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ご挨拶
マザーセキュリティは、これまで培ってきた開
発力を生かしたセキュリティ製品を提供してい
ます。

第一弾の製品として、タッチ式自動ドアの子機
を入れ替えるだけでIC認証ゲートへと進化する
『IC TIME-S』を発売しました。

2021年7月、後付け電子錠『Smart IC Lock』
を発売しました。さらに2022年11月にテン
キーを付けた『Smart DUAL Lock』を発売予定
です。

オフィス、介護施設、学校、店舗、ジムなどあ
らゆる場所で要望がございます。

設置が簡単で耐久性に優れたこれらの製品をお
客様にご提案していただける代理店様を募集し
ます。



IC TIME-S Smart IC Lock Smart DUAL Lock

IC認証機 後付け電子錠 後付け電子錠（テンキー付）

発売中 発売中 2022年11月発売

製品一覧



当社製品の特長

既存のモノに後付けし、新たな付加を創出

安定、安心のスタンドアローン型

配線工事不要の電池式

利便性が高いmicroSDカードスロット搭載



共通機能

NFC機能

FeliCa、Mifare規格に対応。
規格のお持ちのICカードやスイカ
でも登録できます。

タイムコントロール

誰でも入れる時間、登録ICで解錠
する時間、マスターICのみで解錠
する時間を曜日、時間で設定でき
ます。

PC管理

ICカードの登録、機器の設定、解
錠履歴の閲覧を専用PCソフトで
管理できます。



Smart IC Lock

機能

NFC認証 タイムコントロール機能 PC管理機能

ICカード登録 300枚 ノンタッチ認証 いたずら防止警報

履歴保存 10,000件 お出かけモード 不正開錠防止警報

オートロック マナーモード 電池切れお知らせ機能

扉を傷付けずに設置できる特許工法1

既存のシリンダー錠併用2

故障部分のみ交換できる構造3

※上記全て特許取得済み



他社製品との比較

他社製品A 他社製品B Smart IC Lock

特徴
入退室の履歴をWeb一元管理
遠隔施錠解錠
一時的な入退室権限発行

入退室の履歴をWeb照会
時間や曜日でカギの権限設定
合カギの即時発行

時間や曜日で開扉方法設定
microSDカードでデータ移動
設定、履歴をPCで管理

解錠方法 NFC、アプリ アプリ NFC

ランニングコスト 月額17,500円 月額7,980円 0円

無償保証期間 契約期間無料 契約期間無料 1年間、以降実費

取付方法 テープで貼り付け シールで貼り付け 固定ピンで固定

セキュリティ ネットワーク型 ネットワーク型 スタンドアローン型

適切規模 小～大規模 小～大規模 小～中規模



防犯のためにセキュリティを
掛けたい

登録したIC認証のみで解錠

設定：IC認証モード

働き方改革で残業、休日出勤を
制限したい

就業時間外は管理者のみの解錠

設定：日中は登録IC認証、夜間は
管理者のみIC認証
入退室履歴をCSVファイルで出力

法律事務所 オフィス

鍵の閉め忘れ防止

オートロックの設定

設定：オートロック機能をONに

住宅

人件費削減したい

受付を置かず、各会員が自由に
出入りできるようにする
鍵管理不要

設定：終日、会員のIC認証

自習室

導入事例



IC TIME-S

タッチスイッチを交換するだけ簡単設置

機能

NFC認証 タイムコントロール機能 PC管理機能

ICカード登録 10,000枚 履歴保存 30,000件 警報アラーム

スマホ時間補正 電池交換お知らせ機能

自動ドアに付いている箱型のタッチスイッチの子機と交換し、室内
側の親機に接続します。誰でも入れる時間を制限したり、登録した
ICを持った人だけが開けられる時間を設定したりすることで、セ
キュリティ強化、人件費削減など様々な課題解決に役立ちます。既
存の認証システムよりはるかに低価格で気軽に導入できます。

※特許取得済み



他社製品との比較

注）自動ドアのICカード認証機として運用する場合

他社製品A 他社製品B IC TIME-S

特徴

共用エントランスに設置
複数ゲート接続
時間制限付きID発行
故障時パーツ交換可能

オフィスに設置
多拠点管理
時間鍵の発行
遠隔操作

店舗、学校などに設置
タイマーでモード自動切替
タッチスイッチと入替るだけ
タッチ開扉モードあり

ランニングコスト 不要
必要

月額レンタル料
不要

無償保証期間
2年間

以降有料契約
契約期間無料

1年間
以降実費

設置 大規模工事 設置工事 簡単設置

セキュリティ ネットワーク型 ネットワーク型 スタンドアローン型

曜日＆時間の
IC認証設定

不可 不可 可



送り迎えの保護者の対応が大変

時間外は保護者は入れないよう
にする

設定：日中は登録IC認証、夜間は管
理者（職員）のみのIC認証

ホテル

夜間徘徊の防止

夜間は室内からタッチ開扉不可
とする

設定：内側に設置し、昼間はタッチ
開扉、夜はスタッフのみIC認証

老人ホーム

夜間のセキュリティ強化
フロント対応削減

夜間はIC認証開扉にする

設定：昼間は誰でも入れるタッチ開
扉、夜間は登録者のみのIC認証

保育園

鍵の管理と施錠が大変

時間外はIC認証にし、鍵の管理
は不要にする

設定：営業時間はタッチ開扉、営業
時間外はIC認証

店舗

導入事例



業務内容

販売・設置

サポート営業活動

支払

代金請求

製品発注

支払

製品納品

お
客
様

代
理
店
様

マ
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ー
セ
キ
ュ
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◆営業活動
お取引様など、弊社の製品に関心をお持ちのお客様へ営業・提案をお願いします。また、
代理店様の営業エリア等に応じて、弊社宛にお問い合わせのあったお客様をご紹介いたします。

◆販売～代金回収
お客様に対して、製品の販売、代金請求、代金回収を行っていただきます。また設置作業は代理店様
の責任でお願いします。

◆製品の仕入
製品は弊社に発注をお願いします。

◆製品の供給、サポート
製品を供給し、製品、設置の仕方など各種情報を共有し、代理店様をサポートさせていただきます。
営業活動に必要となる製品リーフレットはご用意いたします。

代理店様

マザーセキュリティ



営業開始までの流れ

1. 製品、代理店契約のご説明

2. 契約書・見積書のご送付

3. 契約締結

4. 初回10台購入

5. 製品、設置の講習（有料）

営業開始



会社概要

商号 マザーセキュリティ株式会社

代表取締役 蓑島 浩

事業内容 セキュリティ製品の製造・販売

所在地

【本社】
〒458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重3-104
TEL：052-848-7688 ／ FAX：052-878-3877

【東京オフィス】
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-6-7 蔵前イセキビル2F
TEL：03-5829-9144 ／ FAX：03-5829-9101

創業・設立 2018年10月

関係会社 株式会社シーズンテック



お問い合わせ先

製品や代理店契約についてお気軽にお問い合わせください。

マザーセキュリティ株式会社

電話：03-5829-9144

メール：t_ohara@mother7s.jp

担当：大原

mailto:t_ohara@mother7s.jp

