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様々な場所、用途で利用が広まりつつある顔認証システム。
しかし、導入にはハードルの高さや運用コストなどが気になり、導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
そこでNECでは、より簡単に顔認証システムを導入できる「NeoFace 顔認証システム導入セット」をご用意。
顔認証ソフトウェアから各種ハードウェア、設定サービス、保守サポートまでを一括提供するため、
安心して導入・運用することが可能です。

世界最高レベル＊の顔認証技術を簡単導入
さらなる安心と便利さを提供する
「NeoFace 顔認証システム導入セット」

簡単導入 サーバに顔認証ソフトウェアをあらかじめインストールしてご提供。
また、現地導入時はお客様の環境に応じたシステム設定を実施します。

万が一の際には、全国約400カ所からサービスエンジニアを迅速に派遣し、 
保守作業を行います。安心サポート

本製品の主な機能
IPカメラで撮影した映像の中から顔を検出し、あらかじめデータベースに登録された顔写真画像と照合することで
同一人物を見つけ出します。リアルタイムでの特定人物の監視や本人確認が可能です。

利用シーン

介護施設における見守りに 防犯対策に 顧客サービスの質向上に入退室の管理に

リピーター顧客の来店時にお知らせ
迅速なサービス提供を実現

人物の顔を検出 データベース照合 アラート通知/電子錠開錠

世界的なコンテスト＊で1位評価を獲得した顔認証技術をベースとしています。信頼の認証精度

＊：米国政府機関主催の顔認証技術コンテスト(FRVT2013)にて、首位の評価を獲得

介護施設利用者の外出を
職員にお知らせ

対象者の入室を検知
※防犯対策では、冤罪等によって

人権侵害に及ばないようご注意ください。

ハンズフリー認証で簡単に
入退室が可能



VMSオプション顔認証機能

高度な映像管理を可能にする「ビデオマネジメントシステム（VMS）オプション」

機能紹介

多彩な映像管理を支援する「Milestone XProtect® Express plus」

活用領域をさらに広げる2つの機能強化オプション

ビデオマネジメントシステムソフトウェア「Milestone Express plus」は、150社6,000機種以上のマルチベンダのカメラをサポートし、様々なソフトウェアと
連携することができる映像管理ソフトウェアです。NeoFace 顔認証システム導入セットと組み合わせることで、リアルタイムな顔認証に加え、録画映像に対し
て顔をキーとした検索再生や顔認証といった様々な連携機能を利用することができます。

顔をキーとした録画映像再生

ビデオ録画と同時に、カメラに写った顔を検出。その顔をキーに特定人物が
写っていたシーンの再生を実行します。

録画映像に対する顔認証

過去の録画データに対して、顔認証システムに取り込むことで、後から顔を
検出し、データベースと照合することができます。またスケジュール機能に
より夜間などあらかじめ
設定した日時に照合する
ような柔軟な運用も可能
です。

映像管理ソフトウェアでは1～16画面などの自在な分割表示が可能。多数の
カメラを管理したい、重点ポイントを大きく表示したいなどのニーズに応じ
たレイアウトによって、映像管理業務の効率化をサポートします。

カメラ数に応じた見やすい画面レイアウト

映像の中の動きを検知して録画を開始する「モーション検知機能」を搭載。
さらにモーション検知と連動して管理者への通知も行えるため、夜間や監
視員が少ない場合などでも迅速に対応が可能です。また、顔認証等の外部
アプリケーションとも連携できる
ので、アプリケーションのアクショ
ンを起点に録画を開始することも
可能です。

モーション検知＆アクション登録機能

設置したカメラの位置をアイコン化し、フロアマップ上に表示することがで
き、またマップはビルの各階ごとなど階層化が可能。そのアイコンをクリック
することで表示映像の切り替
えなどが直感的に行えるた
め、どなたでも簡単に操作で
きます。

マップ機能を利用した直感的なカメラコントロール

録画データをベースに、サムネイル画像を高速に作成。必要となる過去映像
を確認する時には、動画を早送りでチェックすることなく、サムネイル画像を
スライドしながら該当の映像を探し出すことができます。

映像のサムネイル化によるスピーディな検索

スマートフォンやタブレット＊を用いて遠隔からモニタリングが可能。どこか
らでも映像管理業務が行えます。また、それらの端末のカメラ映像を録画す
ることも可能です。　＊：AndroidTM、iOS®対応

お手持ちのスマートフォンを「管理用端末」兼「監視カメラ」に

「Milestone XProtect® Express plus」は、顔認証以外にも様々なソフト
ウェアやシステムと連携が可能。組み合わせ次第で、お客様のニーズに応じ
た映像管理ソリューションを実現できます。

様々なシステムとの連携により映像を多彩に活用

主なレイアウトバリエーション

映像の動きを検知



小売店舗等の入り口にカメラを設置し、来場者分析を実施するシステム
です。来場者の属性をリアルタイムに集計できるため、集計データを分析
することで、マーケティングにお役立ていただけます。

ディスプレイの上にカメラを設置し、デジタルサイネージの視聴効果を測
定するシステムです。視聴した人の客層、見た時間やサイネージからの距
離も測定でき、「場の価値」を数値化できます。

セール開催時等の客層を分析し、イベントの効果向上を図る

●小売店などの出入口に
　カメラを設置し、客層を分析

●イベントによる
　客層の変化を分析

データ分析 Gate

●イベント実施前後の客層分析結果から、
　ターゲット層を確認し、取り扱い商品を検討

データ活用
●イベントを実施した効果が
　来場者に反映されているか分析

ターゲットとしている
ミドル層の来場が
増えているね

イベントを実施したおかげで
お客さんの数も売上も伸びたね
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データ分析

データ活用

視聴者に合わせてコンテンツを切替える

小売店舗の客層を把握して、商品の仕入れ効率を上げる

データ分析

データ活用

データ分析

データ活用

デジタルサイネージのコンテンツを見ている人の反応を知る

●視聴者の属性を推定

●視聴者の属性に合わせて、
　コンテンツを自動で切り替える

20代女性 30代男性

Signage

Signage

●視聴者の笑顔度を取得 50%

smile

コンテンツ
作成者

50%

smile

80%

smile

満足度アップ

このコンテンツは比較的満足度が高いと言えそうだ

●顧客満足度の調査を行い、今後のコンテンツ作成に活用

FieldAnalystオプションは、設置したカメラの映像から人物を自動的に抽出し、人数カウントや性別・年齢推定を行い、定量化・データ化する製品です。定量
化したデータを分析し、ターゲット層に応じた企画立案や運営に活用いただけます。また、製品は測定機能の異なる2タイプの中から、用途に応じてお選びい
ただけます。

カメラの映像から自動的に人物の年齢・性別を推定

利用シーン

FieldAnalyst オプション for Gate FieldAnalyst オプション for Signage

映像をマーケティングに活用する「FieldAnalystオプション」

●お店の出入り口等にカメラを設置し、
　どのようなお客様が来たか分析

●販売管理システムの
   売上情報と
　組み合わせて分析

●ターゲット層がよく通る
　場所に催事場を設置

●ターゲット層に合わせて
　テナントを配置

●1週間の客層に応じて、
　商品を仕入れる

休日はファミリー層が
多いから家庭向けの
商品を置こう

平日はミドル層が多いから
ミドル層向けの商品を
中心に仕入れよう

60歳以上 50-59歳 40-49歳

20-29歳

30-39歳

10-19歳 0-9歳

月 火 水 木 金 土 日

Gate

ヤング層も増えているから、
販売するグッズを見直そう

人物検出

性別・年齢推定

判 定

※処理イメージ

女性20代
男性30代 とても興味がある少し興味がある 興味がある



NeoFace 顔認証システム導入セットのご紹介

店舗等利用者のおもてなしやセキュリティ対応、介護施設における見守りをサポート

顔画像でログ管理

入退室管理に特化した機能でセキュリティと利便性の向上を実現

特定人物の来訪をお知らせ 対象者の外出を検知しお知らせ

IPカメラの映像から顔画像をログとして保存するため、容易に個人を
判別可能です。ログの顔画像から個人を登録することもできます。

Windowsタブレットによる認証に対応

IPカメラに加えてタブレットによる認証が可能です。タブレットで自分
の顔を確認しながら認証できるため、利用者の利便性が向上します。

カメラのみで2要素認証を実現
顔とカメレオンコード（オプション）をカメラにかざすことで、2要素認
証での入退室を実現します。なりすましを抑止し、セキュリティ強化
を可能にします。

顔認証システムを支える安心のプラットフォーム

高信頼性により安定稼働を実現

24時間稼働を前提としたハードウェア設計、万が一
の瞬電に耐える内蔵バッテリオプション等による耐
環境性の高いプラットフォームにより、高信頼な顔
認証システムを実現します。

安心のサポート

最大7年間のハードウェア/ソフトウェアの保守サ
ポート、万が一の際には全国約400か所からサービ
スエンジニアを迅速に派遣し、保守作業を行います。

表示灯でお知らせ

オプションとして表示灯をご用意。光と音を出して分かりやすく通知し
ます。光の色と音は複数のパターンから選択可能です。

メール通知・モバイルアプリ通知に対応

IPカメラに写った顔画像とデータベースに登録された顔画像を
メールで通知し、特定人物の来訪等をお知らせ。また、オプション
でモバイルアプリに通知することも可能です。（Android™のみ）

※IPカメラの場合は
　最大6カメラ

＜登録者の場合＞ ＜未登録者の場合＞

主な仕様

＊：モデルやオプションの選択によって約100,000件までになります。

顔画像登録件数 顔検出ログ保存件数 同時認証数

約10,000件まで 約1,500,000件まで* 1人/カメラ1台

主な仕様

＊：モデルやオプションの選択によって約100,000件までになります。

顔画像登録件数 顔検出ログ保存件数 同時認証数

約10,000件まで 約1,500,000件まで* 5人まで/カメラ1台

IPカメラ
最大6台

タブレット
最大16台

NeoFace 顔認証システム導入セットと、ISV/ハードウェアメーカーなどソリュー
ションパートナー製品との連携したオリジナルの顔認証ソリューションの創出する
「ソリューション開発プログラム/顔認証」により、顔認証を活用した様々なソ
リューションが生まれています。開発プログラムから創出されたソリューション
により、幅広いお客様のニーズにお応えしていきます。

パートナー様との共創による顔認証活用ソリューション
入退室機能付
顔認証システム導入セット

入退管理ソリューション

＜カメレオンコードとは＞
高速・高精度の認識が可能なカラーバーコードです。

＊：「SecureFrontia X」は、NECプラットフォームズ株式会社の製品です。
　（https://www.necplatforms.co.jp/solution/security/sfx/）

機能はそのままにお手頃な価格で導入可能なバリューモデルをご用意

希望小売価格：486,000円(税別)～IPカメラ1台利用ライセンス＊1を
標準添付したお手頃導入モデルです ＊1：顔認証/監視ライセンス×1をバンドル。また、内蔵HDD、保守サービスパック、PPサポートパックは必要年数に応じて

　  別途手配必要です。

■連携ソリューション例

「ソリューション開発プログラム」については下記をご覧ください。
https://jpn.nec.com/pibc/partner/program.html

24時間稼働(冗長電源対応等)

耐環境設計(内蔵バッテリ対応等)

安心サポート(最大7年間保守等)



お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ商品の最新情報を下記で提供しています。

安全に関するご注意 ご使用の前に、各種マニュアル（「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等）に記載されております注意事項や
禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

●Express5800シリーズ及び、NeoFace顔認証システム導入セットに関するお問い合わせ
ファーストコンタクトセンター    TEL 0120-5800-72
受付時間…9：00～ 12：00 13：00～ 17：00 月曜日～金曜日（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

Cat.No. E03-18121754J
EX-301950

NEC Express5800 サーバ・ワークステーション情報サイト

https://jpn.nec.com/express/
NeoFace 顔認証システム導入セット製品ページ

https://jpn.nec.com/pcserver/appliance/faceset/index.html

2018年12月現在日本電気株式会社 〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

■注意事項　●顔認証技術は、あらゆる条件下での認証を保証するものではありません。●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●本製品には、有寿命品（DVD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ、電源、ファンなど）が含
まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては早期に交換が必要になります。●無停電電源装置やディスクアレイコントローラのバッテリは、使用することで消耗し、交換が必要になる部品です。●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿
易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●装置によって動作環境により音圧レベルが高くなる場合
がありますので、その場合には、コンピュータ専用室への設置を推奨します。●本商品に装備されている各種インタフェースや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作保証をするものではありません。周辺装置および拡張機器（メモリや拡張カード等）をお求めになる際は、対
応OS、使用条件について購入元の販売店やメーカに動作可否の事前確認を必ずお願いいたします。
■商標　 Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Androidは、Google Inc.の商標です。 iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 Milestone XProtectは、Milestone 
Systemsの登録商標です。本カタログに登場する製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本製品によりカメラ撮影した、特定の個人を識別できる画像データは個人情報に該当します。個人情報保護法その他の法令および規則ならびに関係官庁のガイドラインに従って個人情報を利用ください。

  ＜個人情報保護法に規定された主な義務＞
　●個人情報の利用目的を本人に通知または公表をしたうえで、撮影および個人データの利用を行う　●特定した利用目的の範囲で個人情報を利用する　●個人データの安全管理措置を講じる　その他

また、街頭や店内などで不特定の人物を撮影する場合は、法令順守のみならず、プライバシーの保護、世論や国民感情などについて、十分に配慮ください。
防犯用途では、人権やプライバシー権の侵害にならないよう十分に注意してご利用ください。

個人情報の取扱いについて

NeoFace 顔認証システム導入セット

バリューモデル、監視用カメラ×1、1年保守サポートありの場合
希望小売価格 ６５７，０００円(税別)～　

構成例1

バリューモデル×1
1TB×2

 ー＊7  1年保守＊8

エントリモデル、入退室用カメラ×1、1年保守サポートありの場合
希望小売価格 １，２９２，０００円(税別)～　

構成例2

エントリモデル×1
1TB×2

顔認証/入退室
ライセンス(1カメラ)×1

 1年保守＊8  1年保守＊8

スタンダードモデル、監視用カメラ×2、1年保守サポートありの場合
希望小売価格 １，３９３，０００円(税別)～　

構成例3

スタンダードモデル×1
1TB×2

顔認証/監視
ライセンス(1カメラ)×2

セットモデル内容＊1

型名・価格一覧＊1

システム本体
（本体装置/OS/顔認証サーバソフトウェア）

エントリモデル＊3

カメラライセンス(標準0)を必要数手配
顔認証/監視ライセンス：1～4
顔認証/入退室ライセンス：
IPカメラの場合：1～4
タブレットの場合：1～8

スタンダードモデル

カメラライセンス(標準0)を必要数手配
顔認証/監視ライセンス：１～６
顔認証/入退室ライセンス：
IPカメラの場合：1～6
タブレットの場合：1～16

バリューモデル＊2

顔認証/監視ライセンス×1付

主なオプション

VMSオプション

顔認証オプション

各種サービス

＊1：上記以外の構成をご希望の場合は営業にお問い合わせください。　＊2：顔認証/入退室ライセンスはバリューモデルには対応しておりません。　　＊3：顔認証/監視ライセンスと顔認証/入退室ライセンスは、エントリモデルでは混在利用できません。
＊4：各ソフトウェアオプションの可能な組合せとカメラ数は、各モデルにより異なります。　＊5：FieldAnalystオプションはバリューセットには対応しておりません。　＊6：ネットワークカメラ/電子錠の購入・設置ケーブルの配線工事等は別途手配が必要です。
＊7：顔認証/監視カメラライセンスは、バユーモデル本体に1ライセンスバンドルされます。　＊8：保守サービスパック、PPサポートパックの手配が必要です（ハードウェア、ソフトフェアライセンスには保守サービスは含まれません）。

● VMSカメラライセンス×1～16
● 顔認証をトリガーに録画映像再生
● 過去の録画データの顔認証が可能

FieldAnalystオプション＊5
● FieldAnalyst オプション for Gate
　 来場者の属性(人数/性別/年齢/笑顔)をリアルタイム推定し集計
● FieldAnalyst オプション for Signage
　 デジタルサイネージの視聴効果（客層/視聴時間/距離/笑顔）を測定
　 視聴者に合わせたコンテンツ切替

ソフトウェアオプション＊4

●  1G PoE L2スイッチ　● ワイヤレスVPNルータ
●  LAN I/Oモジュール ※電子錠ドア連携用　● 表示灯
●  グラフィックアクセラレータ など

● 顔認証/監視ライセンス
● 顔認証/入退室ライセンス　　● モバイル通知
● カメレオンコードライセンス
● 顔認証/監視拡張ライセンス
● 顔認証/顔位置情報集計オプションなど 

保守サービスパック（必須）

提供期間：1/3/5/7年  対応時間：5日間8時半～17時半/24時間365日

PPサポートパック（必須）
● ソフトウェアオプションの保守

導入展開支援サービス＊6

設置環境調査、顔認証システム/カメラのパラメータ設定
E-mail通知・電子錠連携設定運用手順書のご提供など

● 顔認証システム導入セット

設置環境調査、FieldAnalystシステム/カメラの
パラメータ設定・接続設定など

● FieldAnalystオプション

VMS/カメラのパラメータ設定、接続・再生・録画設定など
● VMSオプション

提供期間：1/3/5/7年  対応時間：5日間8時半～17時半/24時間365日
● ハードウェア・基本ソフトウェアの保守

ハードウェアオプション

HDD（必須）

HDD×2
(SoftRAID)
1TB
2TB
4TB
6TB
8TB
10TB

導入セット本体導入セット本体
型名 モデル名 希望小売価格(税別)

NP8100-2770P1 バリューモデル 486,000円
NP8100-2771P1 エントリモデル 964,000円
NP8100-2772P1 スタンダードモデル 1,022,000円

主な保守サービスパック主な保守サービスパック＊2＊2

型名 製品名 希望小売価格(税別)

NH508-81S5-T41C SupportPack5日間
8:30 ～17:30対応(1年) 37,000円

主なソフトウェアオプション主なソフトウェアオプション
製品名 ［製品型番］ 価格＊3 ［PPサポートパック(1年)型番］ 価格＊2＊3

バリューモデル用顔認証SV基本ライセンス 本体にバンドル ［ULH1S-1236-033］20,000円
顔認証SV基本ライセンス 本体にバンドル ［ULH1S-1236-001］50,000円

顔認証/監視ライセンス(1カメラ) ［UL1236-00X］80,000円 ［ULH1S-1236-002］10,000円
顔認証/入退室ライセンス(1カメラ) ［UL1236-00Y］119,000円 ［ULH1S-1236-034］18,000円

VMS基本ライセンス ［UL1236-00DZ］5,200円 ［ULH1S-1236-050］2,700円
VMSカメラライセンス(1カメラ) ［UL1236-00GA］18,000円 ［ULH1S-1236-052］3,700円
FieldAnalyst(Gate)SVライセンス ［UL1236-00AT］135,000円 ［ULH1S-1236-022］20,000円

FieldAnalyst(Gate)/カメラライセンス(1カメラ) ［UL1236-00AU］220,000円 ［ULH1S-1236-023］30,000円
FieldAnalyst(Signage)SVライセンス ［UL1236-00AX］135,000円 ［ULH1S-1236-027］20,000円

FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ) ［UL1236-00AY］220,000円 ［ULH1S-1236-028］30,000円

＊1：導入支援サービス及びそのほかの構成については営業までお問い合わせください。　＊2：保守サービスパックは必要年数に応じて手配してく
ださい。記載以外の年数、サービスレベルのサポートパックは営業までお問い合わせください。　＊3：ソフトウェアオプション表に記載された価格は、
希望小売価格（税別）となります。

主なハードウェアオプション主なハードウェアオプション
型名 製品名 希望小売価格(税別)

N8150-514 増設用1TB HDD 52,000円
N8104-197 1G PoE L2スイッチ 109,800円
N8181-148 LANIOモジュール   100,000円
N8170-33 表示灯 140,000円


