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「安全・安心」の、世界ブランド。
「　　　　   」から、「   　　　　　　」へ。



A  global brand with a strong reputation for 
high quality fire and security solutions.  We have 
grown from Japan’s first fire prevention 
equipment manufacturer to become a global life 
safety and property protection specialist 
corporation.

Hochiki’s core mission, ever since its establishment in 1918, has 
been to protect human lives and property.  Utilising best practice 
manufacturing techniques Hochiki has built an enviable reputation 
for high quality and extremely reliable products.  All equipment is 
designed and tested to ensure optimum performance, providing 
extremely early detection of potential dangers. 

Throughout the history of Hochiki, the research, design and 
development ethics have remained at the heart of the company’s 
corporate philosophy : Resulting in a brand that is trusted worldwide.

Global Confidence
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「人命と財産を守り社会に貢献する」。日本の近代化に欠かせない日
本最初の火災防災メーカーとして誕生したホーチキは、1918年の創
業以来、この使命に真摯に取り組んできました。“使われないことを願
いながら最良の製品づくりをする”ことで、人々の安全と安心を支え
てきたのです。あって欲しくない万が一、でもその時にこそ、私たち
の製品と設備は的確な働きを約束できるものでなければなりませ
ん。そして、そこに貫かれているのは、誰にでも優しい視認性や操作
性など、“人が中心の設計思想”です。この設計思想と、高いクオリ
ティを堅持するための研究開発からメンテナンスまでの一貫体制
に、ホーチキは真摯に取り組んできました。私たちの理念と積み重ねて
きた数々の実績は、「安全・安心」を提供するホーチキブランドの証。世界
の総合防災企業として活躍しています。HOCHIKI  AMERICA CORPORATION HOCHIKI   EUROPE（U.K.）LIMITED

●ホーチキの海外拠点

Hochiki CorporationHochiki Corporation

Hochiki Corporation
Taiwan Sales Branch Office
Hochiki Corporation
Taiwan Sales Branch Office

India Liaison Office of
Hochiki Europe (U.K.) Limited

India Liaison Office of
Hochiki Europe (U.K.) Limited

Hochiki Middle
East FZE

Hochiki Middle
East FZE

Hochiki Thailand Co.,Ltd.Hochiki Thailand Co.,Ltd.

Hochiki Australia
Pty Ltd

Hochiki Australia
Pty Ltd

Hochiki Asia Pacific Pte.Ltd.Hochiki Asia Pacific Pte.Ltd.

Jakarta Representative OfficeJakarta Representative Office

Hochiki Europe（U.K.）LimitedHochiki Europe（U.K.）Limited

Hochiki Italia SRL a s.u.Hochiki Italia SRL a s.u.

Kentec Electronics Ltd.（U.K.）Kentec Electronics Ltd.（U.K.）

Hochiki America CorporationHochiki America Corporation

 Hochiki de México, S.A. de C.V. Hochiki de México, S.A. de C.V.



Brisbane Airport / Australia

Harpa Conference & Concert Center / IcelandSeabank Hotel / Malta

Peterborough Cathedral / UK

Cobalt Business Park / UK

St Pancras / London, UK Open Academy / UK

Windsor Barra Hotel / Rio de Janeiro, Brazil

Vincom Center B / Vietnam

Millburn Middle School / Millburn, NJNTT Singapore Head Office / Singapore

中国国家博物館 / China

国立台湾大学総合体育館 / Taiwan

Qatar Financial Center Tower / 
Qatar, Middle East

西　广　 / China

Vincom Twin Tower / Hanoi, Vietnam

　　台 / China
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世界が認める、設計思想とクオリティ。
信頼性の高いシステムは、各国の著名な建物・施設への採用が実証しています。

海外
実績



Worldwide Results
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パレスホテル東京 / 東京都

国内
実績

安全・安心な毎日は、国境や人種を超えた万国共通の願いです。
ホーチキの海外進出は、1961年タイへの火災報知機の輸出がス
タート。以降、人が中心の設計思想と建物の目的や用途に合わせて
カスタマイズするシステム設計力の高さ、信頼性などが世界で評価
され、今では防災のトップブランドの認知度を誇ります。世界各都市
の有名ホテルや国際クラスの競技が行われるスポーツ施設、空港、
博物館、銀行、工場、城をはじめとした文化財など、多くの著名な
建物・施設に採用され、それらに集う多くの人々に、より確かな安全・
安心を提供しています。

コレド室町1・2・3
（写真はコレド室町1） / 東京都

MFLP堺 / 大阪府

Hochiki believes that life safety is a basic 
human right.  Our products have been specified 
in some of the most prestigious projects globally 
endorsing the world-wide confidence in our life 
protection expertise. 

東京スカイツリー / 東京都

イオンモール幕張新都心 / 千葉県

JRセントラルタワーズ / 愛知県

ダイバーシティ東京 プラザ / 東京都

ＪＰタワー / 東京都

トヨタ自動車九州（株）宮田工場トヨタ自動車九州（株）宮田工場 / 福岡県

ゆめタウン廿日市 / 広島県ゆめタウン廿日市 / 広島県

After 40 years as one of Japan’s leading life and property protection 
companies, it started its first export venture, initially to Thailand in 
1961.  Today, Hochiki is recognised for providing the most innovative 
and high performing solutions in many areas of today’s society.  
Applications in the commercial, transportation, industrial, leisure 
and heritage sectors can be seen all around the globe. 
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●日本初の受信機 ●日本初の火災報知機

●日本初の街路発信機

●住宅用火災警報器

●イオン化式煙感知器

●光電アナログ式スポット型感知器

伝統と歴史を誇る、日本最初の防災メーカー。
1918年の創業から、日本の防災システムをリードしています。



Our History
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●日本初の手挽ガソリンポンプ車

●ノーザン式ポンプ車の仕様書

1920年、ホーチキが開発した街路型公衆火災盗難報知機が警察の
要請を受けて日本橋界隈に24機設置されました。日本初の火災防
災システムが、産声をあげた瞬間です。それ以降、皇居や国会議事
堂、学校、病院へと広く全国に普及し、誰もが知る身近なシステムと
して認知されるようになりました。また、ホーチキは創業間もなく、ア
メリカから消防ポンプ車の輸入をスタート、昭和初期には国内生産を
開始するなど、消火というもう一つの柱も育て、日本の近代防災を
リードしてきました。さらに、近年は時代のニーズに応え、セキュリ
ティや情報通信のフィールドにも進出。安全に、そして安心して暮ら
せる環境の実現に努力しています。もちろん、創業当時から長年にわ
たり脈々と受け継いでいる「人命と財産を守り社会に貢献する」とい
う企業理念を変えることはありません。これからも常に挑戦を続け、
より安全・安心な社会の実現に努めて参ります。

Established in 1918,  Hochiki Corporation was 
the first Japanese company to manufacture and 
install life safety equipment.  

●大正13年頃の消防署内

●昭和25年、大阪・梅田での街路発信機設置記念パレード

In 1920, the company developed the first ever fire and theft alarms 
for public use; 24 sets of these alarms were installed in the Nihonbashi 
area, Tokyo, at the request of the police.  From this moment Hochiki 
had set the standard for high quality life safety and property protection 
systems.  From then on these systems were installed in such projects 
as the Imperial Palace, The Diet Building, schools, hospitals and other 
public buildings.

Also at this time, the corporation identified an urgent need for mobile 
water pumping systems.  Initially these were imported from the US 
in co-operation with the local fire authorities.  Hochiki switched to 
domestic manufacture of the pumps in the Showa period, which 
increased its already extensive portfolio to include firefighting 
equipment.  Recently the company has expanded into the fields of 
crime prevention and Information & Communication systems to 
respond to new security needs and threats.

Hochiki is dedicated to the development of technologies that help to 
establish and maintain a safer and more secure society.
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●一般ビル
Office
防災システム
放水銃SPシステム
入退室管理システム
防犯システム
CATVシステム
超高感度煙検知システム
ネットワークカメラ システム

●ホテル
Hotel
防災システム
無線式自動火災報知設備
放水銃SP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
ウォータースクリーン設備
ネットワークカメラ システム

●病院
　・福祉施設
Hospital, Welfare facilities
防災システム
無線式自動火災報知設備
特定小規模施設用
　自動火災報知設備
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
ウォータースクリーン設備
ネットワークカメラ システム

●ショッピングセンター
Shopping center
防災システム
CATVシステム
入退室管理システム
防犯システム
避難誘導設備
予作動式消火設備
放送設備
ネットワークカメラ システム

日々、あらゆる施設を24時間見守る。
防災からセキュリティまで的確に、それが私たちの使命です。



Business Contents
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●トンネル
Tunnel
通報・警報設備
換気設備
避難誘導設備
消火システム
ウォータースクリーン設備
ネットワークカメラ システム

●神社・仏閣
Shrine, Temple

無線式自動火災報知設備
屋外用炎監視システム
放水銃SPシステム
ネットワークカメラ システム

●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
入退室管理システム
防犯システム
ネットワークカメラ システム

●プラント・工場等
Plant, Factory
防災システム
無線式自動火災報知設備
避難誘導設備
地域LANシステム
入退室管理システム
防犯システム
超高感度煙検知システム
屋外用炎監視システム
ネットワークカメラ システム

●共同住宅
　・一般住宅
Apartments, Housing
防災システム
住宅情報システム
無線式自動火災報知設備
CATVシステム
防犯システム
地域LANシステム
インターホン設備
住宅用火災警報器
屋外用炎監視システム
ネットワークカメラ システム

建物の用途別に最適な防災・防犯システムを提供することがホーチキの役目です。その守備範囲は、すべての建物をカバーするといっても過言
ではありません。建物に対する人々の安全・安心を追求し、さらに災害や犯罪への不安の高まりに応えるために、防災だけでなく、セキュリ
ティや情報通信の分野にも進出。これらの機器やシステムの研究・開発で、いつも時代の一歩先を歩んできました。これは、他の防災企業に
ない私たちの強みです。ホーチキが提供する商品は、現代社会のあらゆるシーンを見えないところで24時間・365日見守り続けています。

Hochiki’s systems provide 24/7 protection 365 
days a year.  
Hochiki can provide multi-disciplined solutions, from fire protection 
and extinguishing systems to security and communications – for all 
types of building applications.  The Corporation has expanded into 
the fields of CATV and security systems to combat increased concerns 
about crime and personal safety. This illustrates Hochiki’s ongoing 
commitment to combine the latest technologies with cutting edge 
research and development.



より確かな防災を約束する、トータルソリューション。
コンサルティングからメンテナンスまで、
一貫体制で安全と安心をサポートします。
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設計・施工
Design and Installation

メンテナンス&リニューアル
Maintenance & Refurbishment / Retrofit

研究・開発
Research and Development

製　造
Production

販　売
Sales

火災報知システム

セキュリティシステム

超高感度煙検知システム

消 火 シ ス テ ム

情報通信システム

メンテナンス
＆

リニューアル

ネットワークカメラ
システム

コンサルティング
Consulting

人命や財産を火災から守る私たちの業務は、研究するだけ、製品をつくるだけ、販売をするだけでは、その責任を果たせません。建物や施
設によって最適なものは一つひとつ違う上に、万一の時にその機能が発揮されなければ意味がないからです。ホーチキは創業以来、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、リニューアルに至るまで、一貫体制をとって、安全･安心をより確かな
ものにしています。また、活躍のフィールドは、消防法の規制以外にも目を向けて安全･安心の“あったらイイな”に応えて広がった8分野。
しかもそれぞれが独立してあるのではなく、それぞれの商品・サービスは連係･融合し多くは複合システムとして提供されています。

住 宅 防 災



Business Field

10

Effective, environmentally friendly extinguishing systems

火災報知システム 消火システム

高機能だけど、操作しやすく
人にやさしい火災報知システム。

最小で最大の効果を狙い、
さらに地球環境にも配慮。

従来の火災報知システムは、単に火災を検出

し、火災発生を知らせるシステムでした。近年

は感知器からの煙や熱の情報を元に、火災を

予測する機能、感知器の設置環境を学習し誤

報を低減する機能、感知器を自動でチェックする自動試験機能を備

えたシステムへと進化しています。フルカラータッチパネルを採用し

たシステムでは、わかりやすいアイコンと音声ガイダンス機能を備え

た画面で緊急時の操作も的確に対応できます。

さらに、日本初、感知器への配線が不要な無線式自動火災報知設備

をリリース、これからも建物設備の規模や用途、ニーズに応じ最適な

システム提案をおこないます。

高機能だけど、操作しやすく人にやさしい火災報知システム、ひと味

違うホーチキの技術が詰まっています。

ホーチキの歴史は、報知技術とともに消火技術

の開発の歴史でもあります。ポンプ車の輸入や

国内生産にはじまり、時代ごとの最新の消火テ

クノロジーによる最適な消火システムを提案し

てまいりました。東京ドームの巨大空間でのスポット消火を可能にし

た“放水銃SPシステム”はその代表例です。もともと初期の消火シ

ステムの目的は、建物や周りがどんな状況になろうとも火を消すこと

でした。しかし、時代の変遷に伴い、最小の水量で最大の効果を上げ

て、できるだけ2次被害を与えないことが望まれるようになりました。

また最近では、水の使えないサーバールームなどのガス消火に、人に

優しく地球環境にも負担の少ない窒素ガスなどを使用するように

なっています。このようにホーチキでは、消火システムにおいても

人命や財産を守るという一貫した考えに基づき、研究・開発を進めて

います。

Development of globally recognised, intelligent fire 
prevention systems 

Firefighting SystemFire Alarm System



Business Field

Information & Communication SystemSecurity System
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入退室管理システムで、
企業の情報漏えいを防止。

双方向の情報通信技術で、
街や家族の安全・安心を実現。

セキュリティシステム 情報通信システム

セキュリティの重要性が高まりはじめる1960年代後半、ホーチキは
セキュリティ事業をいち早く立ち上げました。それまで培った防災分
野での経験やノウハウを活かし、侵入者を的確に検知するシステムを
完成させたのです。
そして近年は、人の流れを管理する入退室管理システム（アイディ・テ
クノシリーズ）を開発。最近では時代を反映し、企業の情報漏えい防止
に重点を置いた使い方をするようになっています。人の流れを管理
することで、情報の流れを管理し、情報漏えいを防止するというもの。
また、この入退室管理システムにさまざまなセンサや端末機器などを
組み合わせ、個人認証のICカードが１枚あれば、照明から空調まで
調節でき、館内キャッシュレスで飲食もOKなど、建物内に一切の私物
を持ち込むことなく過ごすことのできるシステムも提供しています。

ホーチキでは、情報通信システムによる街や家庭の安全・安心にも力
を入れています。1960年代、山やビルの陰になってテレビの電波が
届かないという、難視聴問題を解決するための共同受信システムを開
発。以来、防災や防犯、さらに地域の活性化、行政と住民を結ぶなど、
インタラクティブな新しいコミュニケーションを時代とともに先駆的に
切り開いてきました。これは、他の防災企業にはないホーチキならで
はの独自の分野です。テレビ共同受信システム、光伝送システムなど
を通して、安全・安心を約束する新しいコミュニケーションのあり方を
創造・追求しています。

Domestic and social security achieved with interactive 
communication technology

Access control systems that ensure the security of 
confidential information

超高感度煙検知システム

火災になる前にわずかな煙粒子を検出し、
ビジネスの停滞を防ぐ。

Detection of smoke particles in small amounts in advance of fire leads to prevention of business discontinuation

リスクマネージメント（危機管理）が重要視される現代社会において、企業が果たす社会的責任の中でも、ビジネスの継続計画（BCP：Business 
Continuity Plan）は、その最重要事項といっても過言ではありません。超高感度煙検知システムは空調により撹拌・希釈された薄い煙やケーブル
の燻焼など、非常に早い段階で火災の前兆を捉え、火災を未然に防ぎます。そして、人命・財産はもとより、企業にとって重要なデータや設備、ある
いは社会的な財産を守るだけでなく、ビジネスの停滞を防ぎ継続することにより社会的信用を守ります。ホーチキの超高感度煙検知システムは、ク
リーンルームやコンピュータルーム、通信機器室、2次電池エージング倉庫、データセンターなど多くの分野で活躍しています。

High sensitivity aspirating smoke detection System



System Maintenance And UpdateHome Security System
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住 宅 防 災 メンテナンス＆リニューアル

業界に先駆けた自慢のシステムで、
家族の命と財産をガード。

永年にわたって培った技術と
ノウハウでよりきめ細やかに、
より確実に。

年間の犠牲者が全国で約1千人、その多くがお年寄りや子どもとい
われる住宅火災。防災業界全体が近年、いかにこの住宅火災を減少
させるかをテーマに研究開発してきたのが、住宅用火災警報器です。
平成18年6月には、火災の早期発見が犠牲者低減の対策になること
から、あらゆる住宅に法律で火災警報器の取り付けが義務化されま
した。ホーチキは、それに先駆ける40年ほど前から、戸建てやマン
ションなどの一般住宅の防災対策で住宅用火災警報器を開発。お子
さまやお年寄り、ご病人などのお部屋に取り付けることにより、万全
の火災警報システムを構築するなど、一般住宅向け火災対策に積極
的に取り組んでいます。

いざというときに機能が充分に発揮されなければ、設備を備えている
意味がありません。そのためにも徹底したメンテナンスが必要です。
ホーチキでは手がけた設備はすべてメンテナンスの対象。開発・製造・
施工まで一貫した体制で行っているため、細部にわたる保守点検が可
能です。人による24時間対応などのサービ
ス体制も充実。また、メンテナンスとともに
重視しているのがリニューアルです。建物に
応じた最適なリニューアルプランをご提案し
ます。設備を設置するだけでなく、その維持
管理まで、トータルにサポートすることこそ、
総合防災企業の責務だと考えるからです。

Extensive system maintenance and management serviceDomestic fire detection, extinguishing and security systems

ネットワークカメラシステム

We provide network camera solutions tailored to various situations from crime prevention to disaster prevention.

防犯分野から防災分野に至るまで、ネットワークカメラのニーズが多様化する社会の中で広がり、ネットワークカメラが活躍する事例が増えていま
す。ホーチキでは商店街・施設などの防犯はもとより、荒天時の河川氾濫監視、工場のライン監視など、防災・防犯分野で培ったノウハウを基に、より
高度な安心の付加価値を提供できるネットワークカメラシステムのご提案をいたします。
鮮明な画像と高度な画像解析機能は防犯だけでなく防災にも効果を発揮。カメラが持つ豊富な機能によって、侵入・徘徊・持ち去りなどの人の動き
のほか、環境の変化などもリアルタイムで検知・発報します。また、夜間でも鮮明なカラー画像を撮影できる超低照度カメラ、自動追尾で的確な監
視が行える高性能PTZカメラ、設置場所を選ばない小型カメラ、室内全体を俯瞰するだけでなく必要な個所を切り出せる360度全方位カメラな
ど、豊富なラインアップを取りそろえ、さまざまなシチュエーションに合わせた最適なシステムソリューションを構築し、ネットワークカメラの分野か
らも安全・安心な社会の実現に貢献しています。

Network Camera System

防犯から防災まで、
さまざまなシチュエーションに合わせた
ネットワークカメラソリューションを提供します。



防災システム開発・製造の拠点。
尊い人命と財産を守るため、英知とメーカー力を集結し

モノづくりに取り組んでいます。

防災の要となる受信機を製造　　
1962年に竣工した町田工場は、設立当初から最先端の防災テクノロジーを
集結。自動火災報知設備や消火システム用の受信機をメインに製造してい
ます。

●町田工場／町田市  Machida Plant

宮城工場・総合防災実験場 全景／角田市

一歩先を行く最新機器を提供
1974年に竣工した茨城工場は、電子機器の製造工場としてスタート。
現在では、その経験を生かし、主に情報通信システム用の機器や防災機器を
生産しています。

●茨城工場／結城郡  Ibaraki Plant
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テクノロジー化を推進した大量生産品工場
1991年に竣工、製造工程の徹底したテクノロジー化・省力化を推進。各種感
知器や防災機器をはじめとする量産品を中心に生産しています。

●宮城第1工場  Miyagi Plant #1
●太陽光発電設備
   Solar photovoltaic system

環境にも配慮した宮城工場
2009年に「風力発電設備」と「太陽光発電設備」を導入、地球環境保全にも
取組んでいます。

●風力発電設備
　    Wind power system



Our Facilities

世界に安全・安心をお届けする、
ホーチキの研究施設と工場。
ホーチキの英知と総力が結集する開発研究所と総合防災実験場では、
防災分野に関するさまざまな研究・開発と重要な実証実験を行い
ます。そこで開発された製品の試作から量産化まで、各工場で担って
います。

In Japan, Hochiki’s state of the art research, 
development, testing and manufacturing facilties 
ensure the provision of high quality, next 
generation products to the world.
The innovative research and development centre continually provides 
the company with new technologies which are incorporated into the 
precision design of the latest products and systems.

The unique, world leading fire test laboratory is dedicated to testing 
products under extreme conditions to ensure true performance.

Each plant utilises state of the art manufacturing procedures to
produce Hochiki’s world class products. 
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別館  Annex

本館  Main

●ホーチキ株式会社  本社  Head Office

ホーチキ本社（本館）ホーチキ本社（本館）

ホーチキ本社（別館）ホーチキ本社（別館）
ドコモショップドコモショップ

JR目黒駅JR目黒駅

三井住友
信託銀行
三井住友
信託銀行

三菱東京
UFJ銀行
三菱東京
UFJ銀行

東口東口

東京メトロ、都営地下鉄
東急目黒駅

東京メトロ、都営地下鉄、
東急目黒駅

渋谷
方面
渋谷
方面

品川
方面
品川
方面

N

未来技術を追求するホーチキの頭脳基地
1972年に開所した、火災の実証実験も行える研究所です。長期的な展望に
基づき、基礎研究や要素技術開発、あったらイイな！を的確に捉えた製品開
発を行っています。

●開発研究所／町田市  Research & Development Center

建物全体　長さ／133ｍ
　　　　　幅　／25ｍ
　　　　　高さ／26ｍ

品質を実証する世界最大規模の実証実験施設
1995年に建設、世界最大規模を誇る外部環境の影響を受けない大空間実
験場です。放水銃SPシステムの実証実験もここで実施。次代のニーズに対応
する開発も行っています。

●総合防災実験場  Multiporpose Fire Test Laboratory

防じん機能を高めた大量生産品工場
2016年に竣工、防じん機能を高め国内向けの煙感知器、住宅用の火災警報
器等の量産品を中心に生産しています。

●宮城第2工場  Miyagi Plant #2
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