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Community service
社会奉仕活動

会社の事業目的は社会での存在意義の
追求です。その目的の手段として収益
活動は最重要です。その収益を社会還元
する、社会奉仕活動として音楽、特にクラ
シック音楽をメインにしています。
具体的には音楽家支援活動、コンサート
企画開催などです。これらは JSO Javatel 
Sound Operationsという組織名で活動
しています。
詳しくは www.jso-music.com をご覧くだ
さい。

About our Team
私たちのチーム

一人一人は個性豊かでアイディアに満ち
溢れ、とても勤勉です。組織は社長からの
トップダウンで意志決定されます。
この意思決定がチームの実行指針となり、
最短で確実に目的を達成していきます。
現代社会に蔓延する、自己責任の欠落と
出来ない理由と弁解を断じて許さない。
それが私たちのチームです。

Javatel  's  Vis ion
私たちのビジョン

◆本来のあるべき姿と、真実に対して妥協
することなく前進させる胆力。

◆時代を追うのではなく、時代が私たちに
追いついてくる事を信じる力。

◆身の丈に合ったビジネス・プランの策定
と実行を推進する。

◆社員の成長と共にジャバテルがある事
を肝に銘じる。

◆社員の福利厚生の充実を最優先に
考える、それは信賞必罰の徹底が必要
である。

◆組織構造は縦横無尽のアメーバー・
ネットワークを目指していく。

ごあいさつ
Greeting

この会社案内をご覧になられた貴方は、真実の追求とチャンスに
機敏であると想像します。そして、その結果として貴方は今の地位を
築かれたことと思います。

私達がお届けするI Pビデオセキュリティー・ソリューションはカナダ・
モントリオールにあるGenetec Inc.ジェネティック社の製品です。

20年前、私はこの会社のプロダクトに触れた一瞬に将来が網膜に浮
かび上がりました。品質、信頼性、ユーザ指向に関して身震いする一種
のフィーリングを感じ取ったのです。並んで技術の世界における可能性
の限界を追求することに対する、欲望をかきたてられたのです。

Genetecの成功は現実であり、世界のハイエンドセキュリティで確固
たる評価とポジションを獲得しました。それに引き替え日本の市場はどう
でしょうか?弊社はセキュリティをコアビジネスとして位置付けるも、日本の
セキュリティ市場はローエンド市場に極端に偏った市場であることは
昔も、今も変わりません。

VMSとNVRをまったく識別しない入札は日常茶飯です。結果として

2000年代初頭までは世界シェアで上位の常連だった日本のメーカーは
見る影もありません。自滅戦略を今も邁進しています。
イノベーションを自らがつぶし、常に売る側の規模の理論、都合の

悪い事は全て先送りした結果が今の姿であり、自らが市場を育てる事を
忘れた結果です。日本メーカーを全て集結しても世界市場では殆ど
存在感を失っています。

ジャバテルは生き残る戦略として以下の決定を実現させてきました。
追随をさせない追随戦略こそがイノベーション。

イノベーションは発明ではありません。

結合、破棄、補強、再構築、新視点からの思考、それこそが変革。

イノベーションは変革であり、今ある現実を直視してこそだと考え
ました。Docokame とeiROKUは弊社のイノベーションから生まれた
ソリューションです。

既にご購入のお客様、ご検討中のお客様にお伝えいたします。弊社
が創業21年、設立12年目を迎えられたこと、誠にありがとうございます。

株式会社 ジャバテル  

佐々木 宏至代表取締役

令和元年



Company History

個人事業としてを杉並区高円寺で開業 JavaベースH.323 / 
SIPサーバの開発に着手。
H.323/ SIPサーバの開発ノウハウを元にDivX MPEG4 
PC-DVRの開発に着手。

MPEG4 PC-DVR Supereyesで監視業界に参入。

大阪に拠点を移しSmartsight社のnDVR（現OMNICASTの
OEM）でIPビデオ管理ソフトウェアを日本に紹介、ドコモ・シス
テムズにm@watchのOEM供給などで好評をはくす。

nDVRの販売が少しずつ軌道に乗り始める。

名古屋SOLASを受注、当時どこのメーカーも対応できなかっ
たPure MPEG4による大規模監視システムを提供。 現在に
おいても品質信頼性は第一級の製品として評価されている。
2019年現在もシステムを更新して運用を継続中。

Smartsight社がVerint社に買収されたのを契機に、OEM元
のカナダGENETEC社と直接契約を開始。

株式会社 ジャバテルとして資本金800万円で法人化。

資本金3,000万円に増資。

IODEP完成　顧客から大絶賛を頂く。

東京スカイツリー向けにOMNICASTを出荷。

1,000万円を増資 資本金4,000万円

3,000万円を増資 資本金7,000万円

セキュリティーショー2014で
「どこカメ®」発表大好評を頂く。

1,000万円を増資 資本金8,000万円

「どこカメ®」新バージョン発表 ライブストリーミングの可能性を
飛躍的に拡張する。タイムシフト・ライブストリーミングを実現。

「エイロク®」監視カメラ管理ソフトウェアをリリース。
ホームセキュリティからミドルエンドをカバー。

1997年

1999年

2002年

2003年

2004年

2005年

2007年

2008年

2010年

2011年

2011年

2013年

2014年

2014年

2015年

2015年

会社の方向性を知識集約型に大きく舵を切る

オフィスの徹底整理統合とリストラ

営業利益11%達成、2019年は20%必達目標

「どこカメ®」のWebRTC、HLSオンデマンドの強化とクラウド
サービス事業を立ち上げ

「エイロク®」のクラウドサービス事業を立ち上げ

2016年

2017年

2018年

2018年

2019年

会社の歴史

IoT AI話題に事欠かない日々 、日本では重要な事が忘れ去られている。
それは 「百聞は一見にしかず」
経営判断に現場状況の把握は必要不可欠。北米小売で名高い
ターゲットは大規模な1店舗に数千台のカメラを配置し、管理担当、経営
サイドは全てのファシリティリソースに死角なしで24時間ビジュアルアク
セスします。ジャバテルはGenetec Security Center と どこカメの融合に
よりシームレスなビジュアルアクセスを提供します。

私たちのイノベーションはビジネス・プラットフォームの再定義です。
エキスパートシステムとAIを混同する間違いを犯してはなりません。 AIは
エキスパート応用に必要な一部のツールです。決断にビジュアルは必定
をテーマに徹底したマーケティングを展開していく事が弊社の戦略です。

戦略の推進とマーケティング

Company Overview
会社概要

Company Innovation
イノベーションと変革実行

東京支社　西宮ラボ　西宮ラボ分室

Securityシステムと 「どこカメ®」 のシームレス統合を実現、
ビジュアルツールはビジネスを変革するトリガー。

〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-21 八千代ビル東館 3F
TEL 06-6354-0100  FAX 06-6136-1155

社　名　株式会社 ジャバテル

創　業　1997年　　設　立　2007年　　資本金　8,000万円

代表取締役　佐々木 宏至

監査役　庄田　隆司

株　主　佐々木 宏至　森崎 稔史　有馬 みどり

本　社



株式会社ジャバテル

ホームページ

フリーダイヤル

お問合せメール

営 業メール

https://www.javatel.co.jp
0120-961-891
info@javatel.co.jp
sales@javatel.co.jp

あらゆる映像配信ニーズ
https://www.docokame.com
どこカメのホームページ

医療映像ソリューション
https://www.medrec.jp
医療映像管理のホームページ

アクセスコントロール
https://www.synergis.tokyo
シナジスのホームページ

Docokame Cloud
https://1.docokame.biz
どこカメ・クラウド（1,2,3････）

統一ビジネスプラットフォーム
https://www.security-center.tokyo
セキュリティ・センターのホームページ

監視カメラ
https://www.ipcam.tv
防犯、監視カメラのホームページ

Classical music
https://www.jso-music.com
Javatel Sound Operations ホームページ

ハイエンド世界No.1 VMS
https://omnicast.jp
オムニキャストのホームページ

サーバーとワークステーション
https://www.nvr.jp
eiROKUとアプライアンスのホームページ
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