Canon
NVS Forum 2017
ごあいさつ
謹啓
清秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜わり深く御礼申し上げます。
さてこの度、キヤノンマーケティングジャパンでは、本年5月に引き続き、ネットワークカメラの製品・ソリュー
ション総合展示会「Canon NVS Forum 2017 秋」を開催いたします。
最新のハードウェアからキヤノンのイメージング技術とITを最適な形で組み合わせたソリューションを数多く
展示いたします。
ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひともご来場くださいますようご案内申し上げます。
謹白
2017年10月吉日
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
NVS営業推進本部 本部長
高木 豊彰

開催概要

2017 11 9

10

日時：
年
月
日（木）
日（金）
開 場：10:00-17:00（10日は 10:00～16:30）
受付開始：9:45-

場所：

キヤノン S タワー ホールS
東京都港区港南2-16-6 3F

内容 ：ネットワークカメラによる映像ソリューションの展示とセミナー、
最新の各種ハードウエアのご紹介

Seminar Schedule

事前予約制 定員30名

10:30～11:15

13:30～14:15

＜クラウドによる来店者属性と感情の解析について＞
（講師：株式会社アロバ）

11月9日
（木）

S-01

ネットワークカメラの導入においては、単なる監視目的だけでなく、
来店者数・客層の把握、新商品の購入者層把握、店内動線
の把握、人的コストの効率化など、様々な面でプラスアルファの
効果を求められています。来店者分析によって、売上向上、コス
ト削減など、販促精度を高めるソリューションをご紹介します。

S-02

＜ホーチキのソリューションと監視カメラの連携について＞
（講師：ホーチキ株式会社）

昨今の監視カメラを取り巻く環境は、カメラのIP化に伴い
防災やテロ対策、マーケティングやおもてなしへの活用が期
待されています。監視カメラの映像を活用し、ビルの設備と
の連動を実現させることによる安全・安心なビル管理ソリュ
ーションについてご紹介します。

S-05

11月10日
（金）

＜分散クラウド型映像監視ソリューション 「SeeIT」について＞
（講師：株式会社 クリューシステムズ）
独自の映像クラウド技術（分散型クラウド）を用いた低コストか
つハイビジョン映像による映像監視ソリューション。映像分析、ビッ
グデータ解析の標準プラットフォームとして活用が進む「SeeIT」を
ご紹介します。

S-06
＜アクシスの提案する店舗ソリューション＞
（講師：アクシスコミュニケーションズ株式会社）
「Axisの小売り向け店舗最適化ソリューション」
店舗の効率と収益を向上するネットワークビデオ&オーディオ
ソリューションについてご紹介します。

Imaging Solution
人数カウント
小売店舗から大規模な商業施設、駅、競技
場、空港などの様々な施設で混雑状況や来
場者数の把握に活用できます。
● キヤノン People Counter

客層の把握

これからの技術

来場者の年齢層・性別を可視化し、客層に適し
た企画や効果測定を可能にします。

キヤノンが考えるこれからの画像解析ソリューション
の一端をご紹介します。

● キヤノン Profile Analyzer

● キヤノン 映像解析ソリューション

店舗の最適化

外周監視システム

最先端テクノロジーを統合したAxisカメラおよび
各種ソリューションにより、店舗の収益性とパフォー
マンスを最大化できます。
● AXIS Store Optimization Suite

OPTEX社のレーザースキャンセンサーを
XProtectに組み込んだ外周監視ソリューションの
ご紹介。
● オプテックス XProtectセンサー連携

出入管理システム

入退管理システム

導入しやすいシンプル設計で、導入/管理/運用
/保守の流れを完全サポート！！
小規模～大規模まで対応が可能です。
● ホーチキ id・Technoシリーズ

店舗マーケティング
店舗の来店者の客層や感情を把握し売上向
上やコスト削減などの販促精度を高める、新し
いクラウド型 店舗マーケティングのご提案です。
● アロバ クラウド属性解析ソリューション

動線分析
レーザー・センサーを利用して人・物の流れ・滞
留を可視化。位置情報の分析・利活用が可
能な空間情報計測ソリューションのご紹介。
● 日立ソリューションズ 店舗動線分析ソリューション

車番認識システム

アイホン社 の入退システムとXProtectの連携
ソリューションを、デモを交えてご紹介します。
● アイホン XProtect インターホン連携

クラウドサービス
いつでもどこでも、カメラの映像を安全＆低コスト
で確認できるクラウドサービスです。
● セーフィ― safie PRO

映像解析
数時間の録画映像を数分で確認することがで
き、録画映像の確認作業を大幅に効率化しま
す。
● BriefCam Syndex Pro

技術展示

顔認証システム
カメラ映像から「顔」を検出し、登録した顔情報
と照合することで個人特定を可能にします。
● XProtectアプライアンスサーバー

NW工事不要の監視システム
屋外のNW工事が困難な場所でも、クラウドに
よる監視システムを実現するソリューションのご
紹介です。
● クリューシステムズ SeeIT

「ヒト」や「モノ」の識別管理
次世代の2次元カラーバーコード「カメレオンコー
ド」を活用し、対象となる「ヒト」、「モノ」の識別
と管理を可能にします。
●インフォファーム いろあと

映像解析
録画された映像から、自動で簡単な検索と分析
を提供する画像解析ソリューションのご紹介。
● AgentVi 画像解析システム

駐車場管理

車両を撮影した動画や静止画からナンバープ
レートを自動的に検出し、文字および数字を
自動でデータ化するシステムです。

街中に設置された監視カメラ等で撮影された
映像から車両を検知した上で、車両のタイプ、
メーカー、モデル、色の識別を可能にします。

● 立山システム研究所 認識番長２

● 富士通 GREENAGES

Citywide Surveillance

※ 展示内容は、諸事情により事前の通知なく変更になる可能性がございます。

Seminar Schedule

事前予約制 定員30名

14:30～15:15

15:30～16:15
S-03

＜ネットワークカメラを利用した車番認識（認識番長2）
の活用事例について＞
（講師：株式会社立山システム研究所）

認識番長2を活用したカーディーラーのおもてなし（CS向上）や
構内車両パッケージを活用した工場などへのセキュリティ対策につ
いて事例を交えてお話します。

S-04

＜デジタルトランスフォーメーション時代のSDx＞
（講師：NTTコミュニケーションズ株式会社）
企業が取り組むデジタルトランスフォーメーションの実現には “堅牢で信頼
性の高い経営基盤 ”と“柔軟で俊敏な顧客接点”の2つの異なるICTが求
められます。複雑化していくシステム全体を見える化し、効率的な運用と
セキュリティ、コストの最適化を実現する注目のSD-WANを、ユースケースを
交えて解説します。

S-07

＜クラウド型カメラセキュリティサービスSafieのご紹介＞
（講師：セーフィ―株式会社）
選べるクラウド録画期間とシンプルな料金プランで人気の
クラウドシステムをご紹介します。

Mini-Seminar
展示会場前のホワイエにて、20分のミニセミナーを開催します。
キヤノン ・ アクシス ・ マイルストーンそれぞれのトピックスをご紹介。事前予約不要な自由参加型の
プレゼンテーションですので、お時間の余裕があります時にお立ち寄りください。

Hardware & Option
キヤノンマーケティングジャパン
キヤノンが誇る光学技術の粋を集めた最新の
ネットワークカメラを展示します。

JVCケンウッド・公共産業システム
JVCのトータルセキュリティシステムを実際に
ご体感ください。

システム・ケイ
モニター直結時のカメラ4分割表示に対応した
ローコストな録画システムをご提案します。

オリエントブレイン
様々な環境下でのモニタリングを可能にする
防爆カメラハウジングの実機を展示します。

アクシスコミュニケーションズ

ティービーアイ

Axis社の最新ネットワークカメラによる効果的な
セキュリティシステムのご紹介です。

安全・防犯監視機器や周辺機器などの提供から、
提案、設計、保守サービスまでトータルに提案。

R.O.D

ディーグラット

AIの認識技術によって記録の瞬時検索を実現
した画像検索装置 「VS-AI」を展示します。

ネットワークで実現する高機能で運用や操作が
容易なコンパクトなカメラ録画システムをご紹介。

オーディオテクニカ

竹中エンジニアリング

オリジナリティ溢れるマイクロホンを中心に多彩な
音響機器によりセキュリティ効果を高めます。

セキュリティレベルを向上させる各種センサーやIR
照明など多彩な機器をご紹介します。

シチズンTIC

ユースウエア

GPS衛星の高精度な時刻データを受信し、接続
されたネットワーク機器に正確な時刻情報を提供。

日本全国どこでも対応可能なサービス網を実現
させる、キヤノンのユースウエア体制のご紹介。

※ 展示内容は、諸事情により事前の通知なく変更になる可能性がございます。

会場アクセス

[交通のご案内]

● JR品川駅港南口から 徒歩8分
● 京浜急行品川駅から 徒歩10分

※ 大変申し訳ございませんが、駐車場のご用意はございませんので、
近隣の有料駐車場をご利用ください。

お申込み（ご来場は事前登録制となっております）
以下の〈 個人情報の取り扱いについて 〉に同意の上、以下のURLよりお申込みください。

https://forum1.canon.jp/public/seminar/view/890
申し込みは 2017年11月 8日（水）12:00 までとさせていただきます。
グループでの登録はできませんので、お申込みは1名様ずつお願い致します。
本イベントは弊社ユーザー企業様を対象としておりますので、同業他社様のお申込みはご遠慮させていただく
場合がございます。 ご了承ください。

個人情報の取り扱いについて
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、本イベント参加申し込みフォームにて、お客さまのご意思によりご提供頂いた個人情報を本イベントの運営、
関連製品・サービス等の情報提供、および営業活動に必要な範囲にて使用いたします。
弊社が既に保有している顧客名簿などの個人情報とCookie（クッキー）を紐づけてウェブアクセス履歴を取得する場合があります。取得可能なアクセス
履歴は、メールに設定したリンク先ページ、および弊社と弊社グループ会社が運営・開設するウェブページ内に限られます。アクセス履歴は市場分析、および、
これに基づく販売促進活動のために利用します。
お客さまの「個人情報」は、適切な安全対策のもと管理し漏洩等の防止に努めます。また、以下の場合を除き、お客さまの同意なく第三者へ開示・提供
致しません。
１）法令に基づく場合
２）上記利用目的の範囲内で利用する為に、ご提供頂いた個人情報の全ての項目について、お客さまと取引のある弊社販 売店や弊社グループ会社に、
書面もしくは電子媒体で提供する場合
上記利用目的等に同意の上でご提供くださいます様お願い申し上げます。尚、「個人情報」のご提供をいただけない場合は、セミナーへのご参加、各種情
報の提供ができない
場合がございますのでご了承下さい。 ご提供頂いた個人情報の管理者は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社 NVSビジネス推進課 課長です。
お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合には、下記お問合せ先までご連絡下さい。

展示会全般に関するお問い合わせ先
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER
TEL：03-6719-9360
NVS統括本部 NVSビジネス推進課 担当：鈴木、大橋
受付時間：平日9時00分～17時30分
※ 土・日・祝日・年末年始弊社休業日は休ませていただきます。

＜お問合せ先＞
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
NVS Forum運営事務局 担当
TEL： 03-6719-9360

