
IKE53A1912-SZ1

Ikegami Corporate Profile

私たちは、意思決定・判断の基軸となる価値観を「顧客満足」に置いています。お客様の抱える課題を

開発の源泉であると考え、核となる「IP&T技術」と関連技術とを融合し、機能・性能を具現化することで、

ソリューションを行う5つの事業を展開し「お客様が満足する製品やサービス」を提供していきます。

IP&T Solution

Ikegamiのサービスフロー お客様の課題解決を目指して

Focus on the IP&T Solution

５つの分野で、
社会の課題をつぎつぎと。

技術動向を常に視野に入れた
研究開発を進めています。IP&T
技術を核とし、各種ニーズに適合
した機能技術の確立まで広範な
範囲を網羅しています。

製造拠点であるシステムセンター
／プロダクトセンターの他、営業
本部、調達センター等で厳格な

「品質マネジメントシステム国際
規格ISO9001」を取得しています。

製  造 営  業 保守・サービス研 究 開 発

課題解決のため「映像技術の
プロ」として培ったノウハウを元に
ご提案します。高度な映像システ
ムのご要請には、SI力を活かし
システム構築をサポートします。

「顧客満足」を目指し、製品・シス
テムを常に安 心して使 用して
いただくために、グループ一体と
なり、CRM（顧客管理）体制を
強化しています。
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■ Ikegami Electronics(U.S.A.),Inc.
● Headquarters (New Jersey) : 300 Route 17 South, Mahwah, NJ 07430 USA
　TEL:(+1)201-368-9171　FAX:(+1)201-569-1626

● West Coast Office (California) : 19401 S. Vermont Ave Suite D200B Torrance, CA 90502
　TEL:(+1)310-297-1900　FAX:(+1)310-536-9550

● South west Office (Texas) : 773 Bearden Waxahachie, TX 75167 USA　
　TEL:(+1)972-869-2363　FAX:(+1)972-556-1057

● South east Office (Florida) : 2501 West Hillsboro Blvd. #104, Deerfield Beach, FL 33442 USA　
　TEL:(+1)954-571-7177　FAX:(+1)954-571-7760

■ Ikegami Electronics(Europe)GmbH
● Headquarters (Germany ) : Ikegami Strasse 1, 41460 Neuss, Germany　
　TEL:(+49)02131-1230　FAX:(+49)02131-102820

■ Ikegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.
● Headquarters (Singapore) : 1 Tampines Central5, ♯06-04 CPF Tampines Building, Singapore 529508
　TEL:(+65)6260-8820   FAX:(+65)6260-8896

■ 池上北京事務所
● 北京市朝陽区東四環中路４１号嘉泰国際大厦A座823-824　TEL/FAX:(+86)10-8571-0350

■ 本 社
　〒146-8567　東京都大田区池上5-6-16
　TEL：03-5700-1111（大代）　FAX：03-5700-1137

■ 営業本部
　〒146-8567　東京都大田区池上5-6-16
　TEL:03-5748-2211（代）　FAX:03-5748-2200

● 大阪支店
　〒564-0052 大阪府吹田市広芝町９－６ 第1江坂池上ビル
   TEL:06-6389-4466（代）　FAX:06-6389-4477

● 名古屋支店
   〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘１－１５０６ 加藤第2ビル
   TEL:052-705-6521（代）　FAX:052-705-6523

● 福岡営業所
   〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南３－７－１０ STビル4F
   TEL:092-451-2521（代）　FAX:092-473-9214 

● 仙台営業所
   〒983-0869 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-14 富士フイルム仙台ビル6F
   TEL:022-292-2420（代）　FAX:022-292-2423

● 札幌営業所
   〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東１－３ パークイースト札幌8F
   TEL:011-231-8218（代）　FAX:011-271-7801

［国内営業所］ ［GLOBAL NETWORK］

www.ikegami.co.jp/

ISO 9001認証 ISO14001認証
JQA-0755
プロダクトセンター
システムセンター
調達センター
営業本部
テクノイケガミ

本社
プロダクトセンター
システムセンター

JQA-EM3888
JIS Q 9100認証

プロダクトセンター
調達センター
公共営業第1部
テクノイケガミPC技術
海上自衛隊の航空機において使用
する電子機器（HQHシリーズ）、
及びそれらの付属機器の設計・開発、
製造及び付帯サービス

JQA-AS0156

Focus on the Solution
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スポーツ医療にも力を入れる慶友
整形外科病院様。創立４０周年を機
に新築移転によって完成した手術
室では、Ikegamiの術野カメラが活
躍しています。５つある手術室の映
像を一括管理し、全てのスタッフが
効率よく動くための手助けをしてい
ます。

慶友会　慶友整形外科病院様

神奈川県藤沢駅北口のバスターミ
ナルを越えた先にある、東西350m
に及ぶ柳通り商店街。商店街の
安全を見守るのは、屋外ハウジン
グに収納された Ikegamiの監視
カメラ。日中、夜間、店舗を訪れる
お客様の安全・安心を見守り続け
ています。

協同組合 柳通り睦会様

ソリューション事例

TBS様が新設された「Gスタジオ」にIkegamiの4Kシステムカ
メラUHK-430を納入しました。テレビ、ラジオ、更にはインター
ネット配信などの放送形態にマルチに対応している「マルチユー
ススタジオ」として将来的な拡張性を評価していただきました。
実際に使用するカメラマンの方からも高い評価を頂いています。

株式会社TBSテレビ様

市街地の安全を見守る手段として
望楼監視があります。街全体が
見渡せる高所に設置される監視
カメラには高倍率のズームレンズ
を搭載。集中監視ルームでカメラの
動きを遠隔制御し（上下左右、
ズーム）地域の安全を見守り続け
ています。

各官公庁、地方自治体様

福井県にある清間第一工場では、
最新鋭の錠剤検査装置TIE-9500
が稼働。錠剤を2列搬送し、1錠1錠
の外観（きず、汚れ等）を漏れなく
チェックするスピードは１時間当たり
最大60万錠。高いレベルでの品質
保証要請に応えました。

小林化工株式会社様

私たちは、主たる事業領域を「放送/公共/セキュリティ/医療/検査」の5つに区分することで、

お客様の課題を明確化していきます。

一方、課題解決のためには、担当事業領域を超え、Ikegamiグループ全体の

映像・伝送・処理等に係る叡智を結集させること、そして各業界に長く携わる者の責務として

関係各社と築き上げてきたネットワークも駆使し、常にお客様に最適なソリューションを提供することも忘れません。

映像技術のプロであり続ける Ikegamiの提案と実行力にご期待ください。

マーケットの課題に真摯に応える
多彩な製品とソリューション

Focus on the 5 domains

日本のみならず世界中の放送局で活躍するIkegamiブラ

ンド。放送局にとってなくてはならないメーカーとして、常に

最新技術を駆使した製品の開発に力を注いでいます。こ

れからも、お客様のご要望に応えるため、最新技術を駆使

したソリューションを提案していきます。

常に求められる最新技術を世界へ
製品事例

世界中の放送局・イベント中継で活躍する
放送用カメラ。各国・各局多彩な要求に
応えるため、機能・性能を強化した製品ライ
ンアップを展開します。

ソリューション事例

Broadcast System’s mission

放 送 事 業

手術顕微鏡やオペ室無影灯に設置される小型カメラなど

のカメラシステムは国内シェアトップ。医療現場に求めら

れる確かな性能とドクターの意向を形にした機能・運用

スタイルで、実績を積み重ねました。今後は欧米・アジア

地域での浸透を目指していきます。

医療現場の実績こそ信頼の証
開発事例

製品事例

災害時のヘリコプターによるテレビ中継
システム。ヘリを自動追尾し、現場映像を
伝える技術は、防衛省、消防、警察、海上
保安庁で活用されています。

Focus on the IP&T

Ikegamiの最先端テクノロジー

撮像は映像技術の原点です。培ってきた
ノウハウを活かし、顧客ニーズに合ったカメ
ラバリエーションを開発力と生産技術で
生み出しています。

撮 像 - Image - 伝 送 - Transmission -

空撮するヘリコプターの位置情報を基に
映像を受信する自動追尾システムなど、
報道だけでなく防災システムの一助として
も伝送技術は活かされています。

番組制作の中枢機器デジタルスイッチャを
はじめ、画像処理技術の活用範囲は幅広
く、薬（錠剤）など各種検査装置としての
応用も期待されています。

画 像 処 理 - Process -

社会基盤やビジネス環境を支える映像技術は絶え間なく高度化し続け、その活用範囲を広げています。

常に最先端のテクノロジーを追求し、お客様の様々なご要望に応え続けてきた Ikegamiが研ぎ澄ます“フォーカス”は何か。

私たちはその解をIP&T（ Image：撮像、Process：画像処理、Transmission：伝送）と定めました。

核となる I,P,Tそれぞれの技術を昇華させ、あるいは周辺・関連技術と融合させることが、

真にお客様が求めるソリューションに繋がる道であると私たちは考えます。

「夢を形にする企業であり続けたい。」それが「映像技術のプロ」であり続ける私たちの願いです。

IP&T

映像技術を、
新たな価値に。

Image

Process Transmission

高所から街を俯瞰する大規模な映像監視には伝送技

術・制御技術を投入したシステム構築が必須です。都市

防災機能の強化が求められる今、交通流監視・街頭・

鉄道・港湾で築いた総合SI力を強化し、災害時での

迅速で正確な情報共有をサポートします。

災害時等に正確な状況を迅速に伝える

Public Solution’s mission

公 共 事 業

Security Solution’s mission

セキュリティ事業

状況を「見る」ことだけに活用されていた監視カメラは、

記録、システム化、ネットワーク化へと変遷。画質の向上と

ともに、各種センサや画像処理技術と連動させ、多様な

ニーズにSI力で応える時代を迎えました。セキュリティに

係る広範な技術動向を集約し、提案していきます。

安全・安心のためのシステムを提供する
製品事例

モノ作りの最終段は出荷前検査。不良品防止のための

品質チェックの精度が求められます。Ikegamiは画像

処理技術を核としてアプローチしています。外観検査

装置の実績は、薬（錠剤、カプセル、顆粒）を始め、容器、

金属箔など多彩です。

常に高品質をお届けするために
製品事例

Ikegamiの検査事業の代表格は錠剤検査
装置です。高度な画像処理技術、高速
搬送技術、新設計の光学システムなど
新技術を採用しています。

Medical Solution’s mission

医 療 事 業

Inspection Solution’s mission

検 査 事 業

ソリューション事例 ソリューション事例

ソリューション事例

一般財団法人NHKエンジニアリングシス
テム様と共同開発した世界最小の医療用
8K解像度カメラ。小型、軽量化したことで、
手持ちでの運用も可能になりました。

複数台のネットワークレコーダをＶＰＮや光ファイ
バーケーブルを介してＬＡＮを構築し、統合管理ソ
フトウェアにより制御・監視することで、最大2000
台のカメラによる監視システムの構築が可能です。
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最大60万錠。高いレベルでの品質
保証要請に応えました。

小林化工株式会社様

私たちは、主たる事業領域を「放送/公共/セキュリティ/医療/検査」の5つに区分することで、

お客様の課題を明確化していきます。

一方、課題解決のためには、担当事業領域を超え、Ikegamiグループ全体の

映像・伝送・処理等に係る叡智を結集させること、そして各業界に長く携わる者の責務として

関係各社と築き上げてきたネットワークも駆使し、常にお客様に最適なソリューションを提供することも忘れません。

映像技術のプロであり続ける Ikegamiの提案と実行力にご期待ください。

マーケットの課題に真摯に応える
多彩な製品とソリューション

Focus on the 5 domains

日本のみならず世界中の放送局で活躍するIkegamiブラ

ンド。放送局にとってなくてはならないメーカーとして、常に

最新技術を駆使した製品の開発に力を注いでいます。こ

れからも、お客様のご要望に応えるため、最新技術を駆使

したソリューションを提案していきます。

常に求められる最新技術を世界へ
製品事例

世界中の放送局・イベント中継で活躍する
放送用カメラ。各国・各局多彩な要求に
応えるため、機能・性能を強化した製品ライ
ンアップを展開します。

ソリューション事例

Broadcast System’s mission

放 送 事 業

手術顕微鏡やオペ室無影灯に設置される小型カメラなど

のカメラシステムは国内シェアトップ。医療現場に求めら

れる確かな性能とドクターの意向を形にした機能・運用

スタイルで、実績を積み重ねました。今後は欧米・アジア

地域での浸透を目指していきます。

医療現場の実績こそ信頼の証
開発事例

製品事例

災害時のヘリコプターによるテレビ中継
システム。ヘリを自動追尾し、現場映像を
伝える技術は、防衛省、消防、警察、海上
保安庁で活用されています。

Focus on the IP&T

Ikegamiの最先端テクノロジー

撮像は映像技術の原点です。培ってきた
ノウハウを活かし、顧客ニーズに合ったカメ
ラバリエーションを開発力と生産技術で
生み出しています。

撮 像 - Image - 伝 送 - Transmission -

空撮するヘリコプターの位置情報を基に
映像を受信する自動追尾システムなど、
報道だけでなく防災システムの一助として
も伝送技術は活かされています。

番組制作の中枢機器デジタルスイッチャを
はじめ、画像処理技術の活用範囲は幅広
く、薬（錠剤）など各種検査装置としての
応用も期待されています。

画 像 処 理 - Process -

社会基盤やビジネス環境を支える映像技術は絶え間なく高度化し続け、その活用範囲を広げています。

常に最先端のテクノロジーを追求し、お客様の様々なご要望に応え続けてきた Ikegamiが研ぎ澄ます“フォーカス”は何か。

私たちはその解をIP&T（ Image：撮像、Process：画像処理、Transmission：伝送）と定めました。

核となる I,P,Tそれぞれの技術を昇華させ、あるいは周辺・関連技術と融合させることが、

真にお客様が求めるソリューションに繋がる道であると私たちは考えます。

「夢を形にする企業であり続けたい。」それが「映像技術のプロ」であり続ける私たちの願いです。

IP&T

映像技術を、
新たな価値に。

Image

Process Transmission

高所から街を俯瞰する大規模な映像監視には伝送技

術・制御技術を投入したシステム構築が必須です。都市

防災機能の強化が求められる今、交通流監視・街頭・

鉄道・港湾で築いた総合SI力を強化し、災害時での

迅速で正確な情報共有をサポートします。

災害時等に正確な状況を迅速に伝える

Public Solution’s mission

公 共 事 業

Security Solution’s mission

セキュリティ事業

状況を「見る」ことだけに活用されていた監視カメラは、

記録、システム化、ネットワーク化へと変遷。画質の向上と

ともに、各種センサや画像処理技術と連動させ、多様な

ニーズにSI力で応える時代を迎えました。セキュリティに

係る広範な技術動向を集約し、提案していきます。

安全・安心のためのシステムを提供する
製品事例

モノ作りの最終段は出荷前検査。不良品防止のための

品質チェックの精度が求められます。Ikegamiは画像

処理技術を核としてアプローチしています。外観検査

装置の実績は、薬（錠剤、カプセル、顆粒）を始め、容器、

金属箔など多彩です。

常に高品質をお届けするために
製品事例

Ikegamiの検査事業の代表格は錠剤検査
装置です。高度な画像処理技術、高速
搬送技術、新設計の光学システムなど
新技術を採用しています。

Medical Solution’s mission

医 療 事 業

Inspection Solution’s mission

検 査 事 業

ソリューション事例 ソリューション事例

ソリューション事例

一般財団法人NHKエンジニアリングシス
テム様と共同開発した世界最小の医療用
8K解像度カメラ。小型、軽量化したことで、
手持ちでの運用も可能になりました。

複数台のネットワークレコーダをＶＰＮや光ファイ
バーケーブルを介してＬＡＮを構築し、統合管理ソ
フトウェアにより制御・監視することで、最大2000
台のカメラによる監視システムの構築が可能です。
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私たちは、意思決定・判断の基軸となる価値観を「顧客満足」に置いています。お客様の抱える課題を

開発の源泉であると考え、核となる「IP&T技術」と関連技術とを融合し、機能・性能を具現化することで、

ソリューションを行う5つの事業を展開し「お客様が満足する製品やサービス」を提供していきます。

IP&T Solution

Ikegamiのサービスフロー お客様の課題解決を目指して

Focus on the IP&T Solution

５つの分野で、
社会の課題をつぎつぎと。

技術動向を常に視野に入れた
研究開発を進めています。IP&T
技術を核とし、各種ニーズに適合
した機能技術の確立まで広範な
範囲を網羅しています。

製造拠点であるシステムセンター
／プロダクトセンターの他、営業
本部、調達センター等で厳格な

「品質マネジメントシステム国際
規格ISO9001」を取得しています。

製  造 営  業 保守・サービス研 究 開 発

課題解決のため「映像技術の
プロ」として培ったノウハウを元に
ご提案します。高度な映像システ
ムのご要請には、SI力を活かし
システム構築をサポートします。

「顧客満足」を目指し、製品・シス
テムを常に安 心して使 用して
いただくために、グループ一体と
なり、CRM（顧客管理）体制を
強化しています。
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■ Ikegami Electronics(U.S.A.),Inc.
● Headquarters (New Jersey) : 300 Route 17 South, Mahwah, NJ 07430 USA

TEL:(+1)201-368-9171　FAX:(+1)201-569-1626

● West Coast Office (California) : 19401 S. Vermont Ave Suite D200B Torrance, CA 90502
TEL:(+1)310-297-1900　FAX:(+1)310-536-9550

● South west Office (Texas) : 773 Bearden Waxahachie, TX 75167 USA
TEL:(+1)972-869-2363　FAX:(+1)972-556-1057

● South east Office (Florida) : 2501 West Hillsboro Blvd. #104, Deerfield Beach, FL 33442 USA
TEL:(+1)954-571-7177　FAX:(+1)954-571-7760

■ Ikegami Electronics(Europe)GmbH
● Headquarters (Germany ) : Ikegami Strasse 1, 41460 Neuss, Germany

TEL:(+49)02131-1230　FAX:(+49)02131-102820

■ Ikegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.
● Headquarters (Singapore) : 1 Tampines Central5, ♯06-04 CPF Tampines Building, Singapore 529508

TEL:(+65)6260-8820   FAX:(+65)6260-8896

■ 池上北京事務所
● 北京市朝陽区東四環中路４１号嘉泰国際大厦A座823-824　TEL/FAX:(+86)10-8571-0350

■ 本 社
〒146-8567　東京都大田区池上5-6-16
TEL：03-5700-1111（大代）　FAX：03-5700-1137

■ 営業本部
〒146-8567　東京都大田区池上5-6-16
TEL:03-5748-2211（代）　FAX:03-5748-2200

● 大阪支店
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町９－６ 第1江坂池上ビル
TEL:06-6389-4466（代）　FAX:06-6389-4477

● 名古屋支店
 〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘１－１５０６ 加藤第2ビル
TEL:052-705-6521（代）　FAX:052-705-6523

● 福岡営業所
 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南３－７－１０ STビル4F
 TEL:092-451-2521（代）　FAX:092-473-9214

● 仙台営業所
 〒983-0869 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-14 富士フイルム仙台ビル6F
TEL:022-292-2420（代）　FAX:022-292-2423

● 札幌営業所
 〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東１－３ パークイースト札幌8F
TEL:011-231-8218（代）　FAX:011-271-7801

［国内営業所］ ［GLOBAL NETWORK］

www.ikegami.co.jp/

ISO 9001認証 ISO14001認証
JQA-0755
プロダクトセンター
システムセンター
調 達 センター
営 業 本 部
テクノイケガミ

本社
プロダクトセンター
システムセンター

JQA-EM3888
JIS Q 9100 認証
JQA-AS0156
プロダクトセンター
調 達 センター
公 共 営 業 部
テクノイケガミP  C  技 術  部,、
海上自衛隊の航空機において使用す
る電子機器（HQHシリーズ）、及びそ
れらの付属機器の設計・開発、製造及び
付帯サービス

Focus on the Solution
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