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H ochiki is a company that creates "Peace of mind". 
We protect the environment and society from disaster 
and crime through its advanced technology.

Since its establishment in 1918, Hochiki has used its fire technology as a base to harmonize

the various advanced technologies of communication. 

Hochiki has consistently aimed to be  a company that provides comprehensive peace of mind”, 

from research development and production, to installation and maintenance, of the systems 

that bring peace of mind to people and society.

  防災・防犯・通信技術で
   社会や環境を守る
「安心の総合防災企業」 、ホーチキ。

私たちは、1918年、創立以来の防災技術をベースに、
防犯や通信など多彩なテクノロジーを融合。
社会や人々に「安心」をもたらすさまざまなシステムを、
研究開発から製造、設計施工、メンテナンスまで
一貫して手がける「安心の総合防災企業」、ホーチキです。

近代化への整備を急ぐ大正初頭、日本では防災面でのインフ

ラ整備も大きな課題となっていました。そんな時代を受け、ホー

チキの創業メンバー・三好盛晴は新しい火災報知機の開発に

成功。イニシャルを採ってＭＭ式と名づけられたその街路型火

災報知機は日本橋界隈に24機設置され、日本初の防災システ

ムとして稼働をはじめました。大正9年、アメリカでは禁酒法が

施行された年のことです。ホーチキはその前々年、大正7年

（1918年）に日本ではじめての防災メーカーとして誕生。以来、

日本の発展とともに成長し、社会の安全面を根底から支えてき

ました。現在では防災や消火設備はもちろん、ネットワークの技

術も融合し、超高層ビルから家庭におよぶトータルな情報管理

までも手がける総合企業として、たくさんの公共団体や企業か

らも厚く信頼されています。毎日の暮らしに深く溶け込む私たち

のテクノロジーは、ふだんはほとん

ど目にとまりません。しかし、街に、

人に「安心」をもたらす根幹システ

ムとしてどれも欠かせないものば

かりです。「安全を見つめ、積極的

に社会に貢献する」ことをモットー

に、私たちはさらなるセキュリティ

社会の実現に努力を惜しみません。

私たちは、防災とセキュリティを情

報通信の技術で融合する「安心の

総合防災企業」、ホーチキです。
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H ochiki is more than just a fire alarm!

Hochiki's technology ranges include fire detection, smoke ventilation, fire extinguishing,

intruder alarm systems, access control, as well as home security and amenity services that

use CATV and BS・CS. Hochiki’s technology has integrated into everyday life.

We continue to promote unseen "Peace of mind"

ホーチキは、報知機だけ
ではありません。

デパート
Department store

防災システム

CATVシステム

アクセスコントロールシステム

セキュリティシステム（防犯）

避難誘導設備

予作動式消火設備

放送設備

一般ビル
Office

防災システム

放水銃システム

消火設備自動点検／監視システム

アクセスコントロールシステム

セキュリティシステム（防犯）

CATVシステム

トンネル
Tunnel

通報・警報設備

換気設備

避難誘導設備

消火設備

学校・研究所
School，Laboratory

防災システム

超高感度煙検知システム

CATVシステム

地域LANシステム

アクセスコントロールシステム

セキュリティシステム（防犯）

ホテル
Hotel

防災システム

放水銃システム

CATVセキュリティシステム

避難誘導設備

館内インフォメーション設備

駐車場監視システム

福祉施設
Welfare facilities

防災システム

福祉ケア設備

避難誘導設備

館内情報通報設備

非常通報設備

ナースコール

プラント・工場等
Plant, Factory

防災システム

本質安全防爆システム

避難誘導設備

地域LANシステム

アクセスコントロールシステム

セキュリティシステム（防犯）

共同住宅
Apartments

防災システム

住宅情報システム

CATVシステム

セキュリティシステム（防犯）

CATV告知放送システム

地域LANシステム

インターホン設備

火災報知機から防排煙・消火設備、防犯システムやビルの出入管理、CATVや
BS・CSを活かしたホームセキュリティ&アメニティサービス…。ホーチキの技術は、
毎日の暮らしのあらゆるシーンに溶け込み、見えない「安心」を提供しつづけています。

ふだんなに気なく見かけている消火栓や警報装置、防火扉やスプリンクラー…。よく見れば、その多く

にホーチキのネームが刻まれていることに気づくでしょう。永年の信頼と実績を誇る私たちのシステム

は、学校・病院・空港などの公共施設をはじめ、デパートや地下街、オフィスや工場・倉庫からトンネル・

特殊施設・文化財にまでにおよび、現代社会のあらゆるシーンを24時間・365日、見守りつづけています。

さらに近年、ホーチキでは、万一のときだけに作動する守りのシステムから、より積極的なシステム

の開発を推進。防災の技術をベースに情報通信のテクノロジーを融合し、よりトータルな情報管理シ

ステムを実現しています。カード1枚で照明や空調、駐車場や食堂利用までを管理できる「アクセスコ

ントロールシステム」は、すでに多くの企業から好評を博しています。また、ホーチキでは個人の生活

基盤も重視。CATVやBS・CSなどを活かした双方向のホームセキュリティ環境を、マンションや戸建て

住宅に提供しています。いずれの場合もホーチキの強みは、永年培った総合的なノウハウを活かし、

どれひとつとして同じ状況にない設置条件にあわせて最適のシステムを提供できることにあります。

建物の種類、位置等は架空のものです。
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B  ecause our business concerns people’s 
lives and property, we are an organization that pledges 
to provide a consistent trustworthy service.
Hochiki is a product developer, system designer, installer, 

as well as being a distributor and a maintenance contractor.

We are entrusted with peoples lives and property, and 

have since foundation, consistently built up a reputable service company.

人命と財産に関わること
なのだから。
信頼の、一貫サービス体制。

コンサルティング
Consulting

開発研究
Research and Development

製造
Production

販売
Sales

メンテナンス
Maintenance

設計・施工
Design・Installation

FIRE  ALARMS FIRE  EXTINGUISHING SECURITY NETWORK

ホーチキは、コンサルティングから研究・開発、製造、販売、設計・施工、
メンテナンスまで一貫したサービス体制を確立しています。
それは、人のいのちや財産を預かる私たちの使命だと、考えるからです。

どんなに高度なシステムでも、万一のとき、正確に作動しなければ意味がありません。「安全

や安心」の分野では、商品を納入した時点でビジネスが終了するのではなく、むしろその

後、どんなときでも正確に作動するかどうかで真価は問われます。人のいのちや財産を預

かる私たちの業務は、あらゆるプロセスで確実さを求められています。研究をするだけ、製

品を造るだけ、販売をするだけ・・・では責任を果たせません。コンサルティング・研究開発

から製造、販売、設計・施工、メンテナンスまでを手がける創立以来の一貫体制には、すべ

てにわたる無限のサービスがなければ人や社会に、信頼された責任が果たせないという思

想が貫かれているのです。メンテナンス時などにお伺いしたお客様の質問や要望を、製品

に反映することができるのも、ホーチキならではの一貫体制がもたらす利点です。また、製

品と使う側とのインターフェイスを最重視する私たちは、いつでも「ひとが中心」。どのような

時にも操作を間違えないよう、視認性や操作性を追求したシステムづくりを目指しています。

私たちのテクノロジーは融合し、多くは複合システムとして提供されますが、上記のように、

「火災報知」「消火」「防犯」「ネットワーク」の４つのフィールドに分類することができます。
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Hochiki’s history is 
the history of fire detection.

［FIRE ALARMS 火災報知分野］

The right volume of water in the right place 
for the right length of time.

［FIRE EXTINGUISHING 消火分野］

防災の歴史は、
ホーチキの歴史です。

SEA FORT SQUARE ［東京品川・天王州アイル]1992年竣工。
   複合都市開発プロジェクトにおいて、
   広域インテリジェント防災システムを構築。

日本橋に設置された日本初の街路型火災報知

機には、すでに多重伝送方式が採り入れられ

ていました。ホーチキの先進性を表わす端的な

エピソードといえましょう。大正7年の創業以来、

「警報装置」の代名詞ともなっているホーチキで

すが、近年ではコンピュータの技術も採り入れ、ひろくインテリジェン

ト化を推進しています。東京ベイエリアの天王州アイルでは、オフィ

ス・ホテル・ショッピングモール・住宅・劇場

などの複合都市開発プロジェクトの一翼を

担い、膨大な情報を集中管理できるインテリ

ジェント防災システムを構築。メンテナンス

も一任され、その信頼関係は現在もつづい

てます。ホーチキの防災システムは、基本型

ともいえるＰ型でその評価を不動のものと

し、「自己診断機能」を備えたデジ

タル対応のR型で圧倒的なシェア

を確立。そこで築き上げたトップ

ブランドとしての信頼感は、最新

鋭のHRNシリーズにも脈々と受

け継がれています。また、共同

住宅用の自動火災報知・スプリ

ンクラー・情報管理から住宅用火災警報器まで、ご家庭の安心

と安全のためのシステムや機器も取りそろえています。

災害をくい止めるには、炎などをいちはやく感

知するとともに、すばやく鎮火するための消火

装置が不可欠です。感知する側と消火する側

が確実にリンクして、はじめて防災システムは

その役割を果たします。ホーチキのもうひとつ

の歴史は、消火技術の歴史でもあります。創業

間もない大正7年、米国より最新鋭の消防ポン

の代表です。世界では

じめて東京ドームに導

入されたこのシステム

は、以後、幕張メッセ、

大阪・名古屋などの大

型ドームや関西国際空

港、ひたちなか市総合

運動公園総合体育館

などに次々と採用され、

空間建造物に欠かせ

ない設備として定着し

ています。もちろん私たちの消火技術は、スプリンクラーやドレンチャ

ーなどとしてひろく普及。オフィスや集合住宅をはじめトンネルや文化

財など、あらゆるシチュエーションで安全面から社会を支えています。

プ車を輸入、全国に消防自動車の存在を普及し

たのも、昭和初頭にポンプ車の国内生産を開始

したのも、ホーチキです。さらに近年ホーチキで

は、ますます高層化・大型化する建物に対して独

自の消火システムの開発にも積極的に取り組ん

でいます。感知システムと連動し、巨大空間での

スポット消火を可能にした放水銃システムは、そ

必要な水量を、必要なところに、
必要な間だけ。

HITACHINAKA  CITY  SYNTHETIC  GYMNASIUM [ひたちなか市総合運動公園総合体育館]
1997年竣工。空間建築物に欠かせない放
水銃システムを導入。
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C ATV and BS・CS 
will become the media of safety.

［NETWORK ネットワーク分野］

テムを開発。CA

TVケーブルを多

目的メディアとし

て活用し、火報・

ガス漏れ・水漏

れなどの自動通報システムを構築すると同時に、モニタホンを介し

てキッズルームや受け付けカウンターとも連絡できるといった高度な

インタラクティブ情報網を実現することも可能です。当社の設備を施

した高さ日本一の超高層マンション・エルザタワー55の完成は、新世

紀の建物がさらに空へと向かい、加速度

的に超高層化へと進んでいくことを予感さ

せます。ホーチキはこれからもテレビの

完全デジタル放送化等、新たな社会に向

けてその技術の全てを捧げていきます。

We monitor buildings.
 We control the flow of people.

［SECURITY 防犯分野］

日本においても近年、「セキュリティ」の重

要性が叫ばれはじめました。その大切さ

にいち早く着目したホーチキでは、昭和40

年代に早くも防犯事業をスタート。マグネ

ットや赤外線などを応用し、侵入者を確実

に検出するシステムを完成しています。現

在、ホーチキの防犯システムはハイテク技

術を吸収し、積極的に情報を管理しよう

までをコントロールできる総合情報管理シス

テムを構築。セキュリティ面だけでなく、経営

面でもコスト削減などに貢献しています。さら

に、いつでも「人が中心」のホーチキでは、小

規模向け出入管理システム[id・Techno 

LITE]を開発。また、

空港で使われるポー

タブルX線透視装置

建物を見守る。
人の流れを管理する。

FUJITSU  AKASHI  COMPUTER  SYSTEMS [兵庫県・富士通明石システムセンター]1997
 年竣工。情報通信の技術を複合し、総合セ
 キュリティシステムを構築。

という「出入管理（アクセスコントロー

ル）システム」へと発展しています。た

とえば、富士通の明石システムセンタ

ーでは、それぞれの社員に配付された

IDカードで、施設の出入はもちろん、空

調や照明、食堂や駐車場の利用状況

「インスペクタ」や郵

便不審物選別装置

「スキャンメール 」な

ど、ホーチキのセキュ

リティ技術は現代社

会に欠かせません。

CATV、BS・CSが、
「安心」のメディアになる。

ELSA TOWER 55 [埼玉県川口・エルザタワー55]1998年竣工。
CATV用ケーブルを介して、双方向多目的
ネットワークを構築。

にいち早く着手。テレビ共同受信システムを設置し、難視聴エリアに

美しい画像を届けることに成功。その後もUHFコンバータを日本で最

初に商品化するなど、身近なところ

で暮らし向きの向上に貢献していま

す。さらに本格ネットワーク時代を

迎えて、C A T VやBS・CS網を活

かした独自の総合セキュリティシス

使命とするホーチキでは、オフィスや

商業施設など公のスペースだけで

なく、お子さまやお年寄りも含めた

家庭環境の向上にも力を入れてい

ます。1950年には、テレビ放映の

開始とともに起こった難視聴問題

「安心な暮らし」に貢献することを
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T he name Hochiki has come to mean 
the world standard for safety.

The desire for safety has transcended the barriers, race and history.

Since Hochiki’s products were first exported in 1961, we have been developing our International Business. 

At present, our International Network consists of manufacturing plants and sales headquarters 

in America and Britain, along with a sales branch office in Singapore and Beijing. 

We have spent many years creating a trustworthy relationship with, each country and company, 

and also with the people.The comprehensive service that we offer, is highly regarded 

and has become the standard of World safety.

ホーチキは、そこに人のいる限り
「安心」の世界水準を提供します。

HOTEL STRAND/FINLAND

HOTEL EXECUTIVE/ITALY

ROYAL HALLOWAY COLLEGE/U.K.

HOFBURG  PALACE/AUSTRIA

HOCHIKI   EUROPE（U.K.）LIMITED HOCHIKI  CORPORATION 
SINGAPORE   BRANCH  OFFICE

HOCHIKI  CORPORATION  HEAD  OFFICE HOCHIKI  AMERICA  CORPORATION

NISSAN  MOTOR/U.K.

EUROPEAN  PARLIAMENT/BELGIUM

SCHNBORNN PALACE/AUSTRIA

MUNICIPAL MAYORAL HALL BURSA/TURKEY

HONG FOK INDUSTRIAL COMPLEX/SINGAPORE

RITZ-CARLTON/KOREA

REVOLUTIONARY/HISTORICAL
MUSEUM, BEIJING/CHINA

CHUZAN UNIVERSITY/TAIWAN

LUK KWOK CENTER/H.K.

TIANJIN  DAILY/CHINA

UNITED  HEADQUARTERS  AIRLINES/U.S.A.

ALICANTE PRINCESS HOTEL/U.S.A.

CHAMPIONS HYATT GRAND HOTEL/U.S.A.

STANDARD CHARTERED BANK/H.K.

LOTTE HOTEL/KOREA
STATE BANK/AUSTRALIA

HOTEL GRAND CHANCELLOR/AUSTRALIA

HOCHIKI   EUROPE（U.K.）LIMITED

HOCHIKI  CORPORATION  
HEAD  OFFICE

HOCHIKI  AMERICA  
CORPORATION

HOCHIKI  CORPORATION  
 BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE

HOCHIKI  CORPORATION 
SINGAPORE   BRANCH  OFFICE

PROJECT  REFERENCE

「安心な毎日」は、国境や人種、歴史を超えた願いです。ホーチキでは1961年、
タイに火災報知機を初輸出以来、現在ではアメリカとイギリスに生産拠点を広げ、
さらにはシンガポールと北京にも販売拠点を設置することにより国際化を図り、
それぞれの国や企業、そして人々と永年の信頼関係を築き上げています。
私たちの提供する総合サービスは、
世界の「安心」の、ひとつの基準として高く評価されています。

HOCHIKI  AMERICA CORPORATION HOCHIKI   EUROPE（U.K.）LIMITED
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国内拠点

●本社/本館  Head  Office

●総合防災実験場  Multiporpose  Fire  Test  Laboratory

●本社/別館  Annex

より安全で安心できる信頼性の高い防災システムを。

1995年（平成7年）に建設された総合防災実験場は、
世界最大規模を誇り、外部環境の影響を受けない大空間実験棟です。
現在、そして将来の防災システムに必要なさまざまな実験・研究に
対応できるこの施設は内・外を問わず活用され、
防災システムの確立と発展に貢献しています。

●多目的実験室  Multiporpose  Fire  Extinguishing  Test  Room●大空間実験棟  Wide  Area  Test  Room

建物全体　長さ／133ｍ
　　　　　幅　／25ｍ
　　　　　高さ／26ｍ

大規模実験棟　長さ　／120ｍ
　　　　　　　幅　　／25ｍ
　　　　　　　高さ　／26ｍ
　　　　　　　床面積／3,000㎡

多目的消火実験室　長さ／10ｍ
　　　　　　　　　幅　／10ｍ
　　　　　　　　　高さ／3.5ｍ

●開発研究所  Research & Development Center

未来技術を追求するホーチキの頭脳基地。

1972年（昭和47年）に設立された開発研究所は、長期的な展望に基づき、
常に市場ニーズとトレンドを踏まえた製品開発を実現しています。
さらに基礎研究・要素研究の充実により、
スピーディーな製品開発と品質の向上を具現化しています。

日本の防災をリードし続ける最先端の技術と伝統。

1962年（昭和37年）に設立された町田工場は、設立当初から最先端の
防災テクノロジーを集結しています。多種・多様な防災機器・システムを提供し、
常に日本の防災をリードし続けてきました。
現在ではＰ型受信機やＲ型受信機をはじめとするシステム機器を主に生産しています。

専門特化／システム機器生産工場
●総合防災システム機器
●自動火災報知システム機器
●非常警報設備機器
●消火設備機器
●ガス漏れ警報設備機器
●住宅情報設備機器

より確かな２１世紀の安心を築く。

1969年（昭和44年）に製造を開始した宮城工場では、製造工程の徹底したテクノロジー化・
省力化を推進し、増大する防災機器へのオーダーに対応してきました。
現在では各種感知器や壁掛型Ｐ型受信機をはじめとする
大量生産品を中心に生産が進められています。

専門特化／大量生産品生産工場
●差動式スポット型感知器
●定温式スポット型感知器
●光電式スポット型感知器
●光電式分離型感知器
●アナログ式スポット型感知器
●Ｐ型受信機
●防犯セキュリティ機器
●火災・ガス漏れ複合型警報器
●住宅用火災警報器

一歩先を行く「快適・便利」を創造。

1974年（昭和49年）に設立された茨城工場は、電子機器の製造工場としてスタートし、
ネットワーク関連機器を製造しています。また、当社の新分野参入に際して、
柔軟な対応力でさまざまなオーダーに応える生産能力を有しています。

専門特化／マルチメディア製品
●ＣＡＴＶシステム機器
●テレビ共同受信システム機器
●衛星放送受信システム機器
●デジタル放送受信システム機器
●防犯セキュリティ機器

●町田工場  Machida  Factory

●宮城工場  Miyagi  Factory

●茨城工場  Ibaragi  Factory
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