業界トップクラス の
安全 ・ 品質 ・ 安心

あらゆるフィルムの

大量電子化サービス
理由 ： なぜ？

安全 ・ 品質 ・ 安心

Security

： 安全 の設備 P2

Quality

： 品質 の向上 P3

Management

： 安心 の体制 P4

テキスト検索 から WEB参照まで

各種フィルム

研究
活用

（カラ― ・ モノクロ）
【一般フィルム】

【マイクロフィルム】

電子化
大判フィルム
8×10 4×5

ブローニー フィルム
（6×6 6×7 6×8 6×9）

16ｍｍ 35ｍｍ ロールフィルム

COM フィルム
カラ―ポジ （スライド） フィルム

DVD ・ CD ・ BD-R ・ HDD ・
クラウド （協業） 等
分散
管理

フィッシュ フィルム
ジャケット フィルム

保存
アパチュアカード
35ｍｍ カラ―ネガ ・ ポジ フィルム

３M カートリッジ ・
ANSI エクタメイトマガジン

クラウド（協業） ・ 社内庫 ・
温湿度管理センター 等
情報の保存と活用

(株) 国際マイクロ写真工業社
TEL：０３-３２６０-５９３１

P１

e@kmsym.com

Security

： 安全
運搬 ・ 保管

セキュリティカー （２台）
（防犯ブザー付き）

①

本社・別館の
大型耐火金庫 （耐火JIS規格相当）
（紙用 ３基 ・ フィルム用 １基）

①

② ③

分
館
１F

連絡通路

特殊カギ

②

遠隔操作リモコンキー

③

本
社
１F

④
④

防犯ブザー

パスワード

分散管理
車金庫内

カギ ＆ ダイヤル・パスワードによる管理

温湿度管理センター （社内外）
で分散管理

入退室 ・ 社内設備
入退室管理 （血流認証）
セコム ビル管理システム

部署別 入退室管理

と
セキュリティシステム中枢

外盤と異常時ライト 防犯センサー 人体感知空間センサー
煙探知センサー

防犯カメラ

パスワード
十数台のカメラ （会社内外に設置）

履歴の記録

P２

モニタリング

Quality

： 品質

フィルム専門業者の品質 ・・・ クリーン エリア ・ 温湿度管理 エリア 等の強化
フィルムスキャンエリア
クリーンルームにより
CLASS１００００～１０００
の高い環境設定が可能

吸気

温湿度調整 （右は万一の予備機）

フィルターで浄化された
空気を 天上から下へ
（室外へ） 加圧して出す
各種フィルムスキャナ

活用

排気

検索システム (kmシリーズ）
（テキスト入力サービスも可能）

フィルム現像・複製・検査 エリア

【 高い品質 】
（左）オリジナル機 ・ （右奥）市販機
当社のオリジナル大型現像機は
市販機と比較すると

現像エリア

複製エリア

検査エリア

現像 ➔ 定着 ➔ 水洗 ➔ 乾燥 の能力が非常に高い

JIS規格内のフィルム保管温湿度
左
温湿度管理
エリア

温湿度管理 （２４時間）
フィルム保管庫エリア

20℃

36％

９月６日 18：49 計測

P３

右
社内作業場
エリア

27℃

74％

【 国家プロジェクト 】

で鍛えられた 国際マイクロの

Management

： 安心

● 情報セキュリティ マネジメントシステム ISO ２７００１ ：
私たちは お預かりするデータを最も大切な情報資産の１つとして取扱う
情報セキュリティマネジメントマニュアルを策定し
そのマニュアルに基づいて運用 ・ 管理を行います

● 個人情報保護 マネジメントシステム

（２００６年取得～現在）
★ ISMS
： （2004年取得）
★ BS7799 ： （2004年取得）

プライバシーマーク ： （２００４年認定～現在）

私たちは プライバシーポリシーを策定し お預かりするデータの個人情報の
管理を徹底して行います

● 品質 マネジメントシステム

ISO ９００１ ： （２００１年認定～現在）

私たちは 品質マネジメントシステムの効果的 ・ 継続的改善を行い
品質方針のもと品質管理を周知徹底いたします

● 環境 マネジメントシステム

ISO １４００１ ： （２００８年認定～現在）

私たちは ISO１４００１にもとづき、環境マネジメントシステムを確立し
運営するとともに 継続的に環境マネジメントシステム改善を進めて
環境方針 環境目的 環境目標 を実現することを目標とします

※ 当社一社のみ 全国 ３００社以上の複写業者中 上記 「４つの外部認証」 を取得した会社： (２０１３年時点)

● 機密保持契約書

（全従業員 押印 ） ： （２００２年規則化～現在）

短期ｱﾙﾊﾞｲﾄを含む全従業員と 機密保持契約書 （連帯保証人等） を取り交わすことが
可能とできた人員のみの対応

● 立地条件 （１９７２年本館設立～現在）

● 履行保証保険

本社： 新宿区箪笥町４番地３

（２０１０年認定～現在）

（5億円 までの履行保証保険の実績あり）

分館： 新宿区箪笥町５番地
【水害】
【地震】
【火災】
【人災】

大規模な業務も保証できる体制を確立
履行保証保険・入札保証保険を
お客様のご要望・ご依頼に応じて対応

・・・ 標高 約 28．5 ｍ
・・・ 比較的地盤が強固な新宿牛込に位置
・・・ 東方向 約４５０m に牛込消防署
・・・ 西方向 約３５０m に牛込警察署

● 個人情報漏えい保険

（２００５年認定～現在）

（10億円 の個人情報漏えい保険に加入済）

● お客様先：

各フィルムスキャナ ＆ 画像処理ソフト等 により 上記マネジメント体制の元 様々なフィルムのデジタル化を実施

・東京国立博物館様 ・宮内庁書陵部様 ・外務省外交史料館様 ・防衛研究所様 他、
・中央官公庁 各アーカイブズ様
短期ｱﾙﾊﾞｲﾄを含む全従業員と機密保持契約書（連帯保証人付）を取り交わし、
・各博物館
郷土資料館様 ・各図書館様 ・都県市区町村役所様 ・民間企業様、 所蔵の各種フィルムのデジタル化事業
対応しております。

2014．9
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お問合わせ e@kmsym.com 営業部 フィルムデジタル化 担当まで

