
小売業

小売業向けAxisネットワーク 
ビデオソリューション
積極的な監視からビジネスインテリ
ジェンスの向上まで



新たな可能性、 
より大きな利益。
小売業への従事が、これほど困難であったことはありませんでし
た。競争は激しく、利益率は低下し、内外で発生する損失はます
ます増大しています。
今こそ、映像監視をビジネスに役立てるための様々な方法を考え直す時です。映像監視
の用途は、安全とセキュリティだけにとどまりません。

積極的な監視とモニタリングを行うことにより、損失を防ぎ、販売方法を改善し、顧客の
満足度を高め、単一店舗の経営、チェーン店の経営のいずれにおいても、健全な事業運営
を行うことができます。



ロス防止、安全、 
セキュリティのソリューション

新たな可能性、 
より大きな利益。

店舗全体
360ºの視野を備えるAxisのパノラマカメラは、店内のあ
らゆる動きを一目で完全にカバーすることができます。

出入口
ネットワークカメラを電子式
商品監視システムと統合し
て、事件発生時に録画を開始
し、スタッフへ警告をリアルタ
イムに送信できます。目立ち
にくいカメラを目線の高さに
設置することで、高信頼性の
識別を行い、証拠分析にも役
立ちます。

POS
ネットワークカメラをPOSと統
合し、レジでリアルタイムにモ
ニタリングを行い、不審な取引
や誤った取引を識別すること
ができます。Axisの固定型HD
ネットワークカメラが、レジ周
辺における抑止効果をもたら
し、POSエリアの高品質な詳細
映像を実現します。

陳列ケース
ガラスの壊れる音など攻撃的
な騒音が発生した場合、音声検
知機能によって、保安要員へ警
報が自動で送られます。目立ち
にくい形状のネットワークカメ
ラは、制約のあるスペースへの
設置に適し、高価な商品への優
れた監視を行います。

店舗内の通路
9:16の縦型フォーマットで最大
の監視範囲を実現するAxisの
Corridor	Formatは、小売店舗
の監視に最適です。

バックヤード
Axisの柔軟性の高い、目立ちに
くい形状のカメラは、バックヤ
ードに置かれた在庫の盗難防
止に役立ちます。



推奨ネットワークビデオ製品
>		アイレベルネットワークカメラ:	AXIS	P85シリーズ
>	固定型HDネットワークカメラ:	AXIS	M11シリーズ
>	柔軟性が高く目立ちにくい形状のネットワークカメ
ラ:	AXIS	Fシリーズ
>	パノラマネットワークカメラ:	AXIS	M3027-PVE

レジ前の
待ち行列
待ち行列管理の機能を
使用して、レジ前の行列
があらかじめ設定した
限界値を超えた場合に、
リアルタイムで警報を出
し、迅速に対応すること
ができます。

陳列棚周囲の
スペース
ヒートマップを使用し
て、店舗内の人が集中
する場所や、死角、ボト
ルネックになる狭い通
路、陳列商品と顧客の
接触などを容易に識別
することができます。

販促商品
エリア
人数計測を行って顧
客の流れを分析する
ことで、店舗内の通行
人数と購入率を比較
することができます。

業務の最適化と顧客満足度 
向上のソリューション

出入口
VIP顧客を識別し、自
動的にスタッフに連絡
して、スムーズな顧客
サービスを行うことが
できます。



“�Axisは、製品の優れた品質から上質のサービス、サポートのレベルに至るまで、水
準を非常に高く設定した企業です。Axisのカメラを英国の大手小売店に数千台設
置していますが、1台の故障も発生していません。これは、当社がAxisを信頼し、長
期にわたり提携を続ける理由を明確に示す事実です。”
	 KMHグループ、運用管理者、Ben	Merchant氏

世界中の小売業界で
すでに多くの採用実績
>	 Acqua	e	Sapone	-	イタリア
>	 Adidas	-	チェコ共和国
>	 Albert	Heijn	-	オランダ
>	 Amavita	-	スイス
>	 Ardenberg	-	オランダ
>	 Benetton	-	オーストリア、スペイン
>	 BILTEMA	-	スウェーデン
>	 Boots	-	英国
>	 Brothers	-	スウェーデン
>	 C&A	-	フランス
>	 Cafe	Royal	-	英国
>	 Camper	-	世界中
>	 Cape	Quarter	-	南アフリカ
>	 Carolina	Herrera	-	スペイン
>	 Cases	Group	-	スペイン
>	 Chemist	Warehouse	-	オーストラリア
>	 Citgo	Sooper	Stop	-	米国
>	 Combi	Mart	-	韓国
>	 Colruyt	-	ベルギー
>	 Dagrofa	-	デンマーク
>	 Diamend	Jewelry	-	中国
>	 Douglas	Court	Shopping	Centre	-		
	 アイルランド
>	 Echassons	Pharmacy	-	フランス
>	 El	Corte	Ingles	-	スペイン
>	 Flavco	Qld.	Pty.	Ltd	-	オーストラリア

>	 The	French	Department	Store	LLC		
	 (Galeries	Lafayette)	-	UAE
>	 Grape	Group	(酒類販売店)	-		
	 オーストラリア
>		Hessburger	-	フィンランド
>		Hindmarch	&	Co	-	英国
>	 Hughes	&	Hughes	-	アイルランド
>	 Hugo	Boss	-	フランス
>	 ICA	-	スウェーデン
>	 Intersport	Megastore	-	オランダ
>	 La	Despensa	Supermarkets	-	スペイン
>	 La	Panière	-	フランス
>	 Lacoste	-	スペイン
>	 Lestra	Kaufhaus	-	ドイツ
>	 Lidl	-	スウェーデン
>	 Lorient	Fish	(競売)	-	フランス
>	 Makro	Superwholesalers	-コロンビア
>	 MegaGrinn	-	ロシア連邦
>	 Moulin	de	Païou	-	フランス
>	 MQ	-	スウェーデン
>	 Netto	-	スウェーデン
>	 Newclare	Motors	-	南アフリカ
>	 Nike	-	ベルギー
>	 Nine	Shopping	Centers	-	アルゼンチン
>	 Opencor	-	スペイン
>	 Paul	Smith	-	英国

>	 Pescara	Fish	Market	-	イタリア
>	 Phone	Wave	-	米国
>	 Piggys	-	英国
>	 Polarn	&	Pyret	-	スウェーデン
>	 Ripley	-	チリ
>	 Romero	Jara-Jabugo	-	スペイン
>	 Saks	Fifth	Avenue	-	UAE
>	 Sasol	Convenience	Centre	-	南アフリカ
>	 Sephora	-	フランス
>	 Shoprite	Checkers	-	南アフリカ
>	 Spar	-	オーストリア
>	 Springfield	Food	Court	-	米国
>	 Stadium	-	スウェーデン
>	 Superconti	SpA	-	イタリア
>	 Supercor	-	スペイン
>	 Supermarkets	Natalka	-	ウクライナ
>	 Target	-	米国
>	 Time	Trend	Stores	-	ポーランド
>	 プラト市のたばこ販売店	-	イタリア
>	 TRUCCO	-	スペイン
>	 Victoria	Supermarkets	-	ロシア連邦
>	 Volkswagen	4S店	-	中国
>	 Xinyu	Hendry	Holdings	-	中国
>	 YUMSAAP	CO	-	タイ
	



小売店のニーズを満たすAxisの
エンドツーエンドソリューション

Axisカメラに最適化された録画ソリューション
AXIS	Camera	Stationは、小売店舗、ホテルなどでの効率的な監視ニーズに応える理想的なソリュー
ションです。Axisのさまざまなネットワークビデオ製品と製品機能に最適化されており、信頼性の高
いシステムの構築を可能にします。世界中でこれまでに50,000件以上の設置実績を誇ります。	Axis
の幅広い製品群から選択したカメラとその他のデバイス、ワークステーション、モニターと組み合わ

せることで、アクティブな監視が必要な中規模の環境向けのソリューションが実現します。

システム構成
設置場所とシステムの管理
AXIS Camera Station

入出力の統合
AXIS P8221

セキュリティ分析
業務分析

ワークステーションや
録画ハードウェア 訪問者管理

ネットワークカメラ

Axisを選ぶ理由
>	 ネットワークビデオ分野	
	 をリードする世界的なエ	
	 キスパート企業、テクノ	
	 ロジーリーダー
>	 全世界での導入実績
>		 業界で最も広範なネット	
	 ワークカメラ製品群
>	 プロジェクト設計、保証、	
	 アフターサポート
>	 30年以上に渡る卓越し	
	 たネットワークテクノロ	
	 ジー

Axisは、規模や複雑さに関わらず、お客様のニーズに応えるビデオ
管理ソリューションの様々な選択肢を提供します。

詳細については、www.axis.com/retailをご覧ください。
最新のニュースについては、www.retail-surveillance.comをご
覧ください。
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