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プライヤーとして、先進技術を磨くとともに、お客様が真に求める

代表取締役社長

私たちの強み

ＲＦＩＤ分野とセキュリティ分野に特化し、
長年築き上げてきた製品力と提案力が

開発力

マイティキューブの強みです。
様々な業態のお客様に最適な解決案を提供する為、
私たちは創業から約30年以上の歴史の中で、お客様と
の接点を大切にし、時代のニーズに合わせたシステム
や機器の開発・領域を広げてきました。

RFIDとSecurityに
特化した優れた
開発力

主

事業内容

非接触ICタグの製造及び販売、
RFIDタグ（データキャリア）及び周辺機器（リーダライタ）
システムの開発と販売、各種保守、管理、コンサルタント業
電子機器による盗難防止及び防犯管理システムの開発及び製造並びに販売

社 員 数

37名（2022年4月現在）

加盟団体

一般社団法人 日本自動認識システム協会
GS1 Japan パートナー 会員
RAIN RFID アライアンス 会員

会員

日本万引防止システム協会 JEAS
公益財団法人 日本適合性認定協会 JAB

提案力
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30年以上の
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の技術力と製品調達力を融合し、お客様へのトータル
ソリューションを提供することで、確かな信頼を築いて
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主要取引先
アークランドサカモト株式会社

株式会社内田洋行

H&M へネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社

株式会社オカムラ

株式会社サトー

株式会社サン・データセンター

株式会社ジョイフル本田

大日本印刷株式会社

高千穂交易株式会社

株式会社東急ハンズ

東芝テック株式会社

株式会社ビバホーム

リコージャパン株式会社

株式会社ロフト

（五十音順、敬称略）
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COMPANY PROFILE

ＲＦＩＤソリューションプロバイダー

ストアセキュリティソリューション

私達は、最新の優れた製品群の中から、ハード・ソフト共に世界トップ クラスのＲＦＩＤソリューションをご提供します。

自鳴式万引き防止システムのパイオニア
技術力とノウハウを生かし小売店様の「安心・安全・快適な」お店作りに貢献いたします。

ＲＦＩＤソリューション事例

自鳴システムによるEASだけでなく、展示商品を盗難から守る展示品ガードシステムもラインナップ。

施設内の部品管理

在庫・資 産の管理

部品の持ち出し管理。不正な持ち出しを検知しアラートで通知

製品の工程管理

ICタグをハンディリーダで 読み取り在庫を一括棚卸

お客様の店舗形態や要望に合わせて、導入機器をご提案致します。

また、自社開発の自鳴タグ（SAT）
と展示品ガードシステム（DMP）は、共通の解除機でセット・リセットが可能です。

各出入口にアンテナを設置し、製品が移動した履歴を管理

展示品ガードシステム
（DMP）

その他ソリューション

ＲＦＩＤ ハードウェア・ソフトウェア

センサーを剥がされたり、
ワイヤーを切
断された場合、不正をアラート。ディス
プレイされた商品を盗難から守ります。

オフィスの入退出管理、
リストバンドを活用した子供連れ去り防止等もご提供しています。

製品紹介

Impinj社製リーダライタ
R700 RAIN RFID Reader

Impinj社製アンテナ一体型リーダライタ
xSpan （UHF帯）

■世界シェアNo.1の実績

■固定式アンテナ一体型リーダ

■高い読み取りと受信感度

■リアルタイムの物の移動を可視化、追跡が可能

■4台のアンテナ接続可能

■当社ミドルウェア対応

■堅牢な鋳造アルミ製筐体

■外寸 480 ×220× 90 mm

BlueBird社製ハンディリーダライタ
RFR900 （UHF帯）

Nedap社製RFID天井型ゲート
iD Top (UHF帯)

■世界トップ水準の読取り

■小売店舗向けRFIDセキュリティゲート

■読取速度：最大6百枚/秒

■店舗の美観を損なわない天井設置型

■読取距離：最大6m

■世界トップシェアの導入実績

■当社ユーティリティソフトを標準搭載（日本語）

■API連携によりPOS連動可能

当社オリジナル製品
WAVE GATE

UHF帯ゲート

各種RFIDタグ
物流向けプラスチックタグ （UHF帯）

■スリム型RFIDゲート

■当社オリジナル物流向けタグで豊富な実績

■外寸 1,260×235×58 mm

■その他：金属対応タグやリストバンドタイプの
タグもご用意しています。

■国内で豊富な導入実績
■オプション：移動体識別ソリューション

当社オリジナル製品 ユーティリティソフト
ハンディリーダ標準搭載 Mighty Utility

当社オリジナル製品 ソフトウェア
資産管理 i-moni Asset / 入退室管理 i-moni Gate

■日本語画面で操作可能 ■タグ読取りと書込み機能
■データの予定読取り機能 ■CSVデータで抽出可能

■簡単・安価に導入できる資産管理
ソフトウェア

■オプション：MU PLUS Managementを追加することで
入出荷処理が可能

■ハンズフリーで利用できる入退室
管理ソフトウェア

当社オリジナル製品 ソフトウェア
移動体識別ソリューション

当社オリジナル製品 ミドルウェア
ナイスミドル
■PC版とリーダ組込版の2種類

■PC版とリーダ組込版の2種類

■上位アプリとの連携でお客様のソフト開発工数を低減

■移動するタグと静止しているタグを識別できる
ソフトウェア

■日本語対応のソフトウェア
■対応機種：Impinj社 R700/ R420/xSPAN

防犯ゲートシステム
（EAS）

自鳴タグ（SAT）

防犯カメラ
（CCTV）

■対応機種：Impinj社 R700/ R420/xSPAN

ＲＦＩＤ Business partner
店舗のエントランスに合わせて適切な
アンテナをご提案。
どの機種も広い間
口幅を実現し、
エントランスに圧迫感を
与えません。

タグそのものが発報することで、
不正を
アラートでお知らせ。
自社開発の22kHz
自鳴システムだけでなく、
他社のAM・RF
システムとも互換性を有しています。

アナログ、IPカメラ、
そしてハイブリッド
システムに至るまで、先端技術を搭載
した最新機種をご提案いたします。

