売し
ました。この商品は、万一、帰宅困難に
なっても安心してその場にとどまることが
できるように、災害時用の毛布、簡易エ
アマット、約10食分の非常食をコンパク
トにまとめています。セコムは、大規模
災害に備えるための必需品として、「あっ
たか非常時安眠セット」をさまざまなお
客様に積極的に提案しています。

大規模災害に不可欠な備え
「あったか非常時安眠セット」
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一人でも多くの命を救うために 
「セコムAEDパッケージサービス」の提案を強化。

「ココセコム」は屋外での用途が拡大し続けています。

「ココセコム」



海外でのセキュリティサービス

需要が拡大する緊急対処サービス
付オンライン・セキュリティシステム
　セコムは、台湾、韓国、中国、タイ、
マレーシア、シンガポール、インドネシ
ア、ベトナム、英 国、オーストラリア、
ニュージーランドの11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。
　海外におけるセキュリティサービス事
業の特徴は、「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
合うようにカスタマイズして提供してい
るところにあります。進出先では、セコ
ムが事業の運営に責任を持ち、国内で

培ったノウハウを生かした高品質なサー
ビスを提供しています。セコムの「安
全・安心」のレベルは高く評価されてお
り、需要は着実に拡大しています。

創立35周年を迎えた台湾の中興保
全股份有限公司が好調
　台湾は、セコムが1978年に初めて
海外進出した地域です。その後、台湾
の中興保全股份有限公司は、この地域
のセキュリティ業界を代表するトップ企
業に成長しました。今では台湾全土に
拠点を持ち、オンライン・セキュリティ
システムを核とした幅広いセキュリティ
サービスを提供しています。

　2013年に創立35周年を迎えた中興
保全股份有限公司は、台湾の「安全・
安心」で「快適・便利」な社会の実現に
寄与し、事業は好調に推移しています。

インドネシアでは事業が急速に拡大
　インドネシアでは、ジャカルタを中心
に、事業所向けオンライン・セキュリ
ティシステムをはじめ、独自に開発した
セキュリティマネジメントサービス、常
駐警備などを提供しており、高く評価さ
れています。
　現在、インドネシアでは、企業活動
を妨げる内部犯行防止が社会的な課
題となっています。セコムインドネシア
はご契約先に対して、社内の不正や犯
罪を防止するためのコンサルティング
サービスと高品質なセキュリティサービ
スを提供し、事業が急速に拡大してい
ます。

中興保全股份有限公司
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「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応じて

カスタマイズして提供しています。



英国での事業活動
　セコムPLCは、高品質なセキュリ
ティサービスが評価され、英国で第3位
のセキュリティ会社に成長しています。
2012年にロンドンで開催されたオリン
ピックとパラリンピックでは、会場の安
全確保を支援しました。また、金融機
関からも重要な契約を取得しており、高
度な技術を有する専門サービス部隊の
システム対応が高く評価されています。

中国で拡充する事業ネットワーク
　セコムは、早くから中国市場の潜在
性に着目し、1992年、日系企業として
は初の持株会社となるセコム（チャイナ）
を北京に設立しました。その後、各地
に地元企業との合弁による事業会社を
立ち上げ、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続けていま
す。今では10都市に合弁会社を有し、
各社の支店を合わせると18都市でセ
キュリティサービスネットワークを築い
ています。

　各都市のセキュリティニーズの高まり
を背景にセコムは、これまで培ってきた
ノウハウを生かし、より高品質なサービ
スを提供することで、一層の成長をめざ
します。

各進出先で高品質なサービスが定着
　 韓国では、合弁会社のエスワンが 
韓国におけるセキュリティ業界No. 1
のサービスプロバイダーとなり、その実
績とブランド力で、順調に契約件数を
増やしています。
　タイでは、経済発展とともにタイセコ
ムピタキイが躍進し、お客様への的確
なアドバイスなどを通じて、厚い信頼を
得ています。
　マレーシアでは、オンライン・セキュ
リティシステムに加え、常駐警備とオン
ライン・セキュリティシステムを組み合
わせたオーダーメイドのセキュリティシ
ステムのご提案などを行い、事業を拡
大しています。

　シンガポールでは、独自の企画力を
生かしたオンライン・セキュリティシス
テム、防災システムのみならず、貸金庫
の提供など独自のサービスも付加した
サービスにより、さまざまなマーケット
で存在感を高めています。
　日系企業の進出が著しいベトナムで
は、セキュリティの需要がますます高ま
りつつあります。
　オーストラリアでは、セコムオースト
ラリアが、同国最大級の資産運用会社
が所有するビルに常駐警備と巡回警備
をご提供して以来、政府をはじめ多岐
にわたるご契約先から高い評価を得て
います。
　ニュージーランドでは、セコムガード
オールＮＺが得意とする金融機関向け
サービスで培った高度なサービスノウ
ハウを武器に、新たな需要を開拓して
います。
　セコムは、既存の進出先の国や地域
での事業拡充にとどまらず、今後も新た
な進出先の開拓に取り組んでいきます。

インドネシアの 
セキュリティスタッフ

セコムPLC（英国）の
金融機関専門エンジニア

上海セコムセキュリティ（中国）の 
緊急対処員

エスワン(韓国）のコントロールセンター
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防災サービス

リニューアル需要の増加に対応して
受注拡大に注力
　能美防災は、自動火災報知設備や
消火設備をはじめとする各種防災シス
テムを提供している総合防災専門会社
です。防災システムの研究開発から企
画、設計、製造、施工、メンテナンスま
でを一貫して提供する体制により、オ
フィスビル、プラント、トンネル、文化
財、船舶、住宅など、さまざまなお客様
に高品質な防災システムを提供してい
ます。
　近年、オフィスビルの老朽化に伴う
火災報知設備のリニューアル需要が増
えており、能美防災は豊富な施工実績
と長年培ってきたお客様との信頼関係
を生かして、受注の拡大に努めていま
す。能美防災は、ホテルや病院、マン
ションなどを対象にした小型、高性能、
かつお客様の使いやすさを向上させた
自動試験機能付Ｐ型自動火災報知シ
ステム「進PⅢ（シンピースリー）システ
ム」を発売し、火災報知設備のリニュー
アル時のさらなる受注拡大に努めてい
ます。

高い技術力とノウハウで市場を開発
　能美防災は、お客様のニーズを的確
に捉えた新たな防災システムを開発す
ることで市場を開拓してきました。日本
で初めて道路トンネルの防災システムを
提供して以来、この分野をリードしてい
ます。
　これまで蓄積してきた高い技術力とノ
ウハウを生かし、天井が高い大型の倉
庫や工場向けに、監視カメラからの画
像で煙を感知して火災を発見する「画
像処理煙検知システム」を開発・発売
し、お客様のさらなる「安全・安心」に
貢献しています。

リニューアルだけでなく総合的な 
保守点検まで含めたビジネスを展開
　2012年4月にグループ入りした防
災業界大手のニッタンも、防災システ
ムの研究開発からメンテナンスまで一
貫して提供する体制があり、お客様の
ご要望にお応えする最適な防災システ
ムを提供しています。成長余地のある 
リニューアル市場に対して、防災システ
ムを設置済みのお客様に、積極的に営
業活動を行っています。また、リニュー
アル時だけでなく維持管理まで含めたト
ラブルを未然に防ぐ総合的な保守点検

を念頭に置き、お客様の防災システム
の状況を正確に把握した的確な提案を
行うことで、収益拡大を図っています。

環境にやさしい消火設備 
「アクアフォース」などを提供
　屋内の駐車場には泡消火設備が広
く使われており、火災発生時には広範
囲に泡が放出されます。ニッタンが開
発・発売している閉鎖型噴霧消火シス
テム「アクアフォース」は、火災発生場
所のみに消火剤を放射することで、無
駄のない最適な消火活動が行えます。
　また、ガス消火設備では温暖化係数
ゼロ・オゾン層破壊係数1未満という
ガス消火剤を使った環境にやさしい製
品も販売しています。さらに火災報知
器設備では、非常時に目の不自由な方
も操作しやすいようにユニバーサルデザ
インを採用した受信機等、やさしい製
品づくりや企業活動に努めています。

　セコムは、防災システムにおいて高
い技術力と豊富なノウハウを持つ能美
防災、ニッタンの両社と連携し、“ALL 
SECOM”で次世代型防災システムの
実現をめざします。

技術生産本部での研究開発（ニッタン）トンネルの水噴霧設備（能美防災）

防災システムにおける高い技術力と豊富なノウハウを生かして、
お客様にさらなる「安全・安心」を提供しています。
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メディカルサービス

在宅医療サービス

医療機関

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）

患者 通院
薬剤提供・訪問服薬指導

処方箋

処方箋

訪問看護

看護報告

連携

相談サービス

連携

相談サービス

医師の指示

好調な推移が続く 
「在宅医療サービス」
　セコムは、家族の命や健康を守るこ
とが、究極の「安全・安心」であると考
えて、1991年に民間企業では初めて
本格的な「在宅医療サービス」の提供
を開始しました。それ以来、メディカ
ルサービスの事業を拡大し、現在では
医療、介護・福祉、健康・予防の分野
で、多彩なサービスを提供しています。
　「訪問看護サービス」は、全国32カ
所にあるセコム訪問看護ステーション
から、研修で常にスキルを磨いている訪
問看護師が患者様のご自宅を訪問し、
主治医の指示のもとに、サービスを提
供しています。「薬剤提供サービス」は、
在宅療養中の患者様などへ院外処方
箋に基づいて保険調剤を提供するとと
もに、服薬指導なども行っています。

地域連携と防災をコンセプトに 
介護付有料老人ホームを開設
　セコムは、介護付有料老人ホームの
経営ノウハウを生かし、地域連携と防
災をコンセプトにした「アライブ世田谷
代田」を開設しました。
　同ホームは満室の場合、入居を希望
される近隣在住の方々に、優先的にご
入居いただける「優先入居権」を提供し
ます。また、自治体と災害時における協
定を結び、避難所にいる要介護者の方
を状況に応じて受け入れます。さらに、
長期停電となった場合には、外部電源
車で厨房機器に電源を供給して、入居
者だけではなく、近隣の方々にも可能な
限り温かい食事を提供し、地域の方々
に対しても安心を提供できる施設となっ
ています。

新東京病院の新病院を開院
　セコムが運営を支援する18病院の1
つである新東京病院（千葉県松戸市）
は、緊急・重症の状態にある患者様

に、入院・手術・検査などの高度で専
門的な医療を提供する急性期病院とし
て、評価されています。また、最新の医
療機器と設備を備え、循環器分野での
手術件数、症例数などは、日本でも有
数の実績を誇る病院です。2012年12
月に新病院を開院し、地域の方々に信
頼される中核病院として、今後も質の
高い医療を提供していきます。

インドで日系商社と現地企業の共同
運営による総合病院を開設
　インドでは、医療施設の数と質の充
実、医療従事者への教育体制の整備な 
どが求められています。セコムは、日系
商社や現地企業と協業で運営する総合
病院「サクラ・ワールド・ホスピタル」
を、2013年秋にインドのバンガロール
で開設します。セコムは、これまで培っ
てきたメディカルサービスのノウハウを
生かし、高品質で効率的な病院経営を
行います。
　セコムは、同病院の運営を皮切りに、
メディカルサービス事業の国際的な事
業展開に取り組んでいきます。

インド・バンガロールに開設予定の
「サクラ・ワールド・ホスピタル」完成イメージ 

地域の中核病院としての役割が期待される
新東京病院

家族の命や健康を守ることが究極の「安全・安心」であると
考え、セコムだからできる「在宅医療サービス」や 

「病院運営支援」を提供しています。
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介護付有料老人ホーム「アライブ世田谷代田」
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保険サービス

お客様にメリットが大きい 
「セコム安心マイホーム保険」を拡販
　セコムが損害保険事業に参入した理
由は、犯罪や火災を未然に防ぐセキュ
リティサービスと、被害に遭った際にそ
の損害を補償する損害保険を提供して
初めて、お客様に真の「安全・安心」を
提供したことになると考えたからです。
グループの総合力を生かして、セコムな
らではの独創的な保険を開発・販売
し、お客様から高い評価を得ています。
　ご家庭向けの火災保険「セコム安
心マイホーム保険」は、オンライン・セ
キュリティシステムを導入しているお客
様の場合、火災のリスクが軽減される
ので、その分の保険料を割引く保険で
す。オール電化住宅や耐火性能に優れ
た住宅なども、同じ理由で保険料を割
引きます。
　お客様は3つの基本補償プランの中
からひとつを選ぶことができ、特約（オ

プション補償）も自由に選べます。その
ため、基本補償プランと特約を組み合
わせることで、必要な補償に絞ったきめ
細かな保険契約を設計することができ
ます。「セコム安心マイホーム保険」は、
主力商品のひとつとなっており、着実に
契約数が増加しています。また、オンラ
イン・セキュリティシステムを導入して
いる企業向けには、「火災保険セキュリ
ティ割引」を販売しています。

実損てん補型のがん保険 
「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 
保険による保険診療はもちろん、治療
費が全額負担となる自由診療でも、が
ん治療にかかった入院治療費の自己
負担分を実額補償するがん保険です。
同保 険は、通 院 治 療 費を5年ごとに
1,000万円まで補償し、がんと診断さ
れたときには、一時金として100万円

が支払われます。また、「メディコム・
ナースコールセンター」に電話をすれ
ば、全国にあるセコム損害保険の協定
病院やセカンドオピニオン外来のある
病院のご案内、がんの治療法について
のご相談にも対応します。
　これからも、この保険の特長をより多
くのお客様に紹介していきます。

セコムの緊急対処員が 
お客様をサポート
　セコムでは、セコムならではのユニー
クな自動車保険「セコム安心マイカー
保険」も販売しています。この保険は、
事故が起きたときに、お客様から要請
があれば、24時間365日、全国の緊急
発進拠点からセコムの緊急対処員が駆
けつけて、お客様をサポートします。

セコム損害保険（株）の本社ビル

コールセンター

「セコム安心マイカー保険」

グループの総合力を生かして、セコムならではの 
ユニークな保険商品を販売しています。
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地理情報サービス

防災・減災を空間情報サービスで
支援
　パスコは、航空機や車両、人工衛星
を利用した測量や計測で地表データを
収集し、そのデータを集積して、加工・
処理・解析した空間情報サービスを全
世界に提供しています。
　パスコは、東日本大震災の被災地
で、土地境界確定（用地）測量などの
事前調査から土地区画整理の調査・
設計を実施しています。空間情報サー
ビスを活用してこれらの業務を支援し、
地域再生へのまちづくりを提案してい
ます。
　企業や自治体では、大規模地震に
備えた防災・減災への取り組みが拡大
しています。パスコは、被災地の復旧・
復興支援に加えて、全国の津波被害想
定や津波対策の策定など、防災・減災
を支援する活動に注力しています。

“測る”技術で、道路インフラの 
「安全・安心」を提供
　高度成長期に集中整備された社会
資本の老朽化が顕著になり、従来の事

後保全による対応では道路インフラな
どの安全性を保つことが困難になって
いるなか、パスコは道路の安全性と信
頼性向上に向けた取り組みを推進して
います。
　パスコは、東日本大震災発生後、平
時の撮影画像と被災後の撮影画像を
比較して得られる変化量により、迅速
な状況把握が可能であることを実証し
ました。平時の状況蓄積がいかに重要
であるかを認識し、独自に道路および
道路周辺の高精度な三次元データの
アーカイブ（資料として保存）化を進め
ており、直轄国道のほとんどをアーカイ
ブ化しています。
　この高精度な三次元アーカイブデー
タは、主に行政の分野で、道路施設管
理のための詳細地図データ作成や、継
続的な点検作業に活用されます。また、
パスコでは、津波や河川氾濫時の道路
の冠水シミュレーション、道路やトンネ
ルの劣化箇所の検出などへの活用を提
案しています。

ベトナムで道路アセットマネジメント
に着手
　ベトナムでは、道路の劣化を把握す
るとともに、今後の拡張整備と維持管
理に向けて、日本の道路アセットマネジ
メント（社会資本の管理・運用）概念
の導入を検討しています。パスコは、日
本で培った高い技術力とノウハウで、ベ
トナムの道路アセットマネジメントに着
手しています。また、他のASEAN諸
国でも、社会インフラの整備、維持、管
理を支援する事業を強化しています。

空間情報サービスのクラウド化を 
推進
　空間情報サービスは、今や行政機関
や民間企業などで戦略立案・管理業
務・危機対応などを支援する重要な
情報システムとして浸透し、そのクラウ
ド化も進展しています。クラウドサービ
スは、信頼性の高い堅牢なデータセン
ターにデータが保護されているので、災
害発生時にはスムーズな事業再開が期
待できます。パスコは、空間情報サー
ビスとセコムのデータセンターを活用し
て、行政や民間企業の基幹システムの
運用、維持を支援しています。
　また、カーナビの走行履歴情報や携
帯電話の位置情報、衛星・航空機・
車両などからの空間情報といったビッ
グデータの活用も推進しています。

宮城県女川町の航空写真

冠水シミュレーション

空間情報サービスとセコムのデータセンターを活用して、 
行政や民間の基幹システムの運用・維持を支援しています。
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不動産開発・販売

セコムならではの「安全・安心」で
「高品質」な住まいを提供
　セコムは、「安全・安心で快適なマン
ション」をコンセプトに、セコムならで
はの高度なセキュリティを実現した「グ
ローリオ」マンションシリーズを、開発・
分譲しています。
　2013年1月から入居を開始した「グ
ローリオ清澄白河」は、24時間の出入
管理、マンション向けオンライン・セ
キュリティシステム、オンライン画像監
視システム「セコムIX」、監視カメラな
どが設置され、セコムの高度なセキュリ
ティシステムによって「安全・安心」で

高品質な住まいを実現しています。ま
た同マンションは、建築基準法で定め
る最大の地震力（震度6強から7程度）
の1.25倍の力にも耐えられる「耐震等
級2」の住 宅 性 能 評 価
を取 得し、防 災 倉 庫や
AEDを備えるなど、災害
にも強いマンションとして
注目を集めています。
　 東日本 大 震 災 以 降、
災害に備えたマンション
のニーズが高まるなか、
お客 様の声に応えるた
めに、これからもセコムは

情報通信・その他のサービス

データセンターを“サービスセンター”
として位置づけ情報基盤を強化
　セコムは、2000年に国内最高水準
のセキュリティと堅牢な設備を備えた

「セキュアデータセンター」を開設し、
2012年10月には、アット東京のグルー
プ入りにより国内最大級のデータセン
ター事業会社となりました。
　東日本大震災後、データセンターの
ニーズはさらに高まっており、2013年
7月に大阪、11月には東京で、新たに
データセンターを開設します。
　セコムのデータセンターの強みは、堅
牢性や安全性はもちろんのこと、セコム

ならではの、24時間365日体制による
「安全・安心」のさまざまなサービス提
供にあります。今後、さらに「快適・便
利」な各種サービスを充実させ、データ
センターを “サービスセンター ”として
位置づけて成長基盤の拡充を図ります。

企業のBCPを支援するサービスが
拡大
　災害発生時に社員の安否と現地の
被災状況を迅速に収集して情報を共有
化する「セコム安否確認サービス」は、
国内最大級の危機管理サービスです。
利用者の声を参考に、家族の安否確認

メールを利用者に代わって送信するな
ど、サービスを随時拡充させており、導
入企業が増加しています。
　さらに、安全が確認できた社員の資
格や保有能力、住所、通勤経路、現在
位置などに基づき、最適な社員配置を
実現して事業を継続・再開するための

「セコム非常呼集サービス」の提供を開
始しました。初動マニュアル作成支援、
データ保管、災害情報、緊急地震速報
サービスなどとともに包括的なＢＣＰ支
援サービスとして提供しています。

「グローリオ清澄白河」

「安全・安心」「高品質」で「防災」を強化したマンションを
開発・分譲しています。

データセンターを中核に、セコムならではの 
事業継続支援・情報セキュリティ・クラウドサービスを提供しています。

「安全・安心」「高品質」で「防災」を
強化したマンションづくりを進めていき
ます。
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サイバー攻撃から機密情報を守る
情報セキュリティサービス
　セコムが事業活動を通じて培ってき
た高い技術力・即応力・ノウハウをも
とに、サイバー攻撃などの脅威から機密
情報を守るサービスを提供しています。
コンピューターシステムやネットワーク
の診断・分析、ネットワーク内に潜伏
するウイルスの監視、異常検知時の専
門技術者による遠隔対応やお客様先で
の緊急対処など、日常の安全対策から
アウトソーシングまでをラインアップして
います。
　こうした実績により、警視庁との間で
サイバー攻撃やサイバー犯罪を防止する
ための「共同対処協定」を締結しました。
　今後もサイバー犯罪による被害が拡
大する恐れがあるので、「安全対策～監
視～対処～正常化」を包括的に、セコム
らしいサービスとして提供していきます。

セコムクラウドサービスの拡充
　国内最大級のデータセンターを活用
し、「安全・安心」で、「快適・便利」なセ
コムクラウドサービスを展開しています。
　例えば、業務プロセスそのものの改
善につながる文書の電子化を行う「セ
コムあんしんエコ文書サービス」や、建
物施設等のセキュリティ情報を使った
勤怠管理サービス、重要なデータをお
預かりするデータ保管サービス、重要
事案発生時の「初動オペレーションサー
ビス」等、情報セキュリティとコンピュー
タ・ネットワークの高度なサービス基
盤を使って、お客様の競争力と価値創
造力に貢献しています。

着実に利用者が増加している 
「セコム・ホームサービス」
　「セコム・ホームサービス」は、「セコ
ム・ホームセキュリティ」をご利用の 

生活支援サービス「セコム・ホームサービス」

「セキュアデータセンター」の監視センター

お客様が、より「安全・安心」で「快適・
便利」な暮らしができるように提供して
いる生活支援サービスです。暮らし 
の中のいろいろな困りごとをプロの 
スタッフが解決することで、「困ったとき
はセコム」と言っていただけるように、 
幅広いサービスメニューを用意していま
す。「家事サポート」（部屋の清掃など）、

「トラブルサポート」（鍵のトラブルなど）、
「あんしんサポート」（不在時の家の見回
りなど）をはじめとするさまざまなサービ
スメニューがあります。また、「セコム・
ホームセキュリティ」のお客様以外を対
象にした総合生活サービス「生活太助」
も提供しています。
　超高齢社会の中で、生活支援のニー
ズは増加しており、セコムはサービスメ
ニューの強化と拡充に取り組んでいます。
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