
セキュリティスタッフ
ほんのちょっといい明日のために、とことんまで

発注担当者様必読！

警備会社選びで失敗しないために

NO.1愛知県エリア の警備員数



セキュリティスタッフは、すべての社員同士が常に助け合いながら

お客様のニーズに期待を超えるサービスを提供できる企業であること。

さらに、企業活動を通じ、社会に貢献し、豊かなくらしを目指す企業です。

ほんのちょっといい明日のために、とことんまで

心を燃やす 心を照らす

地域社会に貢献するお客様と共に成長する

すべての社員が
共に働く仲間同士お互いに支えあうこと

For Employee

For Customer For Society

期待を超える価値提供を通じ
共に成長すること

企業×社員×地域
住民の関係を創出すること



セキュリティスタッフがお客様の「困った」をこう解決

急な仕事 に対応できる？

忙しくて、警備員手配 が大変！

会社によって費用感 がバラバラ！

急な依頼や増員など、
臨機応変な対応が可能

監督は案件をまるなげするだけ
どんな案件でも迅速に手配

サービスに合った
適正価格だから安心

警備員の経験や知識 に差がある？

大規模な案件や入札 に対応できる？

警備員教育や教育担当
のフォロー体制が充実

愛知県No.1の隊員数
と豊富な実績で対応

SSなら

SSなら

SSなら

SSなら

SSなら

優秀な警備員育成NO.1を追求する、セキュリティスタッフ(SS)だからできるサービスです。

電話やFAXでの依頼が面倒
警備管理システムでいつでも
予約・確認・変更が可能

SSなら
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SSの優位性 Superiority of SS

選ばれる3つのポイント

圧倒的な警備員数 充実の警備員教育体制 先進の警備管理システム
Point

1
Point

2
Point

3

隊員数692名 さらに高度な研修 独自開発の予約アプリ

隊員数はエリアNo.1！さらに毎年130-150％
増加、2026年には2000人を目指します。
お客様のご要望に「必ずなんとかする！」そ
いう姿勢で取り組み、「とことんやる」から、
お客様からの高い信頼を得ています。

例えば、新人教育は法定より30時間以上！
SSでは、他社に類を見ない徹底した人員教
育を実施。また、ベテラン警備員による研修
や現場巡回レクチャーなど、お客様に安心い
ただける仕組みを構築しています。

AIで、ベストな人員配置をマッチング！
独自開発システムにより管理業務を最適化。
だから、急なオーダーや変更にも即対応が可
能。また、お客様サイドで、いつでも予約状
況の確認ができて便利です。

普通SS △ ◎

費用 ベテラン率 対応力

安いA社 ○ △

安いB社 ◎ ×

警備員数

約567人

約100人

約50人

セキュリティスタッフは、新人の雇用・育成に
積極的に取り組む、急成長企業です。
その分、警備員数を生かし、お客様のご要望に
はとことん対応。またベテラン警備員による現
場巡回などのフォローアップも行なっています。

資格者人数データ

警備員指導教育責任者１号

警備員指導教育責任者2号

交通誘導警備業務２級

雑踏警備１級

雑踏警備２級

施設警備２級

列車監視員

女性警備員

4人

7人

110人

1人

9人

3人

31人

58人

主な機能

■隊員リクエストシステム（隊リク）

■新規予約

■予約の変更

■発注履歴確認

■必要書類ダウンロード

■ＡＩを活用したベストな人員配置
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130〜150％ UP!
2000人



警備ネットワークと対応エリア Network & Correspondence area

Security
Staff ＋

お客様に代わって人員を調整。ご担当者様は《プロジェクトをまるなげ！ 》安心してお任せください。

業界に精通するSSだからこそ
確かなレベルと

最適なコストパフォーマンス
をご提案！

案件ごと
SSにまるなげ！

自社＋他警備会社でプロジェクトチーム結成
SSの交渉力を発揮！

クライアント
発注ご担当者様

愛知県を中心に協力会社500件のネットワークを駆使し、全国《どこまでもとことん》探します！

愛知県全域

岐阜県周辺

三重県四日市周辺

主要地域
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事業内容 Business Overview

公共事業・民間事業割合 警備業種割合

＊2022年7月現在 土木 55％一般建築 29%

造園・駐車場
施設・その他

3 %
総合建設

8%

電気通信

5%

民間事業

44％
公共事業

56％

取
引
実
績

デ
ー
タ

イベント警備

- - - - - - - - - - - - - - 警備業務事例 - - - - - - - - - - - - - -

名二環春田高架橋工事

名神高速道路耐震補強工事

名鉄瀬戸線喜多山駅付近鉄道

高架化に伴う本線土木工事

愛知県内戸建住宅上棟

基礎工事

500人
3600人

600人

2400人

- - - - - - - - - 警備業務事例 - - - - - - -

名古屋ウィメンズマラソン 80人

江南花火大会 120人

東京オリンピック パラリンピック

延べ 5000人

建設や道路工事現場での誘導

交通誘導警備 商業施設駐車場警備

デパートやスーパーマーケット等
の駐車場での誘導

駐車場管理

出入庫・料金回収管理・運営と
安全確保

火災や盗難の防止の常駐・巡回
警備

常駐・巡回警備

人や車両等のスムーズな誘導・案内



警備までの流れ Flow to Security

STEP.05
警備実施

当日、現地に警備
員を派遣いたしま
す。

STEP.04
契約締結

警備委託契約を締
結します。電子契
約を導入している
ので、大変スムー
ズです。

お問い合わせから警備実施までの一般的なフロー

STEP.03
お見積送付

ヒアリング後
すぐにお見積も
りを作成し、
メールにてお送
りします。

STEP.02
ヒアリング

お電話または面談
にて、警備内容に
ついての簡単なヒ
アリングさせてい
ただきます。

STEP.01
お問い合わせ

お電話か当社ホー
ムページのお問い
合わせフォームよ
りお問い合わせく
ださい。
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https://tai-riku.com/@staff

《隊リク》は、セキュリティスタッフのサービスをいつでもカン

タンにご利用いただけるオンライン警備員予約システムです。

お客様サイドで警備員の予約などが行え、発注履歴も残るので、

いつでも確認ができて便利です。

スマホからでも、予約リクエスト・予約の確認・変更などが

素早く、カンタンに行えます。ご依頼に関するお問い合わせ 050-5445-2656



よくある質問 FAQ

Q：資格者はどんな時に必要ですか？

A.：指定道路での警備業務時などです。
警察が指定している道路（歩道含む）で警備業務を行う時は、例え短時間であっても必

ず交通誘導検定合格警備員を配置しなくてはなりません。

Q：看板設置や荷物の搬入など、警備以外の作業もできますか？

A：いいえ。警備に関する業務以外はできません。
警備業務に含まれるか不明であれば事前にご確認ください。

Q：規制車、規制材の準備はできますか？

A：はい。ご対応可能です。
別途お見積もりをいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q：夜間の警備はできますか？

A：はい。ご対応可能です。

Q：警備の現場で、万が一事故が起きたらどうなりますか？

A：状況に応じ、適宜対応いたします。
当社警備員の責任で事故が発生した場合、まずは、誠意あるご対応をお約束いたします。

また、必要に応じ当社加入の警備賠償保険で損害賠償の手続きを行います。

Q：予約受付期間は？

A：警備実施の前日でも受付いたします。
また、緊急工事などは、当日もできる限りご対応いたします。ただし、混雑状況にもよ

るため、できるだけ早くご予約を願います。（警備実施までに契約締結が必要です）

Q：依頼の詳細（日数/人数）は未確定ですが、予約できますか？

A：可能です。まずは、ご連絡ください。
大枠でもかまいません。おおよその日程/人数/場所を、想定の範囲でおしらせください。

Q：予約方法は？

A：当社の隊員予約サイト「隊リク」が便利です。
予約リクエスト、変更、履歴確認などがPC・スマホからかんたんに操作できます。

※詳しくはyoutubeにて使い方動画をご覧ください。「セキュリティスタッフちゃんねる」

そのほか、電話、ファックスでの受付も可能です。

Q：予約後の日程変更は？

A：可能な限り対応します。
日程変更の必要がわかりましたら、すぐにご連絡ください。

Q：キャンセルはいつまで可能？

A：警備実施の前日16時までキャンセル料はいただきません。
キャンセル料は、警備実施の前日16時以降70％、警備開始１時間前以降は100％です。

Q：なぜキャンセル料がかかるのですか？

A：一人でも多くのお客様の期待に応えるために設けています。
1日の受注数には限りがあり、キャンセル待ちのお客様もおられます。キャンセル料

は、できるだけ多くのお客様のご要望にお応えするためのシステムです。

※実際にキャンセル料をご請求したケースは、全体の0.5％程度です。

Q：キャンセル後、再び必要になったら当日でも対応できる？

A：できる限り対応します。お急ぎの際は電話でご連絡ください。

Q：天候などで急に警備が不要になった場合は？

A：規定に準じたキャンセル料をご請求いたします。

Q：契約は必要ですか？

A：はい。警備実施までに、契約締結が必要です。
契約書は、警備業法で定められている正式な形式のもので、法的な効力も有します。

また、当社では電子契約を採用。メールアドレスがあれば、PCやスマホから簡単操作

で、登録費用や郵送、押印、印紙も不要、コストも削減につながります。

Q：契約は現場毎に結ぶ必要がありますか？

A：いいえ。現場毎の契約は必要はありません。
当社の契約は単価契約ですので、会社間一つの契約で全現場共通です。

Q：安全書類や作業員名簿が必要ですが、提出できますか？

A：はい。ご用意できます。
作業員名簿や資格者証は、隊員予約サイト「隊リク」からいつでもダウンロード可能

です。

また、グリーンサイトにも登録しておりますので、ご利用の際はおたずねください。 5



会社概要 Company Profile

会社名 セキュリティスタッフ株式会社

https://www.motivate-s.co.jp

住所
電話
FAX

愛知県名古屋市北区辻本通2丁目33番地

052-912-4646

052-912-4690

代表取締役 梅本 和希

創業
設立

1990年3月15日

2007年12月18日

資本金 9,000万円

主な業務
警備業交通誘導警備

・施設常駐警備・オープン・イベント警備

・駐車場警備・列車見張り

加盟団体

社団法人全国警備協会

社団法人愛知県警備業協会

社団法人名古屋北法人会

社団法人名北労働基準協会

認定番号 第54001037号

加入 損害保険ジャパン

日本興亜株式会社

関連会社 ネクサス警備株式会社

社会貢献活動

主な取引企業

「社会の光が届かない人に光を当てること」それが、セキュリティス
タッフの使命です。
「警備」という仕事を通し、「今の生活を変えたい」という思いを抱え
る方たちの新しい一歩を踏み出すサポート。そして、地域の社会貢献に
も積極的に取り組んでいます。

ワールドビジョンジャパン あしなが育英会 小学校通学路ボランティア警備
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大成建設株式会社
株式会社高柳組
株式会社中部
中部土木株式会社
トヨタT&S建設株式会社
株式会社成瀬組
株式会社日東建設
株式会社乃一
株式会社七番組
株式会社ビルメン
株式会社福田組
藤城建設株式会社
藤本建設株式会社
株式会社本陣
勝建設株式会社
株式会社マルコオ・ポーロ化工
丸彦渡辺建設株式会社
水野建設株式会社
三井住友建設株式会社
株式会社麦島建設
名工建設株式会社
株式会社山本工務店

青木あすなろ建設株式会社
株式会社安藤組
株式会社石田組
株式会社ウッドフレンズ
株式会社オチアイ
株式会社オーテクニック
株式会社オープンハウス・アーキテクト
海部建設株式会社
株式会社加藤建設
株式会社熊谷組
株式会社光建
株式会社鴻池組
株式会社シーキューブトータルサービス
ジェイテクノ株式会社
株式会社杉本組
須藤建設工業株式会社
生和コーポレーション株式会社
セキスイハイム中部株式会社
太啓建設株式会社
大末建設株式会社
大東建託株式会社
大有建設株式会社


