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機械警備システムで犯罪の抑止・検知・威嚇を行い、異常発生時は
自動通報を行います。
外出時・夜間はもちろん、在宅時の異常も見守ります。

※この設置図はシステムの一例です。

センサ ガラス 非常
ライト 破壊センサ 押しボタン

赤外線 ドア 熱線 セキュリティー

ビームセンサ スイッチ センサ コントローラ
屋外 住宅用

警報灯 火災警報器

ﾘﾓｺﾝ

■ 家庭向モデルプラン<< 自動通報システム[有線プラン] >>

（第一防犯対応）
建物外周

（第二防犯対応）
建物内部

（第三防犯対応）
受信制御器
通報機器

敷地内

1 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

センサライト ガレージや玄関

ビームセンサ
建物外周やガレー

ジ、ベランダ

ガラス破壊センサ はめ込みガラス

ドアスイッチ ドアや窓

屋外警報灯 玄関先

非常押しボタン
緊急時に押下した

い場所

熱線センサ 廊下や居間

住宅用火災警報
器

キッチン・居間・廊
下

ﾘﾓｺﾝ 玄関先

セキュリティ
コントローラ

玄関やリビング
ルーム

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

人や車を感知し照明を点灯させます。
侵入者に対して強烈な威嚇効果を発
揮します。

敷地の外周を2本の見えない警戒線で
警戒。壁を乗り越えるなどして警戒線
を横切った侵入者を検知します。

ガラスが割られた時の振動をキャッチ
します。

窓やドアからの侵入をいち早くキャッチ
します。

防塵、防水性により屋外設置が可能、
1秒間に約4回点滅を繰り返し異常を知
らせます。

いざという時に押す、非常連絡用押ボタン
です。屋外•屋内で異変を感じた際に押すこ
とでコントローラに異常信号を送ります。

周辺温度と人間との温度差を検知しコ
ントローラに異常発生信号を送信しま
す。

光電式の煙検知部が火災による煙を
キャッチすると声と光（赤色LED) で危
険を知らせます。

玄関先に設置することで外出時•帰宅時に
コントローラの警戒•解除操作が可能です。
非接触タグ・カードで簡単操作。警戒・解除
操作を一元化できます。
各種センサや警報器と接続することで目的に応じたセ
キュリティシステムを構築します。各センサからの信号
を受けて警報器で威嚇をするとともに㈱大和基地局
へ自動通報を行い警備員が駆けつけます。

■ セキュリティ－プランニング

一般ご家庭向け有線モデルプラン一例

設置機器リスト
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配線のいらないワイヤレス機器を中心としたプランです。
大がかりな配線工事が不要のため、既設住宅へ導入しやすいシステム
です。

※この設置図はシステムの一例です。

センサ ワイヤレス フラッシュ ワイヤレス
ライト マグネットセンサ ライト ﾘﾓｺﾝ
屋外 ガラス ワイヤレス ワイヤレス

熱線線センサ 破壊センサ 中継出力ユニット コントローラ
ワイヤレス
押しボタン

住宅用
火災警報器
ワイヤレス
熱線センサ

（第一防犯対応） （第二防犯対応） （第三防犯対応） 通報機器

■ 家庭向モデルプラン<< 自動通報システム[ワイヤレスプラン] >>

敷地内 建物外周 建物内部 受信制御器

3 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

センサライト ガレージや玄関

屋外熱線センサ
建物外周やガレー

ジ、ベランダ

ワイヤレス
マグネットセンサ

ドアや窓

ガラス破壊センサ はめ込みガラス

フラッシュライト 玄関先

ワイヤレス
中継出力ユニット

無線信号の送受
信に適する場所

ワイヤレス
押しボタン

持ち運び可能

住宅用
火災警報器

キッチン・居間・廊
下

ワイヤレス
熱線センサ

廊下や居間

ワイヤレスリモコン 持ち運び可能

ワイヤレス
コントローラ

玄関先やリビング
ルーム

■ セキュリティ－プランニング

一般ご家庭向けワイヤレスモデルプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

人や車を感知し照明を点灯させます。
侵入者に対して強烈な威嚇効果を発
揮します。

高精度の屋外センサがより確実に侵
入者をキャッチします。
※ワイヤレス接点ユニットと組合せま
す。
窓やドアからの侵入をいち早くキャッチ
します。

ガラスが割られた時の振動をキャッチ
します。
※ワイヤレス接点ユニットと組合せま
す。
強力な閃光で点滅し夜間なら1km先からも
確認できます。
※ワイヤレス中継出カユニットと組合せま
す。

コントローラからの信号を受けて警報
器を作動させます。またワイヤレス信
号の中継器としても使用できます。

自由に持ち運びでき突然具合が悪くなった
時、身に危険を感じた時など、即時に通報
できます。防滴性があるので浴室等でも安
心して使用できます。
光電式の煙検知部が火災による煙をキャッ
チすると大音量ブザーと光（赤色LED) で危
険を知らせます。※ワイヤレス接点ユニット
と組合せます。

周辺温度と人間との温度差を検知しコ
ントローラに異常発生信号を送信しま
す。

コントローラの警戒•解除操作をワイヤレス
で行えます。セットミスもその場で確認でき
ます。ドアの外からでも警戒•解除操作がで
きます。
各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和基地局へ自動通報し警備員が駆けつけ
ます。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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配線工事がいらないので壁に穴を空ける必要も無く、集合住宅に適した
ワイヤレス機器中心の防犯システムです。
※この設置図はシステムの一例です。

※この設置図はシステムの一例です。

ワイヤレス 屋外 ワイヤレス ワイヤレス
マグネットセンサ 熱線センサ 押しボタン ﾘﾓｺﾝ

ワイヤレス ワイヤレス
熱線センサ コントローラ

ガス
当番
熱

感知器

（第三防犯対応） 通報機器

■ 集合住宅向モデルプラン<< 音声通報システム[ワイヤレスプラン] >>

建物内部 受信制御器敷地内・建物外周
（第一・第二防犯対応）

5 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

屋外熱線センサ ベランダ

ワイヤレス
マグネットセンサ

ドアや窓

ワイヤレス
押しボタン

持ち運び可能

ワイヤレス
熱線センサ

居間や廊下

ガス当番 ガス使用場所

熱感知器
キッチン・居間・廊

下

ワイヤレスリモコン 持ち運び可能

ワイヤレス
コントローラ

玄関先・リビング
ルーム

■ セキュリティ－プランニング

集合住宅向けワイヤレスモデルプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

高精度の屋外センサがより確実に侵入者
をキャッチします。ベランダに設置すること
で、ベランダからの侵入者を検知します。
※ワイヤレス接点ユニットと組合せます。
窓やドアからの侵入をいち早くキャッチしま
す。侵入経路として最も多い玄関口に取付
けることで、万が一侵入されてもすぐに通
報できるようにします。
何かあった時に押すことで、コントローラヘ異常
発生信号をワイヤレスで送信します。家に1人で
いる時に不審者や押し売りが上がり込んできて
も、その場ですぐに通報できます。

周辺温度と人間との温度差を検知しコ
ントローラに異常発生信号を送信しま
す。

ガス漏れを素早くキャッチしお知らせしま
す。※ワイヤレス中継出カユニットと組合せ
ます。

一定以上の室温の上昇をキャッチしお知ら
せします。電池寿命約10-2年のものがあ
り、配線工事が不要です。※ワイヤレス接
点ユニットと組合せます。
コントローラの警戒•解除操作をワイヤレス
で行えます。セットミスもその場で確認でき
ます。ドアの外からでも警戒•解除操作がで
きます。
各種センサや警報器と接続することで目的に応じたセ
キュリティシステムを構築し㈱大和基地局へ自動通
報、警備員が駆けつけます。インテリアにもマッチした
デザイン。4色の中から選べるカラーパネル。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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事務所で発生した異常を自動通報します。
またコントローラの液晶画面で、いつ誰がリモコンの警戒・解除操作を
したか識別が可能なので、システムが正しく運用されているか否かの
管理をすることもできます。

※この設置図はシステムの一例です。

ドア シグナル 熱線
スイッチ プロテクタ センサ ﾘﾓｺﾝ

ガラス 警報 セキュリティ
破壊センサ ベル コントローラ

セキュリティ
金庫

放火監視
センサ

熱
感知器

（第三防犯対応） 通報機器

■ オフィス向モデルプラン<< 自動通報システム[有線プラン] >>

建物内部 受信制御器敷地内・建物外周
（第一・第二防犯対応）

7 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

シグナルプロテクタ 出入口

ガラス破壊センサ はめ込みガラス

ドアスイッチ ドアや窓

熱線センサ 事務所や通路

警報ベル 屋内・屋外

セキュリティ金庫 屋内

放火監視センサ 屋内（トイレ・書庫）

熱感知器
煙感知器不適箇
所（給湯室等）

リモコン 出入口

セキュリティ
コントローラ

事務所

■ セキュリティ－プランニング

オフィス向け有線モデルプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

夜間は常夜灯、異常を検知すると強力な音や光で威
嚇します。屋外のセンサが働いたときはフラッシュで、
室内のセンサが働いたときはサイレンで威嚇する等
の警戒レベルの設定が可能です。

ガラスが割られた時の振動をキャッチ
します。

窓やドアからの侵入をいち早くキャッチ
します。

周辺温度と人間との温度差を検知しコ
ントローラに異常発生信号を送信しま
す。

けたたましい音で侵入者を威嚇しま
す。屋外にも設濫することで、視覚的に
も侵入者の抑止効果となります。

JIS規格2時間耐火試験、急加熱•衝撃落下試験合格
品金庫に金庫傾斜警報、シリンダ錠解錠警報、扉開
警報のセキュリティ機能搭載。バールなどによる扉の
こじ開けなどの15分間の破壊行為に対する防盗性能
の評価基準に合格しています。

3cmの炎を4m先で瞬時に検知、広範
囲エリアを確実に監視。音声警報を発
すると同時にコントローラヘ信号を送り
ます。
急激な温度変化を検知。火災の発生を
いち早くキャッチ。

事務所の出入り口に設置をして、入退
出時にコントローラの警戒•解除操作が
可能です。

各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和へ自動通報。警備員が駆けつけます。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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昼間は営業中の店内の様子を、夜間は異常発生時の様子を記録します。
インターネット回線を通じて遠隔監視もでき、店舗管理にも役立ちます。

※この設置図はシステムの一例です。

PTZカメラ シグナル 赤外照明付
（屋外ハウジング仕様） プロテクタ ドームカメラ リモコン

ガラス 警報 IP
破壊センサ ベル 画像送信機

熱線
センサ

デジタル
レコーダ

放火
監視センサ

（第一防犯対応） （第二防犯対応） （第三防犯対応） 通報機器

■ 昼間店舗向モデルプラン<< 常時映像監視＋録画システム >>

敷地内 建物外周 建物内部 受信制御器

9 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

PTZカメラ（屋外ハ
ウジング仕様）

店舗外周

シグナルプロテクタ
店舗正面や
通用口付近

ガラス破壊センサ はめ込みガラス

赤外照明付
ドームカメラ

店内

警報ベル 壁面

熱線センサ 店内開口部付近

デジタルレコーダ 事務室

放火監視センサ トイレ等死角箇所

リモコン 通用口等出入口

IP画像送信機 事務室

セキュリティ－
コントローラ

事務室

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038

事務所の出入り口に設置をして、入退出時
にコントローラの警戒•解除操作が可能で
す。いつ、誰が警戒•解除操作を行ったか履
歴を残すことができます。
各種センサや警報器に加え、カメラを接続
することで、画像監視システムを構築しま
す。PC上でカメラを遠隔操作して店内の様
子を確認することができます。
各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和基地局へ自動通報。警備員が駆けつけ
ます。

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

3cmの炎を4m先で瞬時に検知、広範囲エリアを
確実に監視。音声警報を発すると同時に接点出
力する放火監視センサ。店舗内の死角となる場
所（トイレ等）での喫煙防止に役立てます。

■ セキュリティ－プランニング

昼間店舗向けモデルプラン一例

設置機器リスト

機能

パン（水平方向に旋回）・チルト（垂直
方向に旋回）・ズーム（拡大•縮小）する
ことで見たい映像を確実に撮ります。

夜間は常夜灯、異常を検知すると強力
な音や光で威嚇します。

ガラスが割られた時の振動をキャッチ
します。

赤外線LEDで夜間の撮影も対応。目立
たないデザインでお客様に威圧感を与
えません。

けたたましい音で侵入者を威嚇しま
す。

周辺温度と人間との温度差を検知しコ
ントローラに異常発生信号を送信しま
す。

高画質•長時間録画に対応するため、大容量のHDDを
搭載。各カメラ映像の録画フレーム数や解像度を個別
に設定することができます。インターネット回線を通じ
て事務所や工場を遠隔監視します。

10



夜間の店内の映像を記録に残すことで万一異常が発生した際の状況を
確認することができます。
インターネットの回線を通じて遠隔監視もでき、店舗管理にも役立ちます。

※この設置図はシステムの一例です。

屋外 赤外照明付 セキュリティ
熱線センサ ドームカメラ 金庫

電磁式 警報 デジタル IP
電気錠 ベル レコーダ 画像送信機

赤外照明付 熱線
カラーカメラ センサ

集音
マイク

リモコン

スピーカ

（第一・第二防犯対応） 通報機器

■ 夜間店舗向モデルプラン<<モバイル映像監視＋録画システム>>

敷地内・建物外周 受信制御器建物内部
（第三防犯対応）

11 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

屋外熱線センサ 店舗外周

電磁式電気錠 出入口

赤外照明付
カラーカメラ

正面出入口・通用
口・バックヤード・

搬出入口

赤外照明付
ドームカメラ

店内

警報ベル 壁面

熱線センサ 店内開口部付近

スピーカ 天井

セキュリティ金庫 事務室

デジタルレコーダ 事務室

リモコン
出入口や通用口

付近

IP画像送信機 事務室

セキュリティ－
コントローラ

事務室

■ セキュリティ－プランニング

夜間店舗向けモデルプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

高精度の屋外センサで侵入者をより確実に
検知し不審な動きには音や光で威嚇しま
す。夜間、店舗に不審者が近づいたら検知
しPCやモバイル端末に通報。

侵入者の不正行為（こじ開け）を検知
し、ブザーを鳴らします。またカメラの
録画トリガとしても利用できます。

赤外線LEDで夜間の撮影にも対応。存在感
のある筐体は侵入者への抑止効果となり
ます。夜間など暗い場所でも赤外照明で
はっきりと撮影することができます。

夜間など暗い場所でも、赤外照明で
はっきりと撮影することができます。

けたたましい音で侵入者を威嚇しま
す。

周辺温度と人間との温度差を検知し、
コントローラに異常発生信号を送信し
ます。

コンパクトで音質自慢の天井露出型ス
ピーカ。

各種センサや警報器に加え、カメラを接続することで、
画像監視システムを構築します。端末の機種や環境
により音声双方向通信が可能。異常があった時だけ
ではなく、PCやモバイル端末で外出先からでも店内の
様子を把握することができます。

JIS規格2時間耐火試験、急加熱•衝撃落下
試験合格品金庫に金庫傾斜警報、シリンダ
錠解錠警報、扉開警報のセキュリティ機能
搭載。
高画質•長時間録画に対応するため、大容量のHDDを
搭載。各カメラ映像の録画フレーム数や解像度を個別
に設定することができます。PCやモバイル端末で遠隔
監視をすることができます。

事務所の出入りロに設置をして、入退出時
にコントローラの警戒•解除操作が可能で
す。いつ、誰が警戒•解除操作を行ったか履
歴を残すことができます。

各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和基地局へ自動通報。警備員が駆けつけ
ます。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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昼夜24時間、営業中の店内の映像を記録します。
インターネット回線を通じて遠隔監視もでき店舗管理にも役立ちます。
特に映像に関してはレジまわりや商品陳列棚に対しての死角のない設置
が重要です。

※この設置図はシステムの一例です。

赤外照明付 警報 監視
カラーカメラ ベル カメラ

ガラス 熱線 IP
破壊センサ センサ 画像送信機

放火
監視センサ
デジタル
レコーダ

非常
押しボタン

■ コンビニ向モデルプラン<<常時映像監視＋モバイル映像監視＋録画システム>>

敷地内 建物外周 建物内部 受信制御器

リモコン

（第一防犯対応） （第二防犯対応） （第三防犯対応） 通報機器

13 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

赤外照明付
カラーカメラ

店舗正面外部

警報ベル 店舗正面

ガラス破壊センサ はめ込みガラス

監視カメラ 店内

熱線センサ 店内

放火監視センサ トイレ等死角箇所

デジタルレコーダ 事務室

非常押しボタン レジ回りや事務室

IP画像送信機 事務室

リモコン 事務室

セキュリティ
コントローラ

事務室

■ セキュリティ－プランニング

コンビニ向けモデルプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

赤外線LEDで夜間の撮影にも対応。存在感
のある筐体は侵入者への抑止効果となり
ます。夜間など暗い場所でも、赤外照明で
はっきりと撮影することができます。

けたたましい音で侵入者を威嚇しま
す。

ガラスが割られた時の振動をキャッチ
します。

監視用としての基本性能を重視した、屋内
用箱型カラーカメラです。
高画素•高解像度カメラを選択して、生産品
質に活かすことも可能です。

周辺温度と人間との温度差を検知しコ
ントローラに異常発生信号を送信しま
す。

3cmの炎を4m先で瞬時に検知、広範囲エリアを
確実に監視。音声警報を発すると同時に接点出
力する放火監視センサ。店舗内の死角となる場
所（トイレ等）での喫煙防止に役立てます。

高画質•長時間録画に対応するため、大容量のHDDを
搭載。各カメラ映像の録画フレーム数や解像度を個別
に設定することができます。インターネット回線を通じ
て事務所や工場を遠隔監視します。

身に危険を感じた時など、即時に外部
へ通報できます。

各種センサや警報器に加え、カメラを接続
することで、画像監視システムを構築しま
す。PC上でカメラを遠隔操作して店内の様
子を確認することができます。
事務所の出入りロに設置をして、入退出時
にコントローラの警戒•解除操作が可能で
す。いつ、誰が警戒•解除操作を行ったか履
歴を残すことができます。
各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和基地局へ自動通報。警備員が駆けつけ
ます。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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夜間は防犯システムによっで異常があった場合に自動通報し映像を残し
ます。
日中は映像で工程管理ができ記録に残すことで後日に確認をとることが
できます。

※この設置図はシステムの一例です。

センサ シャッタ 熱線
ライト センサ センサ

赤外照明付 シグナル 監視 セキュリティ－

カラーカメラ プロテクタ カメラ コントローラ
ビーム デジタル
センサ レコーダ

リモコン

（第一防犯対応） （第二防犯対応） （第三防犯対応） 通報機器

■ 工場向モデルプラン<<音声通報システム＋映像録画システム>>

敷地内 建物外周 建物内部 受信制御器

15 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

センサライト
製品搬出入口・玄

関等

赤外照明付
カラーカメラ

製品搬出入口・玄
関等

ビームセンサ
塀や門の内側等、

敷地内

シャッタセンサ シャッタ

シグナルプロテクタ
事務室周辺や出

入口付近等

熱線センサ
搬出入口内側や
倉庫、事務室・設
計室・研究室等

監視カメラ 工程内や倉庫等

デジタルレコーダ 事務室や守衛室

リモコン 従業員通用口等

セキュリティ
コントローラ

事務室や守衛室

■ セキュリティ－プランニング

工場向けモデルプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

人や車を感知し照明を点灯させます。
侵入者に対して強烈な威嚇効果を発
揮します。夜間は足元を照らします。

赤外線LEDで夜間の撮影にも対応。存在感
のある筐体は侵入者への抑止効果となり
ます。夜間など暗い場所でも、赤外照明で
はっきりと撮影することができます。

見えない警戒線が敷地内への侵入を
確実に検知します。

シャッタの内側にとりつけ、こじ開けな
どの侵入を検知します。

夜間は常夜灯、異常を検知すると強力
な音や光で威嚇します。

周辺温度と人間との温度差を検知しコ
ントローラに異常発生信号を送信しま
す。

監視用としての基本性能を重視した、屋内用箱型カ
ラーカメラです。高画素•高解像度カメラを選択して、生
産品質に活かすことも可能です。カメラで工程管理を
見守ることで、万一の際の証拠保全や内部犯行の抑
止につながります。
高画質•長時間録画に対応するため、大容量のHDDを
搭載。各カメラ映像の録画フレーム数や解像度を個別
に設定することができます。インターネット回線を通じ
て事務所や工場を遠隔監視します。

事務所の出入り口に設置をして、入退出時
にコントローラの警戒•解除操作が可能で
す。いつ、誰が警戒•解除操作を行ったか履
歴を残すことができます。
各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和基地局へ自動通報。警備員が駆けつけ
ます。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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センサとカメラを連動させ、外部からの侵入防止と同時に、非接触カード
を利用した入退管理の徹底を行います。
メガピクセルカメラ設置により、衛生・異物混入の監視以外に、過去に
遡った作業工程の不正や不備の確認にも活用でき、生産性の向上や
作業の効率化にもつながります。
※この設置図はシステムの一例です。

センサ シャッタ 監視
ライト センサ カメラ

赤外照明付 シグナル 赤外照明付 セキュイリティ

カラーカメラ プロテクタ ドームカメラ コントローラ
ビーム ガラス デジタル
センサ 破壊センサ レコーダ

リモコン

（第一防犯対応） （第二防犯対応） （第三防犯対応） 通報機器

■ 食品工場向モデルプラン<<音声通報システム＋映像録画システム>>

敷地内 建物外周 建物内部 受信制御器

17 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

センサライト
製品搬出入口・玄

関等

赤外照明付
カラーカメラ

製品搬出入口・倉
庫・玄関等

ビームセンサ
塀や門の内側等、

敷地内

シャッタセンサ シャッタ

シグナルプロテクタ
事務室周辺や出

入口付近等

ガラス破壊センサ はめ込みガラス

監視カメラ 工程内等

赤外照明付
ドームカメラ

応接室等

デジタルレコーダ 事務室や守衛室

リモコン 従業員通用口等

セキュリティ
コントローラ

事務室や守衛室

■ セキュリティ－プランニング

食品工場向けモデルプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

人や車を感知し照明を点灯させます。
侵入者に対して強烈な威嚇効果を発
揮します。

大型LEDの搭載で赤外線投光距離
50mを実現、夜間の撮影に力を発揮し
ます。

見えない警戒線が敷地内への侵入を
確実に検知します。

シャッタの内側にとりつけ、こじ開けな
どの侵入を検知します。

夜間は常夜灯、異常を検知すると強力
な音や光で威嚇します。

ガラスが割られた時の振動をキャッチ
します。

監視用としての基本性能を重視した、屋内用箱型カ
ラーカメラです。高画素• 高解像度カメラを選択して、
生産品質に活かすことも可能です。カメラで工程管理
を見守ることで、万ーの際の証拠保全や内部犯行の
抑止につながります。

赤外線LEDで夜間の撮影も対応。目立
たないデザインでお客様に威圧感を与
えません。

高画質•長時間録画に対応するため、大容量のHDDを
搭載。各カメラ映像の録画フレーム数や解像度を個別
に設定することができます。インターネット回線を通じ
て事務所や工場を遠隔監視します。

事務所の出入り口に設置をして、入退出時
にコントローラの警戒•解除操作が可能で
す。いつ、誰が警戒•解除操作を行ったか履
歴を残すことができます。
各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和基地局へ自動通報。警備員が駆けつけ
ます。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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遠隔地で人気のない場所の資材置場などの場合、早急に現場に到着
できない為に何より敷地内への侵入を拒む対応が重要となります。
異常が発生した場合は、パソコンやモバイル端末で様子を確認できる
ほか、警報機を遠隔操作して威嚇、侵入させないシステムです。

※この設置図はシステムの一例です。

シグナル シャッタ 熱線 キー
プロテクタ センサ センサ リモコン

ビーム 警報 IP
センサ ベル 画像送信機
屋外

熱線センサ
赤外照明付
カラーカメラ
PTZカメラ

（屋外ハウジング仕様）

（第一防犯対応） （第二防犯対応） （第三防犯対応） 通報機器

■ 資材置場向モデルプラン<<モバイル遠隔監視＋異常通報システム>>

敷地内 建物外周 建物内部 受信制御器

19 ※ アツミ電氣㈱の事例を引用しています。設計・施工・警備は㈱大和へご用命ください。



機器名称 機器画像 主な設置個所

シグナルプロテクタ 屋外

ビームセンサ
塀や門の内側等、

敷地内

屋外熱線センサ 危険箇所等

赤外照明付
カラーカメラ

屋外

PTZカメラ
（屋外ハウジング仕様）

屋外

シャッタセンサ シャッタ

警報ベル 屋内外

熱線センサ 屋内

キーリモコン 敷地の出入口

IP画像送信機 屋内

セキィリティー
コントローラ

屋内

■ セキュリティ－プランニング

資材置場向けプラン一例

設置機器リスト

群馬県沼田市榛名町４１０３番地
株式会社　大和

機能

夜間は常夜灯、異常を検知すると強力な音や光で威
嚇します。「警戒中」の文字を目立たせることで（夜間
は常夜灯として光ることでよリー層）、侵入者にセキュ
リティシステムが稼動していることを意識させ、抑止効
果を高めます。

見えない警戒線が敷地内への侵入を
確実に検知します。

高精度の屋外センサで侵入者をより確実に検知し加
えて音や光で威嚇します。日中は危険区域や立ち入
りを制限したい区域に人が近づいた時に、フラッシュ
の点滅と音で注意喚起ができます。

大型LEDの搭載で赤外投光距離50mを
実現、夜間の撮影に力を発揮します。

パン（水平方向に旋回）・チルト（垂直方向に旋回）・
ズーム（拡大•縮小）することで見たい映像を確実に撮
ります。PCやモバイル端末を使って遠隔監視•操作を
することで、異常があった時はもちろん、常時現場の
様子を確認することができます。

シャッタの内側にとりつけ、こじ開けな
どの侵入を検知します。

けたたましい音で侵入者を威嚇しま
す。

周辺温度と人間との温度差を検知し、
コントローラに異常発生信号を送信し
ます。

※ 一例は有線方式です。モバイル方式もご用意出来ますのでご相談ください。

敷地の出入り口に設置をして、入退出
時にコントローラの警戒•解除操作が可
能です。

各種センサや警報器に加え、カメラを接続
することで、画像監視システムを構築しま
す。端末の機種や環境により音声双方向
通信が可能。
各種センサや警報器と接続することで目的
に応じたセキュリティシステムを構築し㈱大
和基地局へ自動通報。警備員が駆けつけ
ます。

TEL：0278-22-9045／FAX：0278-22-9038
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ライフリズム機能により、一定時間が経過しても人の動きが検知されない
場合は自動的に登録先へ通報します。火災・ガス漏れなど万一の異常
発生時も自動的に登録先へ通報。お部屋に馴染むシンプルデザイン。
聞き取りやすいハンズフリー仕様です。

※この設置図はシステムの一例です。

■ 緊急通報装置<<エマーリンク>>

21



両手にたくさんの荷物で、手が使えないときも、FaceStationの前に立ち
どまり、顔を見せるだけでそのまま認証が完了します。
最大利用人数は10,000人ですので、IPﾈｯﾄﾜｰｸを利用することにより
勤怠管理等において、本社一括管理等経費削減にも役立ちます。
大和警備機器と連動させオンラインセキュリティ－の実現もできます。

■ 顔認証入退出管理システム<<SECURE・FaceStation>>

※ 詳細は裏面へ

22



㈱大和
00

㈱大和
タイプライタ
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生体認証の欠点を限りなく克服した"手の甲"静脈認証システムです。
認証精度はもちろん、スキャナ部に触れることがないので、汚れによる
誤認証を防ぎメンテナンスも容易です。
顔認証と同様に大規模ネットワークも実現でき経費削減にも。
大和警備機器と連動させオンラインセキュリティ－の実現もできます。

■ 静脈認証入退出管理システム<<VP-ⅡX>>

※ 詳細は裏面へ
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