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〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-11
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ドルマカバジャパン株式会社
会社案内

私たちが大切にしている価値観
私たちは５つの価値観に忠実であり、

日々のあらゆる場面に当てはめ行動し、

個人および組織としての責任を果たします。

Our corporate values

Customer first

顧客のニーズを把握して的確なソリュー
ションを提供し、常に期待を上回る価値
を提供します。

Curiosity

小さなことでも好奇心を示し、様々な可
能性に気づくことでポテンシャルを引き
出します。常に貪欲な姿勢で学び、知見
を広げます。

Performance

約束した結果は必ず達成し、革新的な製
品とサービスを提供することで、市場に
おけるドルマカバの価値を向上します。

Courage

意見を述べ合うことを恐れず正しい意思
決定をします。勇気をもって過ちを認め、
その経験を教訓とします。

Trust

卓越した行動とパフォーマンスを通じて、
顧 客 や 社 内 外 の 関 係 者と信 頼を築き、
ドルマカバのブランド価値を高めます。

顧客第一

好奇心

行動

勇気

信頼
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dormakabaについて
グローバル全体で
15,000名の従業員数

150年以上の歴史

代理店/パートナーを含め
世界130の国・地域で事業展開

25億スイスフランの
グループ売上高
（2019年/2020年実績）

セキュリティ業界で
世界トップ3の一社

サステナビリティに対する取組み

世界的評価機関であるエコヴァディス社によるサステナビリティ
（持続可能性）調査に
おいて、
「ゴールド」の評価を獲得しました。環境、労働＆人権、倫理、
グリーン購入の4分野
にわたる調査 で対象企業全体の上位5%にランクされたものです。

*エコヴァディス社
企業の環境・社会といったサステナビリティ・パフォーマンスの改善を目的に設立されたフランスの企業です。
これ
までに世界160カ国、200業種に及ぶ約65,000の企業・団体に対し、独立した信頼性の高い基準で評価を行ってい
ます。

トップ100のグローバルテクノロジーリーダー

世界的な情報サービス企業であるトムソン・ロイター社が2018年に発表した「Top
100 グローバル・テクノロジー・リー ダー」に選出されました。
これはこの年初めて実施
されたプログラムで、世界の5,000を超える主要テクノロジー企業を対象に、8分野から
複合的に分析し、上位100社を選出したものです。

ドルマカバジャパン会社概要
会社名： ドルマカバジャパン株式会社
（英名） （dormakaba Japan Co., Ltd.）
所在地：
東京オフィス / 東京ショールーム
〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-16-1 テクノポートカマタセンタービル本館1F
大阪オフィス
〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-4-9 島町第二野村ビル2F
横浜工場
〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-11
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設立：
1981年9月11日
事業内容：
セキュリティ製品、アクセスソリューションシステム、
ドアハードウエア、および 建築金物などの輸入・製造販売
資本金：
1億2千万円
株主：
dormakaba Holding AG 100%
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私たちのお客さま

取扱 製品

スマートで安全な生活へ のアクセスを提供します

Door Hardware
（ドアハードウエア）
長 寿 命 でデザイン 性 の高いドア制 御
ソリューションです。特にドアクロー
ザーは、機能性・利便性が高く、誰も
がストレスを感じることなくドアを開
閉します。また、施工も容易です。

ホテル

金融機関

病院

オフィス

ホテル・サービス業界

教育機関・文化施設

メーカー工場・プラント

商業施設

政府機関

通信機器業界

鉄道・公共交通機関

空港

戸建て住宅・マンション

データセンター

オフィスビル

Mechanical key systems
（マスターキーシステム・ディンプルキーシリンダー）

商業施設

高性能で高機能、且つ高い利便性に優
れたキーシステムです。不正コピーが困
難で大規模で複雑なキーシステムの構
築が可能なものから、コストパフォーマ
ンスを追求したものなどニーズに合わせ
た幅広いラインナップを誇っています。
学校

Entrance Systems
（セキュリティゲート・自動ドア）

Electronic Access & Data
（アクセスコントロールシステム）

病院

インテリジェントビル・競技場・各種
プラント・データセンター・工場・空
港関連施設に対し、施設利用目的に
応じた各種ゲート機 器を通じて利用
者の安全快適性と管理者の経済性・効
率性を実現します。

スタジアム

マンション

Lodging Systems
（ホテルソリューション）

Movable Walls
（可動間仕切りシステム）

戸建住宅

世 界 中 の ラグジ ュアリー ホテル で 多
数採用実績のあるホテルロックは、新
規取り付け・改修どちらにも対応可能
で す。BluetoothLow Energy(BLE)
を 搭 載し モバイルアクセス 運 用 も 可
能です。

Interior Glass Systems
（インテリアガラス固定金具）

ホテル、カンファレンスセンター、ス
タジオ等において個々の空間構 成の
ために使用される柔軟で効率的なソ
リューションです。
工場
エネルギープラント

インテリアガラスのための高品質なソ
リューションです。
住居やオフィスなど広い範囲で利用
可能です。
空港
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フレキシブル（スタンドアロン で 大 規
模物件に対応）
・シンプル（簡単操作）
・
ハイセキ ュ リテ ィ（独 自 規 格 採 用）
・
ローコスト（複雑な配線工事不要）の4
つからなるスタンドアロン・アクセス
コントロールシステムです。

Services
（サービス）

Safe Locks
（金庫錠）

国内各拠点にて提携施工販売店
（dormakabaクラブ）と契約を結んで
おり、いつでもどこでも迅速かつ適切
な メンテナンスサ ー ビス の 提 供 が 可
能です。

貴重品、機密情報および危険物を不
正アクセスから守るセキュリティロッ
クです。
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主な製品導入例
国内

海外
ホテルロック

ドアハードウエア

オフィス複合型商業施設
共用部

外資系高級ホテル、デザイナーズホテル、
全国展開型宿泊施設
客室・共用部

マスターキーシステム／ディンプルキーシリンダー

集合住宅、戸建て住宅
専有部・共用部

オフィス複合型商業施設・官公庁
専有部・共用部

非接触入室管理システム

オンライン入室管理システム

マリーナベイサンズホテル
（シンガポール）

バランガルー再開発地区
（オーストラリア、
シドニー）

ワールドトレードセンター
（アメリカ、ニューヨーク）

エルプフィルハーモニー
（ドイツ、ハンブルク）

ギャラクシーSoho
（中国、北京）

ザ・スクエア
（ドイツ、
フランクフルト）

ヘッジズ・アベニュー・レジデンス
（オーストラリア、
ゴールドコースト）

仮

電機メーカー工場
専有部・共用部

簡易宿泊施設
共用部
車輛用セキュリティゲート

自動車メーカー工場
工場敷地入口
8

人用セキュリティゲート

データセンター、エネルギープラント
セキュリティエリア入口
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伝統から未来へ

私たちは常にお客さまに最高のものを提供し続けています

ドルマカバジャパンの歴史
日本カバ株式会社設立
横浜工場開設

東京オフィス及び
ショールーム開設

大阪オフィス開設

1981

2020

2008

2000

2008
2002

1995

2003

2004

2007

「Kaba star」発売開始
鍵登録サービス開始

セーフティサムターン付
補助錠発売開始

非接触入室管理
「Legic」
システム発売開始

2020

2016
2011

CP製品（官民合同 リバーシブルディンプル
会議試験合格品） キーシリンダー
認定
「Kaba star neo」発売開始

リバーシブルディンプル
キーシリンダー

ディンプルキーシリンダー
工場を横浜市金沢区福浦
へ移転

ドルマカバジャパン
株式会社に社名変更

2015

2014

2019

リバーシブルディンプル
キーシリンダー

リバーシブルディンプル
キーシリンダー

「Kaba ace」発売開始

「Kaba star plus」発売開始

スタンドアロン・アクセ
スコントロールシステム

セキュリティゲート
システム発売開始

「Kaba evolo」発売開始

Saflok/ILCO
ホテルロック発売開始

ドアクローザー発売開始

モバイルアクセス搭載の
ホテルロックシステム導入開始

電動式サムターンロック
「Kaba drive」発売開始

dormakabaの歴史
1862
錠前と金庫の工房設立
Franz Bauerはスイスのチュー
リッヒでキャッシュレジスター
の会社を設立しました。当時の
法律では火事から勘定書類を
守ることが全ての企業に義務
付けられていました。
そのため金庫には高い需要が
ありました。

1862

2015

リバーシブルディンプル
キーの特許を取得
Fritz Schoriは初めてのリバー
シブルディンプルキーシリン
ダー錠を発明しました。
The Bauer AGは錠前の特許
を取得しKabaの名前のもと販
売しました。
Kabaの由来は
「Kassenbauer」
の略語です。

1934
1908

Dörken & Mankel KG 設立
Rudolf Mankel と Wihelm
Dörkenはドイツのエネペーター
ルでDörken & Mankel KGを
設立しました。後のDorma社
です。
Dorma社はドイツ市場にスイ
ングドアヒンジを導入し、それ
はDorma社の主力商品となり
ました。

プッシュボタン錠の発明

Kaba社株式公開

Unican買収

個別のPINコード(暗証番号)
でドアを解錠できるプッシュボ
タン錠が発売されました。
当時は世界的にも目新しい製
品でしたが、現在の米国市場
で は 工 場 施 設 の 標 準 製 品と
なっています。

新規公開株(IPO)の前に、
Bauer Holding AGは子会
社 を 統 合し 、新 た に K a b a
Holding AGを設立しました。

カナダのUnicanグループ買収
により、高性能錠前、ホテルロ
ック、
プッシュボタン錠、キー切
削マシンやブランクキーを含
むキーシステムなどの分野に
おいて業界の世界的リーダと
なりました。

1960
1950

1995
1962

ドアクローザー市場への
参入

初の自動ドア制御システム
を販売

ドア上部に設置するTS50はド
アクローザービジネスの原点
です。
成 功と改 良 を 繰り返し、ドア
ハードウエア製品のポートフォ
リオが拡大しました。

建物の快適性とセキュリティを
向上させるという業界のトレン
ドに従って、
ドアシステムの自
動化に向けた第一歩を踏み出
しました。

1976

プロダクト・ポートフォリオ
にガラス用蝶番を導入
ガラス加工中の破損リスクを
減らすため、新しいガラス用蝶
番の製造と供給を開始しまし
た。

2000/01

1978

海外での生産拠点
海外初の生産工場は、
ドアク
ローザー生産を目的とし、シン
ガポールで操業を開始しまし
た。後に、リームズタウン(米
国)、サンパウロ(ブラジル)に
も設立されました。

2016/17

クラウドベースのアクセス
ソリューション

北米での事業買収

世界初の
空港セルフボーディング用
のeゲート設置

新しい※1 IATA（国際航空運送
協会）規制の後、
ドイツを代表
する航空会社であるルフトハ
ンザ社はKabaとの開発プロ
ジェクトに乗り出しました。
世界初のセルフサービスeゲー
トはドイツのフランクフルト空
港に設置されました。

2009
2002

2015/16

Dorma社とKaba社が合併
dormakabaはアクセスコント
ロールシステム、セキュリティ
ソリューション業界で世界トッ
プ3の企業のひとつとなりまし
た。
合併によりそれぞれの幅広い
プロダクト・ポートフォリオを
dormakabaとしてご提供でき
るようになりました。

クラウド経由でモバイルデバ
イスへアクセスできるソリュー
ションの分野でプロダクト・ポー
トフォリオを拡大しています。
まず「サービスとしてのアクセ
ス」の提案を開始しました。
モバイルアクセスとexivoシス
テムがその最初の例です。

Mesker Openings グル ー プ
と Stanley Black & Deckerʼ s
社 の メカニカルセキュリティ
ビジネス 部 門 買 収 に よ り、
dormakabaは業界で最も魅
力的な市場である北米での存
在感を拡大しています。

可動間仕切りビジネス参入
ヨーロッパのHüppe Form
Raumtrenn-systeme社、米
国の Modernfold Inc.社 を買
収し、可動間仕切りビジネスに
おいて、業界のリーダーとなり
ました。

2009
※1：航空会社の活動を支援し、業界の方針や統一基準制定に寄与している業界団体。世界の航空会社で構成されおり、世界の定期運航のうち約83％をIATA加盟の航空会社が占めています。
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