Segway PT for Police and Security
®

世界中の警察・警備分野で利用されているSegway PT

You can see me, I can see you

Segway PT for Police and Security
■世界中の警察・警備分野で利用されているSegway® PT
Segway PT( パーソナル・トランスポーター ) は、アメ
リカを始め世界中の警察、警備会社など 1,000 を超え
る機関において採用されています。市街地、空港、駅、
工場・倉庫から大学のキャンパス、ショッピングモー
ルといったところでパトロールを目的に広く使用され
ています。

Segway PT i2

Segway PTの利点《警察・警備分野》

警備向けパッケージ
販売価格 ¥ 1,005,000（税抜き、別途保険料必要）

Segway PT x2

屋外警備向けパッケージ
販売価格 ¥ 1,080,000（税抜き、別途保険料必要）

■ 機動性
・直感的なインタフェースにより、誰でも簡単にスムーズな発進と停止、その場での回転が可能
・優れた操作性により、建物内や狭い場所、人混みの中でもスピーディな運用が可能

■ 利便性
・機動性が高いため、広大な敷地内での作業効率化に貢献
・バッグに警備で必要な機器、荷物を搭載可能

■ 視認性
・歩行時に比べ高い視点から広範囲を見渡せるため、効率的な警備が可能
・人混みの中でも目立つため、犯罪抑止に効果を発揮

■ 環境性
・充電式バッテリを使用しているため、排出ガスが出ず環境に優しい
・電動式の静音設計により、屋内での利用にも最適
・周囲とのコミュニケーションを前提とした乗り物であり、環境と人に優しい

東京ビッグサイトでの実証実験

[イベント警備]
北海道洞爺湖サミット
2008年7月に環境をテーマとして開催した北海道洞爺湖サミット
において、取材拠点である国際メディアセンターの周辺警備に
Segway PTが活躍。

北京オリンピック
2008年北京オリンピックでは、100台以上のセグウェイが北京国
際空港や「鳥の巣」
と呼ばれる北京国家体育場などの各所で会場
整理と警備を行い、来場者の安全を確保しました。オリンピックの
開催期間中に競技会場とイベントホールの会場整理、観客整理、
現場のロジスティクス、空港警備、係員の輸送といった業務や、オ
リンピック大使の視認性を向上する上で最適な移動ソリューショ
ンとして、ゼロエミッションのSegway PTが利用されました。

Case Study

［地域警備］

マイアミ警察 （アメリカ、
フロリダ州）
2007 年に行われた アメリカンフットボールリーグの NFL(National
Football League)で 最大 の イベントである「Super Bowl XLI 」（来
場者数 7 万人以上）の警備に、マイアミ警察が Segway PTを 採用しま
した。
イベント期間中は、
スタジアムだけでなく街中にも多くの人が詰め掛け
るため、安全 対策 に は 最新技術を利用して細心の注意が払われます。
Segway PTはスタジアム周辺や駐車場、エキシビジョンエリアなどの警
備に活用されました。
高い視点から広 い範囲を 見渡せる視認性、また 群集の中 で も容易に
移動が可能な 機動性 が高く評価されました。
2008年「Super Bowl XLII」では、
フェニックススタジアムの警備におい
ても、管轄するグレンデール警察がSegwayPTを採用しました。

その他の警察での利用実績
●

シカゴ警察署（100台以上を導入）

●

シンガポール警察

●

ワシントンDCメトロポリタン警察署

●

ニューヨーク市警察

他

［ショッピングセンター警備］

Target コーポレーション
（アメリカ、
ミネソタ州）
Target社は、全米に約1500店舗を構える大手小売会社です。
このうち全米150以上
のTarget及びSuper Targetの店舗で警備パトロールにSegway PTが配備されてい
ます。お客様と従業員の安全確保のための警備戦略における革新的なツールであ
り、顧客サービスをさらに推し進めます。シカゴ、マイアミ、
ダラス、ロサンゼルス、
シアトルといったエリアにある店舗では駐車場や周辺環境のパトロールにおいて
Segway PTを使用しています。

IPC インターナショナルコーポレーション
（アメリカ、
イリノイ州）
IPCはショッピングセンター警備業界のリーディングカンパニーで、
30年以上の歴史を
持ち、米国・英国などで400店舗以上のショッピングセンターの警備を行っています。
営業中は、人混みの中でもスムーズに移動でき、かつ警備員の姿が目立つため、犯罪
率が低下しました。また、親しみやすさからテナントや買物客との対話が増え、顧客
からの信用度の向上にも繫がりました。
一方、夜間においては広い構内でもアラーム音などに即座に対応できる点が評価さ
れ、2 0 0 6 年 現在 ではアメリカ国内の 4 0 店舗以上の大型ショッピングモール が
Segway PTを導入しています。

その他の商業施設での利用実績
●

Chelsea Premium Outlets（アメリカ）

●

Cinema City Mall（イスラエル）

●

Sonae Sierra（ポルトガル）
他

Case Study

［空港警備］

ボルチモア-ワシントン国際空港（アメリカ、
メリーランド州）
2004 年、メリーランド交通局はボルチモア- ワシントン国際空
港において、広大な敷地の警備効率化、警備員の疲労軽減を目
的にSegway PTを導入しました。
それまで、警備員は約15kgの装備を持ち、広大なターミナル内
や6階建て駐車場内の警備、
ターミナルに面した道路の交通整
理 など、約 11k m を 歩 き回らな け れ ば なりませ んでした 。
Segway PTの導入後は、仕事の能率が上がり、
また警備員の仕
事に対する意欲の向上も見られるようになりました。
また、屋内でも静かに移動できる点や、緊急時に即座に現場に
急行できる点も高い評価を得ています。

その他の利用実績
●

シカゴ-オヘア国際空港

●

デトロイト-メトロポリタン国際空港

●

マドリッド国際空港

●

ロサンゼルス交通局

他

大学キャンパス内の警備
●

カリフォルニア大学バークリー校

●

デューク大学（ノースカロライナ州）

●

エンスヘーデ大学（ベルギー）

他

リゾート施設、
その他の施設での警備
●

The Westin Kierland Resort and Spa（アリゾナ州）

●

Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa（フロリダ州）

●

Orange County Convention Center（カリフォルニア州）

国内正規総販売代理店
〒231-0002

他

セグウェイジャパン株式会社

横浜市中区海岸通 4-24 万国橋 SOKO 303

TEL：045-263-6151（代表）
FAX：045-681-6977

http://segway-japan.net

TEL：045-263-6152（カスタマーサポート）
受付時間 9:00 〜 17:00（土日祝日年末年始除く）
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お問い合せ
土木建設機械賃貸・販売・修理

武部機械リース株式会社
〒929-1332 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻六136
TEL 0767-28-2567(代表) http://www.takebekikai.jp
FAX 0767-28-2045
セグウェイ事業部

http://www.segway.takebekikai.jp

