


映像システム・ソリューションを軸に、お客様の価値ある発展に貢献します。
　IoT時代が到来し映像に対するニーズは高度化の一途をたどっています。
高精細化、高速通信の実現や映像処理技術の進化により、様々なシーン
での活用が可能になってきました。
　東芝テリーは、このような時代に確かな技術をベースにした「映像シス
テム・ソリューション」をお届けし、お客様の事業の発展を通して社会に
貢献することを第一の使命と考えております。お客様のご要望、ご要求に
迅速にお応えすることを第一に、お客様とともに新たな技術による新しい
世界を構築し、製品に対するサポートを含め、製品のライフサイクル全体
を通じて、ご満足いただくことが事業理念です。
　長年の経験や事業で培ったノウハウ等を大切にしながら、常に最新の
技術を追求して商品開発を進め、同時にお客様にとって最適な品質を

お届けしてまいります。また、環境問題にも鋭意取り組み、エコプロダクトを
創出していくことで、かけがえのない地球を守り、社会的責任をしっかりと
果たしてまいります。
　東芝テリーは、カメラ技術、画像処理技術、AI・センシング技術、
高周波技術をコア技術として技術開発、製品開発を進め、産業用カメラ、
医療用カメラ、監視カメラ、無線伝送装置等の各分野はもとより、これらの
技術の統合によってさらに幅広い分野にも意欲的に取り組んでおります。
　お客様の目的やご要望に最も適した製品、サービスをお届けし、
お客様の事業発展に貢献させていただく所存であり、国内のみならず
グローバルな貢献も目指してまいります。皆様には、何卒ご支援ご愛顧を
賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長　井村　和久
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Infinity and Beyond
映像の総合力で、安全•安心を新しい次元へ。
東芝テリーは、カメラ技術をコアとした映像システム・ソリューションによって、

高精度な映像情報を提供し、様々な企業活動や社会生活を支え続けています。

地球環境や国際社会、世界経済が日々変動する時代の中で、

私たちの技術が役立つフィールドは大きく拡がっており、

より高度な安全・安心を「ONE-STOP」でお届けすることで、

世界の人々の豊かで快適な暮らしに貢献します。
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センシング、インテリジェンス、ネットワーキング、
RFテクノロジーを基本技術軸として捉え、新たな
価値を創造する商品を、それぞれの分野の
お客様にお届けします。

マシンビジョン＆
メディカルイメージング

Flexible 
Image Sensor

マシンビジョン＆
メディカルイメージング

In-teli- 
spection

セキュリティ ＆
監視カメラシステム

IP₄-TV

伝送機器

Simple

※FINEは優れたパフォーマンスのためのフレキシブルかつ インテリジェントなネットワーキングプロダクツおよびサービス
 (Flexible and Intelligent Networking products and

お客様

センシング

● 高精細
● 高感度
● 広ダイナミック
 レンジ
● 高速
● 色再現

インテリジェンス

● 画像処理・
 画像認識
● 情報入力・
情報処理

● 状況判断
● 指示制御

ネットワーキング

● デジタル
 インターフェース
● カメラリンク
● USB
● GigE
● IPネットワーク

RFテクノロジー

● 高周波
● 信号処理
● 無線

課　  題

解　  決

ONE-STOP 

２つの事業を柱とし、映像の総合力を活かして、

「ONE-STOP」でお客様の課題解決を図ります。
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お客様のビジネスのすべてのライフサイクル
（企画、開発、生産/運用、サービス）において、
きめ細かくサポートし、お客様の価値創造に
貢献します。

は優れたパフォーマンスのためのフレキシブルかつ　　　インテリジェントなネットワーキングプロダクツおよびサービス
etworking products and           services for Excellent performance)を意味します。  

お客様志向の姿勢

企  画 開  発 生産/運用 サービス

● センシング
● インテリジェンス
● ネットワーキング
● RFテクノロジー

技術力 IT活用力
● リモートメンテナンス
● 保守データベース

保  守共同開発提  案

東芝テリー

ONE-
STOP

課　  題

解　  決

システム・
ソリューション事業

コンポーネント事業

ONE-STOP SOLUTION

お客様第一主義を原点にした FINE プロダクツ＆FINE サービスをベースに、
「システム・ソリューション事業」と「コンポーネント事業」を展開し、
映像の総合力を活かして、「ONE-STOP」でお客様の課題解決を図ります。
お客様のご要望に迅速にお応えし、お客様とともに新たな技術による新しい世界を構築します。
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生産ラインの
効率化
生産状況録画
チョコ停監視
作業者の動線、
停滞分析

製造現場の
安全・安心
作業エリア監視

ロボット・AGVとの
衝突防止

侵入者監視
システム
全方位監視
夜間監視

画像解析
システム
画像解析の
全機能を実現

顔検知
追跡機能
顔属性情報の取得
位置情報の取得

生産ラインの
作業支援
部品検査、判別
位置決め、計測

Flexible
Vision
System

FPD/ソーラーパネル
製造システム

インテリジェンス機能による
高性能検査、一括検査を可能に
します。

商業施設 / 公共施設
の監視・セキュリティ

大規模商業施設や駅などの監視、
ライフラインの管理など幅広く
対応できます。

物流効率化システム

荷物の仕分けや出入管理。
施設全体の安全監視システムを
構築します。

食品 / 飲料等
生産ライン監視

食品の良・不良、異物混入などを
一括で管理し、食の安全を見守り
ます。

半導体製造システム

インテリジェント化された装置に
よって、検査性能・検査効率向上
を実現します。

重工業現場の管理・支援

リモコンでの遠隔制御や監視カメラ
などによる、危険な作業現場での
安全をご提供します。

ITS

安全監視はもちろん、ナンバー
プレートから車種の判別や通過車
の記録が可能です。

機械 / 機器等
生産ラインの管理・支援
作業エリアやロボットの安全監視。
生産ラインの作業支援が可能
です。

システム・ソリューション事業領域

圧縮・伝送

統合系映像システム・ソリューション例

システム・ソリューション事業領域
優れたコンポーネントを軸に各種機器を組み合わせるとともに、
最先端の画像処理技術や、IoT/クラウドなど、
技術統合によって、高付加価値システムを実現します。
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山路を登りながら

遠隔監視

モバイル監視

Flexible
Vision

Component

モニタ
産業用から監視用、医療機器用
まで、あらゆるニーズに最適な
モニタをご用意できます。

メカニカルデザイン
小型軽量、耐環境性、回転・走行
動作など、使用環境に適した製品
をご提供します。

カメラ
産業用カメラ、監視カメラ、管内
検 査 カメラなど様々な 用 途
に対応しています。

レコーダ
データバックアップ、ネットワーク
管 理 などに 対 応した 機 器 を
ご用意できます。

コントローラ
最新のスイッチャや PTZ 制御な
どにより自在のコントロールを
実現します。

圧縮・解凍システム

H.264(AVC) はもちろん、最新の
映像圧縮技術 H.265(HEVC)にも
対応します。

シンプルソフトウェア
カメラ Viewer、画像処理用 VMS
などシンプルで使いやすいソフト
をご提供します。

画像処理 IP

胴体検知や顔認証などによる
機能を実現します。

コンポーネント事業領域

Network

処理・蓄積

コンポーネント事業領域
カメラ、モニタ、レコーダなどの多彩な映像機器に加え、
先進の SDK や画像処理ソフトを展開することにより、
あらゆるニーズをフレキシブルにサポートします。
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Flexible Image Sensor
お客様のソリューションツールとして多彩なセンサ、多様
なカメラコントロール、各種インターフェース対応、画像
処理インテリジェンス搭載さらに多様なカメラ形状で、
あらゆるニーズをフレキシブルにサポートし、お客様の
価値創造に貢献いたします。

フレキシブル・センサ
各種光学サイズ・多様な
画素数・多彩な読み出し方式

フレキシブル・
インテリジェンス
多彩なインテリジェンス・
画像処理内蔵

フレキシブル・
コントロール
多様なカメラコントロール・
わかり易いGUI

フレキシブル・
メカニック
多様な形状・カメラ
ヘッドの互換性

フレキシブル・
インターフェース
各種インターフェース対応・
周辺機器との親和性

インテリジェンス
機能による高性能検査
画像処理、画像認識、その他の
情報により、検査対象の良否を
的確に判断します。

検査対象を熟知した
メカトロ技術
検査対象に応じて最適に
設計するメカトロシステム
により、検査対象を適切に
ハンドリングします。

In-teli-spection
インテリジェンス機能、メカトロ技術により、検査性
能・検査効率の向上、及び検査装置の機能・性能の向
上を行います。

CONCEPT

CONCEPT

産業用カメラ
産業用カメラは、各種製造・検査装置などの目として、
また品質管理用途・医療用途としても広く使用されて
います。

管内検査用カメラ
上下水道・ガス・電気などライフラインの
配管の保守・点検をサポートします。
埋設した管の老朽化や災害による損傷箇所
などの検査作業を効率化します。

管内検査カメラシステム
（ヘッド  +自走車）

押し込み型
ハードケーブルカメラシステム

USB3.0カメラ
（BU シリーズ）

USB3.0カメラ
（DU シリーズ）

Time-of-Flight（ToF）カメラ

GigEカメラ
（BG シリーズ）
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IP⁴-TV
Industrial
Product

先端技術を盛り込んだ
ハイスペックな製品。

Intelligent
Performance
情報処理技術における
優れたパフォーマンス。

Internet
Protocol

IP 網を利用した
先進システムの提供。

Intellectual
Property
豊富な知的財産を
活かした製品。
サービスの差異化。

CONCEPT

特殊環境用カメラ
高温にさらされる場所、防爆性能や耐放射線性が
必要な場所に対応します。

監視カメラ
ローカルエリア監視から IPネットワークによる
遠距離監視まで、様々な規模、多様な目的や
場所の使用に対応しています。

旋回型ネットワークカメラ

一体型旋回カメラ

屋外ケース一体型カメラ

高感度・HD-SDI カラーカメラ

無線操縦装置
天井クレーンや建設機械、産業用機械の
遠隔操作を可能にするリモコン装置です。

ピンホールレンズ式水冷カメラケース

防爆カメラ装置
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CSR 経営
すべての事業活動において
法令、社会規範、企業倫理等
の遵守（コンプライアンス）
を最優先します。

環境経営活動
かけがえのない地球環境を
健全な状態で次世代に引継
いでいくことは、社会の一員
としての基本的責務である
と考えています。

総合品質保証
常に品質第一に徹し、継続
的改善活動により、お客様
の満足度向上と社会の発展
に貢献します。

研究・開発
培った技術に加えて、産学連携や東芝グループ各種研究所、
顧客研究機関と連携し、新たな可能性を追求しています。

CSR経営・環境経営・総合品質保証
CSR 経営、環境経営、総合品質保証の考え方を貫き、
信頼の確立に努力を続けています。

電波暗室

振動衝撃試験室

温湿度環境試験室

最先端技術を産学連携等の積極的な推進で取り入れ、
短期、中期、長期のバランスの取れた開発投資を継続
しながら、お客様への価値提供を図ります。

お客様の多様なニーズにお応えするべく、フレキシブル
生産システムで、価値あるもの作りを実現します。

研究・開発 生産技術
設備

最先端技術 研究開発
（産学連携等）

新商品 新規事業

要素技術
基盤技術

FINEプロダクツ・FINEサービス

価値あるもの作り

フレキシブル生産システム

デジタル
技術

生産の
自動化IT技術

小型 /
軽量化
技術

高密度
実装
技術

JUST IN
TIME
の仕組み
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営業拠点

会社概要

社　　名　　東芝テリー株式会社
英文社名　　TOSHIBA TELI CORPORATION
設　　立　　1950 年 2月17日（東芝より分離独立）
資 本 金　　2 億 6 千万円
代 表 者　　取締役社長　井村 和久
代表株主　　東芝インフラシステムズ株式会社 : 98.1%
本社所在地　　東京都日野市旭が丘 4丁目7番地 1

 TEL : 042-589-7777  FAX : 042-589-7389  

本社
〒191-0065　東京都日野市旭が丘 4-7-1
　　営業部　第1営業担当  　TEL : 042-589-8775    FAX : 042-589-8774
　　営業部　第1営業担当（海外営業）  　TEL : 042-589-8771    FAX : 042-589-8774
　　営業部　第2営業担当  　TEL : 042-589-7541    FAX : 042-589-8774

中部支店
〒451-0064　愛知県名古屋市西区名西 2-33-10  　TEL : 052-524-0223    FAX : 052-524-0228

 東芝名古屋ビル 

関西支店
〒651-0087　兵庫県神戸市中央区御幸通 4-2-20  　TEL : 078-241-7717    FAX : 078-241-7729

 三宮中央ビルディング10 階

沿　革

1940 東京芝浦電気（株）神戸工場開設

1948 東京電子加熱研究所 発足

1950 東京芝浦電気（株）神戸工場、集中排除法に
 基づく企業再建整備計画により分離、
 東芝第二会社「東京電気無線（株）」として
 発足

1958 東京電子加熱研究所、東京芝浦電気（株）と
株（  　 ）東京放送の資本参加を得、

装子電京東「  　 置（株）」に社名変更

1959 東京電気無線（株）、東芝電子工業（株）に
 社名変更

1964 東芝電子工業（株）、本社工場を横浜に移転

1967 東芝電子工業（株）と東京電子装置（株）が
 合併、「東京電子工業（株）」に社名変更、
 本社工場を東京都日野市に移転
 資本金 130百万円（東芝 72.8%）

1985 資本金 260百万円に増資

1994 ISO9001認証取得

2000 ISO14001 認証取得

2004 東芝通信システム（株）の監視システム事業を
 譲り受け、「東芝テリー（株）」に社名変更

2009 OHSAS18001 認証取得
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