〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西13丁目4番地 FWD札幌ビルB1階
TEL:011-211-5331／FAX:011-211-5332
仙台営業所

〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町10-20 イマス二日町ビル3階
TEL:022-226-8186／FAX:022-226-8187

株式会社サードアイズエンジニアリング
〒190-0022
東京都立川市錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル４階 40-A１号室
TEL:042-506-1063／FAX:042-506-1064

横浜営業所

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-6 VORT新横浜10階B号室
TEL:045-534-9011／FAX:045-534-9010

静岡営業所

〒420-0851
静岡県静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル9階
TEL:054-270-6631／FAX:054-270-6632
〒451-0064
愛知県名古屋市西区名西2-33-10 東芝名古屋ビル8階
TEL:052-265-6300／FAX:052-265-6386
C室
〒732-0052
広島県広島市東区光町2丁目7-35光町Uビル1階
TEL:082-236-1717／FAX:082-236-6213

高松出張所

〒760-0023
香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル3階
TEL:087-802-2271／FAX:087-802-2272

松山出張所

〒790-0001

企業理念

愛媛県松山市一番町4-1-1 大樹生命松山ビル3階
TEL:089-909-5993／FAX:089-909-5994
祇
大分出張所

全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、
祇

〒870-0037
大分県大分市東春日町17 -19 大分ソフィアプラザビル4階
TEL:097-589-8127／FAX:097-589-8128

社是・社訓

社名の由来

一つ「我々は、お客様のことを第1に考え、安心を提供し、社会に貢献します」

社名のサードアイズには、「第3の目」（「犯罪

一つ「我々は、全てに感謝の心をもって、誠実に行動し、幸せを創造します」

を抑止する目」、「現場を管理する目」、「マ

一つ「我々は、「三方よし」の精神で、正しい商売を行い、利益を追求します」

ネージメントの目」）の意味を込めております。
サードアイズは､セキュリティー機器（防犯カメ
ラ、レコーダーなど）等の販売､保守業務､防犯
コンサルティング、防犯機器のコーディネート
業務等を通じて､お客様の「第3の目」としての
役割を全うすることを目指しております。

その家族の幸せに貢献して､且つ、
日本社会の安全や進歩発展に貢献すること。

北川路子
9,500

北川政知
14,500万円

16億

21

100
建設業許可

東京都知事許可
（般-2）
第153286号 電気通信工事業
東京都知事登録第290164号 電気工事業者登録

、業務災害総合保険

東邦技研

45

UNIMO

アツミ電氣

日本防犯

NSS
ELMO

Dahua

Uniview
VIVOTEK

8. 光ファイバー接続工事

82

20 6

セコニック

HIKVISION

店舗力向上の映像システム

15

LIVENET 遠隔ライブ映像配信システム

82

店舗力向上の、映像遠隔閲覧システムになります。
可動カメラのツアー機能を使用する事で、定期的な店舗の画像撮影が可能です。

97

静止画機能
静止画を定期的に保存

パナソニック
WV-S6130

仙台営業所

A店

9:00

A店

10:00

A店

11:00
専用スモークカバー

1日の静止画をサムネイル表示で閲覧可能です。

高松出張所
サードアイズエンジニアリング

9:00

11:00

12:00

横浜営業所

松山出張所
大分出張所

10:00

静岡営業所

LIVENETの追加機能

売上速報

カメラで撮影している商品の中で、どの商品がどれくらい
売れているか、ランキング形式で表示致します。

商品の販売実績をグラフで
表示させることが可能です。

複数拠点映像一括管理システム

店舗力向上の映像録画システム

DF-TVS Total Viewer System

DF-R 店舗映像をクラウド録画

複数のメーカーのカメラとレコーダーを、ひとつのソフトで一元管理できます。
カメラの可動や、録画、再生の確認も、ひとつのソフトで対応可能です。

現地に設置したカメラを、ネットワーク経由で
クラウド録画することが可能です。

録画プラン（カメラ1台あたり）

7日間
14日間
30日間
40日間
60日間
90日間
180日間
365日間

DF-TVSとは？
インターネットに接続された、DFレコーダーやPanasonic、
AXISなど、様々なメーカーのレコーダー及びカメラを総合管理
し、PC上及びスマートフォン上で動作するソフトウェアです。
複数拠点にあるネットワークカメラのライブ映像や、録画映像を
遠隔地から閲覧することが可能になります。

機能項目
●ライブ表示
グループ表示、シーケンス表示
●検索：日時検索・日時指定再生
●スタッフ登録
●店舗登録
●地域登録 等

DF-Rとは？

このシステムでできること
遠隔地に設置した複数の防犯カメラ機器についてPCやスマートフォンから下記のような操作が可能です。
リモート操作で設定・検索・管理が可能

権限により使用できる機能を制限可能

遠隔地に設置されたレコーダーを、あたかも現地で

会社組織の役職（部長、課長…）に応じた、ビューワ等

操作するかのように、本部管理画面にてリモート操作が

の権限設定が可能となります。

可能です。

SSLにてセキュアな環境を構築

必要に応じて

1ヶ月分以上
を保存できる
一番人気の
プラン

POSレジの取引履歴とカメラ映像を連動

顔認証のシステムにて、来店者数、客層
（年齢・性別）
のデータ分析

DF-J 内部不正管理

ASC Alarm System for Shoplifter Cut

POSレジの取引履歴からカメラ映像を検索することが可能です。
内部不正やクレーマーに効果的な対策をとる事が可能です。

事前に登録された人物が来店した際、
アラートメールにて通知を行う万引き対策用のシステムです。
ASCとは？

できること

ASC顔認証システムとは、事前登録した人物が来店した際、ア
ラートメールを送信する万引き対策用のシステムです。顔認証
カメラにて来店者の顔データの取得を行い、取得した顔データ
一覧から、特定の人物の顔の登録を行います。

特定人物の抽出
性別の推定
表情の推定
年齢の推定
リピート客

店内モバイルの連携
登録された人物が入店すると2〜3秒でアラートメー
ルを発報します。
メールに記載してあるURLから顔詳細画面へ遷移して
登録者の確認が可能です。

POSレジの取引履歴とカメラ映像を連動
取引時の動画を表示
期間・レシート番号、
キーワードで動画を検索
レジとの内容を表示

※特定の操作でアラートメールを
とばす事が可能です。

DF-Jとは？

顔認証のシステムを利用した人数計測を活用するためのマーケティングシステム

CMS Count Marketing System
音声にも対応

CMSとは顔認証のシステムを利用して、
来店者のデータ分析ができるマーケティングシステムです。
64名分の顔データを
同時認識することができます。
顔認証のシステムを利用して、来店者数、客層
（年齢・性別）を分析。
登録したお客様の来店情報の取得や、お客様の
表情を分析し、客層の興味や購買行動を推定し
来店者に合わせた品揃え、客層に合わせた商品
案内が可能になります。

で、商品名や店員名等で動画を検索
する事が可能です。

購買率分析
購入者のジャーナルデータと棚割りデータの連携で、購
買行動を推定し、店内動線の推論によって来店者に合わ
せた品揃え、客層に合わせた商品案内が可能になります。
左の表では数値で昨年と同日、月、年の来店数と比較して
おり、左図では、来店者情報をグラフで表しています。男
女比や年代別グラフなど細かく見比べることができます。

レジの混雑状況のデータ計測

Data measurement of
cash register congestion status

通用口ガードマン

Faca recognition and Access control sysytem

レジ混雑機能について

通用口ガードマンとは

本システムは､レジの滞留をカメラで

スタッフの出退勤時の時刻及び、顔の画像、また持ち物検査の写真

検知し､混雑状況をお知らせするシス

をカメラで自動で記録するシステムです。

テムです。

このシステムを使用する事により、スタッフの不要な残業や、商品

滞留人数､滞留時間等は現場に合わせ

の持ち出しをチェックする事が可能です。

て変更が可能で､通知方法はパトライ

また、検温機能も有しております為、スタッフの発熱時に警備員へ

トや音声等での通知が可能です。

通知する事も可能です。

事務所で通知をキャッチし､レジ開閉
の指示出しを素早く行う事が可能とな

通用口ガードマンでできること

ります。

●スタッフの正しい勤怠管理ができる。
●持ち物検査の画像を残せる。
●検温機能により体調管理も可能。

通用口ガードマンの機能紹介

顔認証カメラによる入退室把握
従業員等スタッフのシフトと実際
の入退室のチェックが可能です。
勤務時間超過や、非出勤日に出勤
の場合は、アラートを鳴らすこと
が可能です。

スタッフ手荷物検査
開封スペースに置かれた手荷物をカメラで撮影す
ることで、検査が可能です。撮影された画像は保
存・確認ができます。

シフト管理

検温機能

シフトをプリセットとして登録できます。登
録したプリセットは従業員のシフトとして入
力・登録できます。シフトを登録すれば、実
際の勤怠と照合・管理が可能です。

カメラの検温機能により、発熱してい
る方を素早く確認することが可能です。
警備員への連動も行うことができます。

デジタルサイネージ
滞留している人数が表示されます。
※ソフトは日本語対応しております。

デジタルサイネージのレンタルパッケージ
コンテンツ作成・配信込みのデジタルサイネージをお貸出し致します。
コンテンツ作成や配信のスケジューリング、機器の故障対応等、集客
率は上がるけど、何かと手間が多かったデジタルサイネージ。弊社の

計測データについて
レジ滞留のデータを取得する事が可能
になります。
データを閲覧する事で､どの時間帯に
どのレジがどれくらい混雑するかを判
別する事が可能となります。
オプションで､取得したデータをまと
めてお送りする事も可能となります。

レンタルパッケージは、その手間を全て弊社で対応致します。

Digital signage
49インチイーゼルサイネージ×１／ネットワークSTB×１／
LTEルーター×１／初期の機材運送費／サイネージ初期設定
作業／初期の設定費・通信費・事務局対応（コールサポート、
コンテンツ配信月1回、スケジュール登録）

上記全て含めて

①レンタルだから壊れてもすべてお取り換えで対応

（故意と判断されるもの、
また天変地異によるものは範囲外とします）

②初期費用0円！

（初期設定作業や、打合せも無料、初めてのサイネージを無償でご提供します）

③すべてレンタル費用に込みです

（月々かかるネットワーク費用もレンタル代金に含まれています）

④WEBからのアクセスで遠隔で更新

（番組を組んでスケジュールによる放映）

⑤死活監視で、機器の状況も遠隔でフォロー

（フルサポートをお求めの場合は別途ご相談ください）

⑥コールサポート

（操作がわからない時にフォロー）

⑦コンテンツ管理サポート

（コンテンツ配信、
スケジュール管理を代行。コンテンツ配信は月1回）

⑧画面デザインを月3タスクまで無料

（画面デザインを代行します。また一部素材のフォローにもご相談ください）

21,800円〜（税別）で

月々

レンタルできます。

