
オフィスセキュリティなら

ネットワーク構築にも強いエステクトが販売から設置工
事・メンテナンスまでを手がけますので、安心してお任せく
ださい。

重要なエリアのランク分け等、工事のお打ち合わせから施
工までワンストップで行っているため、お客様の疑問・要望
に幅広く対応できます。

エステクトでは、テレビ会議システムの設置工事や間接照
明の設置など電気工事に関わる様々なサービスをワンス
トップで行っております。 

防犯カメラ 入退室管理 電気工事

セキュリティの利用用途が年々変わってきてい
ます。
以前は外部からの侵入や内部の不正を監視する
ために使用する事が目的でしたが、最近では情
報の出入りの管理と社員の快適で安全な業務推
進が主目的に代わってきています。
働き方改革により残業の確認や勤務状況の確認
に使われたり、フリーアドレスになったことによっ
て日ごとに代わる社員の居場所やＰＣなどの保
管場所を管理する事にも使われてきていて、企業
にとっては必要な設備になってきています。

オフィスセキュリティの
必要性

エステクト

トータルコスト専門部署が不要 まかせて安心
1万件以上の施工実績がありますので、打ち合わせから
完成図書迄すべてを任せる事が出来ます。
ＣＡＤ設計、現場管理ツールを用いて、合理的な現場管
理を実現しますので、安心してお任せいただけます。

商社や中間業者を経由する事無く、１社ですべてのご提
供が出来る事で中間のマージンをカットする事が出来
ます。業界でナンバーワンの価格を目指しています。
（見積り比較大歓迎）

各種センサを用いたセキュリティの自動化やログの情
報収集や個人のデータ管理など運用方法を考えたご設
備設計をお客様に合わせてご提供を致します。
担当者が何も分からなくてもプロが寄り添いご提案致
します。

・ 映像
・ ネットショップ
・ インターホン工事
・ LED照明

・ オーダーメイド製作
・ セキュリティ
・ イルミネーション工事
・ 消防用設備等工事

・ オーダーメイド製作
・ LAN配線工事
・ テープLED製作設置

その他の事業
エステクトの事業紹介

社　歴
※2019年10月現在

122社

29年 年間施工数 1295件

協力業者数

お任せください

「エステクトン」

対応エリア 全国 （拠点は東京・大阪）

エステクトなら エステクトなら エステクトに



称　号 株式会社 S-TEKT（エステクト）
代表者 代表取締役 清水 孝弘
所在地 東京本社　　〒135-0031　東京都江東区佐賀1-9-11　YSビル5F
 大阪営業所　〒531-0076　大阪府大阪市北区大淀中5-3-19　ユニテクスビル2F
電　話 代表03-3820-5760　大阪営業所06-6940-6240
設　立 平成5年6月
資本金 3,000万円
社員数 31名（2020年2月）
会　員 • 中小企業家同友会 東京江東支部
 • 江東区産業連盟
 • 江東西法人会
 • 商工会議所

私たちは、
電気製品を操造する技術集団として
「仲間の居場所（活躍の場）」と
「社会のありがとう」を
共に創造します。

会社概要

https://www.s-tekt.com/

電気工事で課題解決ができる会社



安心と信頼の“セキュリティ” を実現する電気工事会社

入退室管理システム・防犯カメラ等

セキュリティシステムの
一貫対応をしています！

映像・音響システム

防犯カメラ

その他電気工事

入退室管理システム

会議室にプロジェクタを

設置したり、会議システ

ムを導入したい場合、教

育機関AV教室、テレビ会

議、マルチディスプレイ

など、特定のメーカーに

こだわらずお客様が

S-TEKTでは長年の実績を

生かし、お客様の目的に

合った防犯カメラをご提

案しています。ネットワ

ーク構築にも強いエステ

クトが仕入・販売から設

置工事・メンテナンス

S-TEKTではその他にも、

制御盤製作やLAN工事、

インターホン工事、LED

照明工事等、お客様のご

要望に合わせた電気工事

を行っています。お客様

の「あれ出来ない？」

S-TEKTでは、自社内にSE

を持っているため、それ

ぞれのお客様に最適なシ

ステムを構築することが

出来ます。また、国内メ

ーカーに限らず、海外の

メーカーも含めて

求めるシステムを選定しご提案致します。店舗などで

プロジェクターを利用した映像演出も可能です。

提案を行うため、メーカーの特約店となっているような

同業他社ではできない提案ができます。

までを一貫して手がけますので、安心してお任せいただ

けます。

「こうしたい！」という声をもとに設計からプログラム

設定を行い“出来たらいいな”を実現致します。

S-TEKTが選ばれる５つの理由！

１.  創業27年！地元密着のお役立ち企業！

２.  社内に設計・製造部門を持ち独自システム構築が可能！

３.  メーカーにこだわらない横断的な対応が可能！

４. データ管理やアフターフォローまでを自社で対応！

５. いつでも問合せ頂ける24時間体制のコールセンターを構築中！

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-9-11 YSビル5F
TEL：03-3820-5760 お問合せ：https://www.s-tekt.com/inquiry/

実績
・某ショッピングモール店舗 プロジェクター設置工事

・某教育機関 29教室プロジェクター設置工事 ・某百貨店 マルチディスプレイ設置工事

・某家電量販店 マルチディスプレイ設置工事 ・某サービスエリア 4面マルチディスプレイ設置工事

・某ライブスタジオ スピーカー及びアンプ設置工事 その他多数

映像・音響設備

その他電気工事

入退室管理システム、防犯カメラの他にも
”S-TEKT”ではこのようなことが出来ます

対応可能な工事一覧
・リモートカメラ ・ブルーレイプレーヤー ・ディスプレイ
・書画カメラ ・テレビ会議システム ・ワイヤレスチューナー
・ワイヤレスマイク ・プロジェクター ・映像スクリーン
・ディスプレイスタンド ・スピーカー ・パワーアンプ
・AVラック ・デジタルマルチスイッチャー 他

実績
・某集合住宅 LED照明交換工事 ・某マンション インターホン設置工事 （自動遠隔解除可能）

・セキュリティ業界 入退室管理工事 制御盤作成 設置か所 1,000件以上

・商店街 冬季 イルミネーション工事 ・某物販店 ショーケースLED照明取り付け工事

・某ショールーム floorコンセント設置 その他多数

対応可能な工事一覧
・LAN工事 ・インターホン工事 ・イルミネーション設置工事
・テープLED制作・設置 ・LED照明工事 ・人感センサ付き照明工事
・消防用設備等工事 ・コンセント取付工事 ・通信配線設置工事
・誘導灯交換工事 ・制御盤製作 他

03-3820-5760

お電話でいつでもお問い合わせください！

住所：東京都江東区佐賀1-9-11YSビル5F
TEL：03-3820-5760
FAX：03-3820-5763
URL：https://www.s-tekt.com/

担当：巽
(タツミ)

s_tatsumi@s-tekt.com
メールはこちらから



食品加工業界

入退室管理システム 防犯カメラ

SAMPLE

入退室管理システムは入退室管理システムは電気錠工事とも呼ばれ、部外者が勝手に入室することを防いだ
り、特定の部屋への出入りの記録を厳密に取る事ができます。
昨今では内部犯罪への対策も重要とされ、特定の部屋や区画へは曜日や時間帯で出入りを制限し、誰がいつ、
出入りしたのかの記録を厳密に管理することが求められています。

これまでこのような課題を解決してきました

シェアハウス業界 教育業界 不動産業界

IT業界 建設業界 施設（高齢・乳幼児）業界

オフィス・店舗・工場の防犯対策や、多店舗の一元管理や経営改善の手助け、自宅に設置して留守中の状況
を確認するなど防犯カメラには様々な使い方があります。エステクトでは長年の実績を生かし、お客様の目
的に合った防犯カメラをご提案しています。ネットワーク構築にも強いエステクトが販売から設置工事・メ
ンテナンスまでを手がけますので、安心してお任せください。

これまでこのような課題を解決してきました

建設業界 建設資材卸売業界 トラック業界

ＩＴ業界 薬局業界

新築工事を請け負う
会社では、「自分の
家が建つまでの過程
を見てみたい」という方がいら
っしゃいます。弊社のお客様で
は、防犯カメラをつけることで
そのご要望を実現しました。

こんなお悩みありませんか？
・防犯対策に防犯カメラを設置したい
・どのカメラを選べばよいかが分からない
・他社のカメラシステムも一元化したい
・誰に相談すればよいかが分からない
・安心できる業者に依頼したい

鍵の受け渡しをもっ
と簡単にしたいとい
う要望がありました。
インターネットから操作できる
スマートロックをご提案したと
ころ、受け渡しが無くなり鍵の
紛失の心配もしなくて良くなっ
たと喜ばれました。

安心して学べる場所
にしたいという教職
員と親の願いがあり
カード認証の設備を導入しまし
た。あらかじめ登録している人
しか入室できなくなり部外者の
入室の悩みや対応することから
解放されました。

お客様をご案内する
際に鍵の手配に時間
がかかるという悩み
がありました。スマートロック
に変更することにより、他社か
らのお客様のご紹介も増え、成
約のスピードも上がりスタッフ
の苦労も軽減されました。

「ビル管理のセキュ
リティから、独自の
セキュリティへの変
講をしたい」という方へ、新規
への切替とその後のサポートも
兼ねて、携わらせてもらいまし
た。自社管理というのが、最近
のニーズとして増えてます。

新規工事を請け負う
場合では施工図から
打ち合わせ・施工
までを管理してきました。シス
テム的な面でもサポートできる
ところはさせていただき、ご満
足いただけるものを形として実
現しました

「不審者の入室防止・
施設からの外出等があ
るかを確認したいが、

どの様なものを入れたらいいか分
からない、高い！」このようなお
声は非常に多いです。私たちはで
きる限り、お客様に寄り添い、導
入させていただいております。

お客様への環境整備
のＰＲとしてカメラ
の設置をしたところ、
社員の安全への意識がさらにUP
する結果になり、お客さまから
の信頼関係をさらに深める事が
できました

社員の報告がない残
業が多く誰がどの位
の時間社内に残って
いるのか現状を把握するために
カメラを設置しました。必要な
残業には社内の体制を改善する
ことにより社員との関係性も向
上し生産性も上がりました

お客様とのお薬の受
け渡しでトラブルが
あると相談がありま
した。お釣りの支払い、適正な
薬品の受け渡しができているこ
とを証明することができ、利用
者様からの信頼もあがり、スタ
ッフの悩みも解消されました。

自社のセキュリティ
強化に向けて防犯カ
メラを設置しました。
実害は発生していませんでした
が、社内での啓蒙活動にもつな
がり、物を出しっぱなしにしな
い等、従業員たちの防犯意識が
高まりました。

ステーションの入
り口の渋滞で近隣
からのクレームが

このような機能を持つ入退室管理システムからご相談いただけます このような機能を持つ防犯カメラからご相談いただけます

入退室管理システムの方式
・テンキー方式 ・ICカード方式 ・Bluetooth方式 ・生体認証方式

入退室管理システムの用途
・場所毎の入室権限付与 ・時間・日付毎の入室権限付与 ・入室ログ管理
・アンチパスバック（入室（退室）記録が無いと退室（入室）が出来ない機能）

入退室管理システムの種類
・フラッパーゲート（入室制限用ゲート） ・独立型入退室管理システム ・電子南京錠

防犯カメラのタイプ
・ドーム型カメラ ・ガンタイプカメラ ・ピンホールカメラ ・PTZカメラ

防犯カメラの用途
・防犯機能強化 ・テレビ会議システム ・遠隔地の把握 ・工場等の現場連携
・フードディフェンス（店舗での異物混入抑制） ・店舗の顧客流動把握

防犯カメラの機能
・データの記録 ・防水 ・夜間撮影 ・アラート発令 ・配線無しカメラ

があり、状況の観察をするため
にカメラを設置しました。記録
画像をもとに車両の優先順位を
決め、作業の効率化を図りクレ
ームの数を減らしました。

入退室管理システム

こんなお悩みありませんか？
・入退室管理をしたい
・勤怠情報の確認をしたい
・屋外で入退室管理システムを導入したい
・管理業務の効率化を行いたい
・他のシステムと連携したい
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