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様様

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。貴社 す す 栄 お喜 申 げ す。
平素は、なにかとご厚情にあずかり誠にありがとうございます。

遠方にいながら建設現場が、パソコンや携帯電話で簡単に、見ることが出来る移動式ネット
ワ－クカメラ（モニタリングミックス）のご提案をさせて頂きます。

建設現場は、進捗状況に即し、カメラをたえず移動する必要があります。従来の建設現場カ
メラは、有線配線や無線ＬＡＮを使用しますが、建設現場進捗ごとに、カメラ移動に伴い、専
門技術者による 配線のやり直しや無線ＬＡＮアンテナ移動が必要な為 大変です。門技術者による、配線のやり直しや無線ＬＡＮアンテナ移動が必要な為、大変です。

モニタリングミックスは、建設現場担当者が置くだけで、瞬時にモニタリングできるシステム
装置です。建設現場の進捗確認・録画・ﾒｰﾙ通報など、目的あった使用ができます。

モニタリングミックスは、国の（経済産業省新連携承認）と宮崎県（経営革新承認）にて、
本装置を販売する事業として認定されました。ＦＯＭＡハイスピ－ド（ＨＳＤＰＡ）インタ－ネット
通信にて、広いエリア及びレスポンスのある動画を見ることが出来ます。

何卒、ご検討をお願い申し上げます。

敬 具



モニタリングミックス機能モニタリングミックス機能

ネ トワ クの知識が無くても インタ ネ ト網で全世界へ画像を配信するネットワークの知識が無くても、インターネット網で全世界へ画像を配信する
ことができます。

屋内外設計で、設置環境の心配はいりません。

移動式だから 置くだけで瞬時に画像を配信します移動式だから、置くだけで瞬時に画像を配信します。
撤去もそのまま持ち帰るだけ。

通信手段（ａｕ・ＦＯＭＡ・ＰＨＳ・無線・ブロードバンド）を選択できます。

ＤＤＮＳ ＡＳＰサ バ で 旅行先からモニタリングにてパ ンチルト操作ＤＤＮＳ・ＡＳＰサーバーで、旅行先からモニタリングにてパーンチルト操作
や４２倍ズームにて画面コントロール・録画検索もできます。

電源が無くても、バッテリや太陽電池でＯＫ

夜間照明の点灯や動力機器の運転停止をW b画面で操作夜間照明の点灯や動力機器の運転停止をWeb画面で操作



システムの概要

【モニタリングミッククス】

モニタリングミックス



携帯電話でのモニタリング バーコードリーダー携帯電話でのモニタリング バーコードリーダー

パ－ン・チルト

▼ﾃﾞﾓｶﾒﾗ
└実際にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾐｯｸｽ 夜間照明など

パ ン チルト
ズ－ムの制御

4← 2↑ 8↓ 6→
1P1 3P2 7P3 9P4

実際にﾓ ﾀﾘﾝｸ ﾐｯｸｽ

を体験できます｡

▼公開ｶﾒﾗ

遠隔制御もで
きます。

ＱＲコード
└全国の一般公開を

許可しているﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾐｯｸｽが見れます｡

▼専用ｶﾒﾗﾛｸﾞｲﾝ
└ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾐｯｸｽ登録者専用

となっています 一般の方となっています｡ 般の方
はご利用になれません｡



システム内容（携帯電話モニタリング）

SoftBankの携帯電話IPhonｅなら、パソコンと同じフルブラウザ
機能にて モニタリングミックスが動画です機能にて、モニタリングミックスが動画です。

※画像はハメコミです



オールインワン構造

ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ（ＨＳＤＰＡ）ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡ（ＨＳＤＰＡ）

ＡＵ（ＣＤＭＡ１/３Ｇ）

ＷＩＬＬＣＯＭ（ＰＨＳ）

イ－・モバイル（３Ｇ）

ブ ドバンド（光 ケ ブル ）ブロ－ドバンド（光・ケ－ブルＴＶ）

２台目カメラ（有線接続）２台目カメラ（有線接続）

夜間照明点灯制御

センサ－



カメラ仕様（全天候型）

● 解像度
● ズ－ム
● パ－ン

640×480・320×240・192×144ドット
42倍ズ－ム（光学21倍・デジタル2倍）
360度● パ ン

● チルト
● 対応照度
● 音声出力

360度
‐120度～０度（卓上）・0度～90度（天井）
カラ－ナイトビュ－ 0.09Lx
半2重双方向● 音声出力

● 音声入力
● 内部録画
● I/O制御

半2重双方向
外部マイク
ＳＤメモリ－４ＧＢ（68,00０／640×480）
入力２点 出力1点

天井設置

● I/O制御
● メ－ル転送
● アラ－ム範囲

入力２点・出力1点
３名同時転送（ﾒ‐ﾙｻ‐ﾊﾞ‐経由＝無限大）
入力２点・動作検知機能

● 設置方法
● 逆光補正
● スナップショット

天上・卓上 ワンタッチ切り替え
自働・手動対応
静止画保存ナッ シ ッ

● フォ－カス
● プリセット
● 自動リセット

静 画保存
自働・手動兼用
２０点設定
３６時間自動再起動卓上設置
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● 自動リセット
● ＩＰ管理機能

３６時間自動再起動
ハングアップ電源リセット



商品構成

設置環境にて、機種＋スタンド＋電源＋リレ－装置を選択して下さい

カメラ名称 仕 様 スタンド 電源装置 リレ 装置カメラ名称 仕 様

１２段階４２倍ズーム
パン 大３６０度

スタンド 電源装置 リレー装置

パン 大３６０度
チルト 大１２８度
外形寸法
幅２３０×高さ２３０×奥行２３０
壁面 電柱取付金具壁面・電柱取付金具ＭＩＣ４２１

１０倍デジタルズ ム

ＭＩＣＳＴ０１ ＭＩＣＰＳ０２

ＭＣＲＹ０１
１０倍デジタルズーム
パン 大１７４度
チルト 大１０５度
外形寸法

ＭＩＣ１０１

幅１８０×高さ１６５×奥行３００
壁面・電柱取付金具

ＭＩＣＳＴ０２ ＭＩＰＳ０１



モバイルカード別比較表

会社名

FOMA（HSDPA） ＡＸ４２０WO５Ｋ

カード名

Ｄ０２ＮＥ

通信速度
上り

送信 大 1.8Mbps
受信 大 3.1Mbps

送信 大 128kbps
受信 大 204Kbps

送信 大 384kbps
受信 大 7.2Mbps
８月より（送信 1.1Mbps）

送信 大 384kbps
受信 大 7.2Mbps

規制事項
一定時間内に大量の
データー通信が発生した
場合、速度制御

無し 無し
一定時間内に大量の
データー通信が発生した
場合、速度制御

料金/月
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ

定額（使い放題）
５,６７０＋９４５＝
￥６,６２０

定額（使い放題）
３,８８０＋１,５００＝
￥５,４５５

定額制(使い放題）
￥６,５００（２年契約）
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ‐込

定額（使い放題）
￥４,９８０（2年契約）
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ‐込

購入
ポイント

通信エリアも広く、
ハイスピードであり、
料金も安いが、
モニタリング中に、
速度規制 遅くなる

ＰＨＳの為、通信エリアが
狭い、通信状態は安定し
ており、エリア内では×４
で１２８ｋｂｐｓ通信

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ接続費無料
月額料金は一番安い
が、エリアが狭い

通信エリアも広く、
ハイスピードであり、
安定している。
モニタリング中に
接続規制がある速度規制で遅くなる 接続規制がある



設置方法は自由自在 Assisｔ設置方法は自由自在

目的選択（移動・固定） 建設現場環境にて選択して下さい目的選択（移動・固定） 建設現場環境にて選択して下さい。

移動式提案 固定式提案

通信方法
●ＱＴＮet BBIQ

通信方法
●ＦＯＭＡ（HSDPA）

移動式提案 固定式提案 ADSL
CATV

●au / KDDI
●WILLCOM
●ＳｏｆｔＢａｎｋ

ＱＴＮｅｔ BBIQＱＴＮｅｔ BBIQ
ADSL
CATV

無線 有線のヒアリング無線・有線のヒアリング
現場調査必要



モニタリングミックスＭＩＣ４２１の設置方法

カメラ高さより下を見る場合 カメラ高さより上を見る場合

カメラより上部・下部を見る場合には、天井・卓上で簡単
に、カメラが引っくり返ります。



建設レンタル業種様への提案

建設現場カメラは、カメラの固定・配線・録画
バ やイ タ ネ タ 設置サ－バ－やインタ－ネット用ル－タ－の設置

調整が大変です。
モニタリングミックスは、パソコン知識が無い
現場担当者でも、置くだけです。

かんたんですねAssisｔ



高速モバイルインタ－ネット接続＋自動リセット機能（１回/日）

ＮＴＴドコモ ＦＯＭＡハイスピ－ド 全国エリア対応

3.5G/HSDPA
下り 大7.2Mbps
登り 大384kbps

ランニングコスト（利用料金）
定額プラン（使い放題・パケット規制無し）定額プラン（使い放題 パケット規制無し）
法人契約（ＩＳＰ料金込）
月額￥６,５００－



建設現場推奨構成

+ ++ +

ＭＩＣ421（ズ－ム対応） 専用スタンド 足場用金具



購入手順

機種選択 （ MIC421・MICST01・他 注文書 ）

申込書

通信カード申し込み ＨＳＤＰＡ（ハイスピ－ドＦＯＭＡ法人契約）ＨＳＤＰＡ（ イスピ ドＦＯＭＡ法人契約）

アシストユウにて、設定調整 共立電機製作所検査・梱包・発送

販売店様より納品・操作説明 ＋販売店様より納品 操作説明 ＋ ＋ ＋



ミックスサーバー契約内容 http://www.monitakun.com/

ＩＤ・パスワードでログイン

カメラ選択モニタリングカメラ選択モニタリング
録画映像ビュアー

月額サーバー管理費が必要です月額サーバー管理費が必要です。
ＤＤＮＳ管理費＋録画サービス（１０分間隔録画）保存1ｹ月間
月額 ￥２,５００－（自動引き落とし）

※ オプションサービス 録画時間・保存期間（別紙参照）



ミックスサーバーオプションサービス （ＤＤＮＳ＋録画保存期間）

保存期間 保存期間 保存期間
録画時間

保存期間
１ケ月

保存期間
２ケ月

保存期間
３ケ月

５分間隔 ５,０００円／月 ８,０００円／月 １０,０００円／月

３分間隔 １０ ０００円／月 １３ ０００円／月３分間隔 １０,０００円／月 １３,０００円／月

１分間隔 ２０,０００円／月

※ １分以下の録画は営業相談となります※ １分以下の録画は営業相談となります。



建設現場監視

● 構造計算書偽造事件から、建築業界全体が信用回復手段にカメラを使用しています。

● 総合評価落札方式導入や品質管理（モニタ カメラ設置）が必要とされています● 総合評価落札方式導入や品質管理（モニターカメラ設置）が必要とされています。

● 建設現場は、施工状況により、カメラ移動が大変です。

● 施主サービス・中古住宅情報提供等の 短期的画像配信に適しています● 施主サ ビス 中古住宅情報提供等の、短期的画像配信に適しています。
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施工方法の品質表示

構造計算書偽造事件から、建築業界全体が信用回復に努めています。

信用回復の手段として、監視カメラを使用したシステム等が検討されており、ＮＨＫニュースでも、大手

ゼネコンが建設現場状況をカメラにて撮影し動画にて提供している状況が報道されていました。

しかし建設現場ごとに、インターネット回線及びカメラ用ＬＡＮケーブル施工を必要としており、時間と費

用がかかります また全ての画像を提供する為には カメラの移動管理が必要となり 現場に即しており用がかかります。また全ての画像を提供する為には、カメラの移動管理が必要となり、現場に即しており

ません。弊社の移動式ネットワークカメラは、ａｕ・ＰＨＳ・ＦＯＭＡエリアであれば、設置するだけで、瞬時

に画像を配信し、パソコン・携帯電話にてモニタリング出来ます。

もちろん パスワードにてセキュリティ対策も万全です。

建築現場が見える

（サービス）

施主が自宅・会社から建築工程をリアルタイム

に確認・カメラアングルも遠方操作できます。に確認 カメラアングルも遠方操作できます。

（管 理）

工務店様にて、夜間・休日に 社内パソコンにて

現場監視録画が出来ます現場監視録画が出来ます。

（作業工程確認）

施工業者様が、建築工程確認し資材搬入等の確認が出来
ますます。



カメラ設置場所

タワークレーン (Tower Crane) は、建設現場で使用される昇降可能な仮設揚重機。

タワ クレ ンの下部にカメラを取り付けると 有線 無線タワークレーンの下部にカメラを取り付けると、有線・無線
では、階数が上がる度に、配線の変更が必要です。
モニタリングミックスならば、電源も２００Ｖから降圧ユニット
変換 も 定変換で１００Ｖ、通信方法もａｕ・ＰＨＳで定額通信できます。
１台のモバイルカードで、２台カメラ画像配信 ３６０度監視

２００Ｖ



建設現場モニタリング （カメラを数台同時に接続できます）

インターネット接続

LANケーブルLANケ ブル
（１００ｍ以内）

※ カメラ間ＬＡＮケーブルの長さは、１００ｍ以内です。



モニタリングミックスの回線接続方法

Ｉ／Ｏポート（照明リレー装置へ）

電源（１００Ｖ）入力

モバイルカード挿入口

２番手カメラへ（ＬＡＮ）
無線ブリッジ
メンテナンス用パソコン

ＷＡＮ（光・ADSL・CAＴＶ）

モニタリングミックス裏面

（光 ）



モニタリングミックスＭＩＣ４２１＋センサ－ライト

足場取付金具

ポ－ル用金具
ＳＵＳ３０４
MIC421STMIC421ST

●ライトヘッド部可動
●点灯時間 約5秒～5分(可変)
●警鳴時間 チャイム2回(約5秒) アラーム(約30秒)

チャイム・アラームはライトの点灯に連動
●●AC100V
●組み合わせ適応機種 チャイムCA‐45・CA‐302他(別売)

希望小売価格 12,600円 （税抜12,000円)
本体：224(H)×300(W)×129(D)mm 1.59kg 



侵入者通報システム

不審者侵入すると、ＬＰ‐3200センサ－ライト点灯し、カメラが、侵入口（１ケ所固定）に、
移動し携帯電話へ通報メール（画像付）を送ります。
通報メール後 担当者は 携帯電話・パソコンにて侵入現場を確認する

警報用ケーブル（20ｍ）無電圧接点警報

通報メ ル後、担当者は、携帯電話 パソコンにて侵入現場を確認する

警報用ケーブル（20ｍ）無電圧接点警報

100V

屋外センサ－ライト LP‐3200

携帯電話

不審者警報
・・・・・現場

3名まで警報文面・写真を送れます。



カメラ設置建物内で録画する場合のパソコン用録画ソフト

ネットワ クカメラ専用録画ビュ アソフトネットワークカメラ専用録画ビューアソフト

ＭＰＥＧ－４／ＪＰＥＧでの録画・録音が可能

ＢＢ－ＨＮＰ１５

希望小売価格
59,800円（税別）

構内ＬＡＮであれば １秒間６枚の録画ができます構内ＬＡＮであれば、１秒間６枚の録画ができます。
録画再生は、構内ＬＡＮの範囲です。録画費用は、導入時のソフト＋パソコン代金です。

バ 旅 境 が ば 全ミックスサーバーは、旅行先で、インターネット環境・携帯電話があれば、全世界から
モニタリング及び録画を見ることができます。
録画ソフト＋ミックスサーバーを兼用すると、より便利になります。



現場事務所にブロードバンド環境有り・現場間を無線ＬＡＮ

現場事務所 建設現場
無線LAN

現場事務所 建設現場

ＯＮＵ

光

大伝送距離４ｋｍ

光

ルーター

ＮＡＴ カメラ設定が必要ですＮＡＴ・カメラ設定が必要です。



現場事務所にブロードバンド環境有り・全体を無線ＬＡＮ

※ 建物に無線通信状態が影響されます。

現場事務所 建設現場

無線LAN（屋外）

ＳＢ５１０ＥＡ＋
現場事務所 建設現場

ＯＮＵ

光
無線ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ追加

ＳＢ５１０ＥＡ＋
無指向性アンテナ

光

ルーター

ＮＡＴ カメラ設定が必要ですＮＡＴ・カメラ設定が必要です。



費用計算

イニシャルコスト ( 耐用年数 5年 ） 保障１年

MIC421・MIC101 販売価格
￥販売店価格

ランニングコスト （ 毎月 ）

法人契約（ハイスピ－ドＦＯＭＡ）
￥6,500

DDNS＋録画サ－ビス
基本サ－ビス ￥2,500

￥９,000
基本サ ,



販売事例紹介

宮崎県中部港湾事務所

設置 ２００８年３月２５日 通信方法 （光・ＡＵ兼用）

（ 宮崎県トライアル購入事業者認定 ）

マリ－ナ３階監視室に通常設置、船舶の管理録画をおこなっていま
す。外国船入港のときは、本装置を取り外しＡＵカードにて、２ｋｍ先

停泊場へ移動し、外国船監視を行う。

＊＊＊＊工業株式会社 （静岡県沼津市）

設置 ２００８年５月１日 通信方法 （ＡＵ）

静岡県御前崎市にある養豚場汚水処理施設にカキの貝殻を使用
した 汚水処理 程の 値及びバ キ処理 程の保守に運用した、汚水処理工程のPh値及びバッキ処理工程の保守に運用
汚水処理工程が安定したら、別の現場へ移動する

株式会社＊＊電気 （ 埼玉県 ） 石田データサ－ビス販売

設置 ２００８年４月２８日 通信方法 （ＡＵ）

埼玉県内の電気工事現場に設置する

年間７００万円以上の電線や工具・材料の盗難と資材ゴミの投棄が
多く 録画モニタリング及びセンサ－ライト連動にて 携帯電話メ－多く、録画モニタリング及びセンサ－ライト連動にて、携帯電話メ－
ル通報を担当者３名に配信する。

30



ご清聴有難うございました

販売代理店様募集中です

開発元 株式会社 アシストユウ
宮崎県宮崎市新別府町前浜1401 30宮崎県宮崎市新別府町前浜1401‐30
Ｔｅｌ ０９８５－８３－４２１７

製造元 株式会社 共立電機製作所
宮崎県宮崎市赤江飛江田７９７番地宮崎県宮崎市赤江飛江田７９７番地

Ｔｅｌ ０９８５－５３－６１２１


