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セーフィーのクラウド録画サービスとは
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セキュアな通信による映像の録画

カメラの管理

動体・音声を検知してお知らせ

メンバーにシェア・管理

カメラで撮影 スマホで見える

お手持ちのPC/スマホSafie対応カメラ

© Safie Inc.

クラウド録画サービスシェアNo.1(※1)の「Safie（セーフィー）」を開発・運営する
セーフィー株式会社（東京都品川区：代表取締役社長 佐渡島隆平、以下「セー
フィー」）は、遠隔から移動せずとも現場状況がリアルタイムおよび録画映像で手軽に
確認できるクラウドカメラのサービスを提供しています。

新型コロナウイルスによる脅威が拡大する昨今、最前線の医療現場における感染リスク
拡大防止対策としてクラウドカメラの活用が広がっています。録画映像を通した入院患
者のバイタルチェックや、医療関係者の感染リスク拡大防止などに弊社のクラウドカメ
ラサービスを活用頂くケースが出てきております。

(※1)テクノ・システム・リサーチ社調べ「2018年ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査」より



医療機関で現在ご利用頂いている事例
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〇遠隔診療（病室外からの観察とモニタリング）
陰圧室内での活動頻度と時間を最小限に止めるために、重症例については Safie 社の監視
カメラを室内に設置した。拡大縮小機能を利用し、病室内での医療行為を前もって計画す
ることで、病室での滞在時間を削減している。監視カメラは患者だけでなく、人工呼吸器
画面と体外式膜型人工肺（ECMO）画面にも設置した。さらに、バイタルサインモニターの
スレイブ画面を映すことによって、別室から患者の様子を観察しつつバイタルサインを検
証し、呼吸器設定と ECMO 設定を評価することができるようになった。また、指導医による
在宅からのアドバイスも受けられるようにして万全のサポート体制を敷いた。ICU と別室は、
防災無線を用いて、リアルタイムにコミュニケーションがとれるようにしており、指示は
別室で行うようにしている。
（資料 p10：大画面による監視カメラ診療）

http://ccpat.net/ccpat/wp-content/uploads/2020/04/Marianna-u_COVID19.pdf

■出典：一般社団法人 集中治療医療安全協議会
「聖マリアンナ医科大学病院におけるCOVID19 への対応」

http://ccpat.net/ccpat/wp-content/uploads/2020/04/Marianna-u_COVID19.pdf


軽症者受入施設で現在ご利用頂いている事例
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■神奈川県内の軽症者受入施設様

蔓延期における医療崩壊防止のため、宿泊施設での軽症者受入を実施されている
神奈川県内の施設様でご利用頂いております。

①救急車の到着確認(屋外) ②鍵/食事/薬の受渡を遠隔確認(屋内)

■救急車の受入：遠隔確認により到
着後に防護服を着用し、準備して患
者様を迎える体制を構築されていま
す。
これまで屋外で救急車到着を待って
いた2名のスタッフが他の業務に従
事でき、現場の効率が上がると評価
頂いております。

■遠隔による受渡の確認：
施設職員が患者様と接触せずに鍵や食事、
薬の受渡を行うことが徹底されています。
そのため、数時間後に確認したところ、
食事や薬が摂れていないといった事態が発
生
しえます。
カメラでの遠隔確認により、接触せずに
リアルタイムで状況を確認頂けます。



クラウド録画カメラレンタル特別支援パッケージ
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▼対象
・2020年4月20日までにお申し込み
頂いた法人様
・法人のみ（個人は不可）

▼受付開始
・2020年3月31日14:00〜

※1法人、2セットまで
※上記期間内であってもパッケージ限
定数（500台）に達し次第、提供終了
となります

※下記詳細ページの内容を必ずご確認
ください

https://safie.link/blog/1972/

https://safie.link/blog/1972/


詳細・お問合せ先
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下記ページにて詳細をご確認いただき

お問い合わせくださいませ

■お電話でのお問い合わせ
050-3187-5263 (平日10:00 – 18:30)

■詳細ページ

https://safie.link/blog/1972/

https://safie.link/blog/1972/


Appendix
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会社概要
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〒141-0031

東京都品川区西五反田2-29-5 日幸五反田ビル6F

代表

Sony Network 
Communications Inc.

セーフィー株式会社

代表取締役社長 佐渡島隆平

2014年10月23日

1億円

80名(2019年10月現在)

クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」

の開発・運営およびサービスの提供

所在地

設立

従業員数

事業内容

資本金

主要株主

佐渡島 隆平

代表取締役社長 (CEO)

1979年 生まれ

1999年 Daigakunote.com 創業 (CEO)

2002年 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 入社

2010年 モーションポートレート株式会社 (CMO)

2014年 セーフィー株式会社 創業

森本 数馬

取締役 エンジニア

1978年 生まれ

2001年 東京大学工学部応用物理物理工学科 修了

2001年 ソニー株式会社 入社

2012年 グリー株式会社 入社

2013年 モーションポートレート株式会社 入社

2014年 セーフィー株式会社 創業

下崎 守朗

取締役 エンジニア

1978年 生まれ

2003年 東京大学情報理工学系研究科知能機械情報学修了 (修士)

2003年 ソニー木原研究所 入社

2009年 ザイオソフト株式会社 入社

2013年 モーションポートレート株式会社 入社

2014年 セーフィー株式会社 創業

クラウド・画像処理に知見のあるソニーグループ出身の３名が立ち上げた会社です。

© Safie Inc.



セーフィーの実績について

9
© Safie Inc.Confidential

【各業界毎の主な導入目的】

・複数店舗の管理
・防犯
・万引き防止

飲食・小売・サービス

・オペレーション改善
・防犯

物流倉庫

・現場の工程管理
・防犯

建設

・防犯
・交通量調査

不動産・公共施設

Safieはかんたんに導入でき、高性能であることから、大手企業から個人経営店舗まで、
あらゆる業種・様々な規模の企業様にご利用いただいております。



セーフィーについて
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映像から未来をつくる

© Safie Inc.

Safie(セーフィー )は防犯カメラ・監視カメラを超えて、様々なサービスやプロダクトに搭載・連携可能な「映像

プラットフォーム」として進化していきます。

「見るだけでなく、聞く、記憶する、話す、考える」ソリューションを実現し、みなさん一人一人の生活に根付

くサービスに進化していきます。

SDKの

提供

AI

活用

画像解析

データ分析

IoT

サービス

開発



クラウド録画カメラが選ばれる理由
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必要機器はカメラだけ レコーダーが不要 シェアしてみんなで使える

・複雑な設定不要、シンプルに導入可能

・お申込みからカメラお届けまでは最短

で3営業日程度

※お届け先により異なります

・初期コストを抑える事が可能

・省スペースにも設置しやすいカメラ多数

・レコーダーの買い替えが不要

・かさばるレコーダーの設置スペースも

不要

・破損や盗難のリスク減少

・映像をシェアして複数人で閲覧可能

・全国に設置したカメラを1画面で管理

・PCからでもスマホからでも手軽に閲覧

可能



セーフィーが選ばれる理由(1/3)：セキュリティ

12
Confidential © Safie Inc.

高セキュリティ

オンラインバンク同等のセキュリティで安心して利用。
※オンラインバンク同等のセキュリティ設計（TLS.1.1以上・AES128bit以上・Perfect Forward Secrecy）



セーフィーが選ばれる理由(2/3)：高画質
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高画質

HD画質×最大30fpsでテレビと同じくらい「くっきりなめらかな」映像。

従来のアナログカメラ セーフィーのクラウド録画カメラ

看板の文字も比べてくっきり！

従来の防犯カメラ(VGA画質)

VGA画質…640×480px(約30万画素)
HD画質…1280×720px(約100万画素)例)5fpsの場合

Safie対応カメラ(HD画質)



セーフィーが選ばれる理由(3/3)：使いやすさ
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使いやすい操作画面

PC、スマートフォン、タブレットなど、いつもの端末ですぐに利用開始。

並び替えも簡単

全てのカメラを一括で
見ることができます



15
Confidential © Safie Inc.

タイムライン・録画映像の確認

左右にドラッグし表示したい時間を指定してください。

LIVE映像

現在の時間の映像に戻ります。

タイムスケールの変更

タイムラインの表示単位を変更できます。

検知イベントの映像確認

クリックした検知イベントの時間にとんで映像を再生します。

緑はモーション検知、黄色はサウンド検知です。

検知イベントのスキップ

イベントを検知した時間にスキップします。

ズーム

上下にドラッグで移動させてズーム倍率を調整できます。

一時停止

早送り

3倍、10倍、30倍で再生可能です。

ボリューム調整（マイク付きモデルのみ）

クリックするとボリューム調整ができます。

ムービークリップ（動画の作成）

ムービークリップ(保存用動画)とタイムラプス(早送り動画)を作

成します。※詳しい手順は次頁へ。

映像を拡大・縮小

カレンダーを折りたたみ映像表示部が最大サイズで表示する事

ができます。

全画面表示への切り替え

映像をフルスクリーンで表示できます。

1

6

機能例(1/4)：ビューア画面の見方
一例であり

他にも便利な機能がございます
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機能例(2/4)：シェア権限の設定

他のユーザー（1台あたり15人まで）自分のカメラの映像をシェアする事ができる機能です。

画面右上の歯車マークを押

します。

1 シェアを選択します。2 シェアユーザーを追加

を選択します。

3

シェアするアドレスを入力

し、権限を選んでシェアし

ます。

4

一例であり
他にも便利な機能がございます
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機能例(3/4)：通知設定

検知（音声・モーション）、ネットワークから切断・接続した際に
メールやPUSH通知でお知らせする機能です。

画面右上の歯車マークを押

します。

1 通知を選択します。2

受信したい通知の種類を選択します。

通知の種類を選択

通知するイベントを選択

受信したい検知イベントを選択します。

※接続・切断通知は切断時間の長さを指定する事

ができます。

現在の設定を表示

設定した内容が反映されます。

スケジュールで設定する

通知を時間単位で設定する事ができます。

4

通知を時間単位で設定する事が

できます。

スケジュールで設定する

※深夜をまたぐ場合は2つのスケ

ジュールを追加してください

例）PM23：00〜AM2：00の場合

→23：00〜24：00

00：00〜2：00

一例であり
他にも便利な機能がございます
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© Safie Inc.

機能例(4/4)：タイマー設定

ライブ映像・録画する時間をタイマーで設定できます。

画面右上の歯車マークを押します。1 タイマー設定を選択します。2

スケジュールを追加を選択します。3 曜日、時刻を選択して、スケジュールを追

加します。
4

※深夜をまたぐ場合

は2つのスケジュー

ルを追加してくださ

い

例）PM23：00〜

AM2：00の場合

→23：00〜24：00

00：00〜2：00

一例であり
他にも便利な機能がございます


