スマート
ハードウェア
システム

日本語

Axess

Axess
スマート
ハードウェア
システム

信頼、安全、効率の
Axessハードウェア
Axessは、発券、POS、
アクセス管
理などの革新的なハードウェアをお
届けします。お客様のご要望に応
じたカスタマイズを可能にするモジ
ュール構造で、最新モデルを維持す
るための次世代パーツへの入れ替え
も、いつでも簡単に行っていただけ
ます。
Axessがご提供するのはハードウェ

アだけではありません。入場チケッ
トから、POS、
アクセス管理システ
ム、CRMなど各種データの収集と管
理を適切に行うソフトウェアまで、
自社製品をワンストップでご提供い
たします。
Axessシステムの処理件数は全世
界で20億件以上、使用されている
RFIDカードは2億枚にのぼります。

Axess AG / 会社案内
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Hello!
We are
Axess.

Axess

Axess AG
会社案内
フレキシブルに一括管理ができるアクセス管理をお探し
のお客様に、Axessは最適なソリューションをご提供い
たします。Axessの発券、POS、
アクセス管理システム
ソリューションはモジュール構造で、お客様のご要望に
応じてカスタマイズや追加拡張が可能です。革新的な製
品を開発し世に送り出し続けているAxessの製品ライン
ナップは、常に拡大しています。CRMデータの収集およ
び管理を簡単に行う革新的なソフトウェアから、データ
管理のセットアップ、最先端のアクセス管理システムま
で、様々な製品やサービスを取り揃えています。

Axessはお客様のパートナーとして、
スポーツやレジャ
ー分野のアクセス管理をはじめとする様々な分野で、お
客様の課題を全力で解決します。チケットやアクセス管
理製品はインスブルックの自社工場で製造しており、
「
メイド・イン・オーストリア」の包括的ソリューション
をご提供いたします。
Axessのソリューションは、お客様の業務フローを改善
し、利用者満足度の向上を図ります。
スマートなソフト
ウェアはAxessにお任せください。

Axess AG
本社 オーストリア、ザルツブルク
工場 インスブルック

本社
支社
パートナー

スウェーデン
フィンランド
ロシア

北米

チェコ
デンマーク

韓国

フランス

日本

スペイン
メキシコ

中国

イタリア
クロアチア
ルーマニア
ブルガリア
スロベニア

カザフスタン
トルコ

チリ
ニュージーランド

Axess
スマート
サービス

Axess
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Axessのサービス

安全性、完全カスタマイズ、最高のサポート
Axessは、お客様のご要望にお応えするカスタムシステ
ムをワンストップでお届けします。お客様のパートナー
として、導入施設の訪問、製品の技術検査から引き渡し
まで、導入までに必要なサポートを全てご提供いたしま
す。

We customize solutions.
Axessは、
「お客様に最適なソリューションを」をモッ
トーに、製品およびサービスの両輪でお客様のご要望に
お応えします。

基本保守契約により、導入後は担当者がご相談役として
お客様をサポート。お住まいの地域の言語であらゆるお
問い合わせを承り、迅速に解決します。

プロジェクトマネジメント、
カスタマーサービス、
トレーニングの
エキスパートがお客様のご相談を承ります。

Axessはグローバル企業として、お客様との誠実なパー
トナーシップと、
システムや製品の独自性を重視してい
ます。お客様に合わせた独自のカスタマイズ製品を提供
したい、
これがAxessの行動理念です。お客様のご要望
にお応えするため、最高のテクノロジーとコストパフォ
ーマンスを実現する製品開発に日々取り組んでいます。

プロジェクトマネジメント

データセンターサービス

導入施設の訪問
通信およびネットワーク企画
現地整備状況の確認
引き渡し
導入時の現地サポート

データ管理もAxessにお任せください。
DATACENTER SERVICE (DCS)をご利用
いただけば、Axessがアプリケーションサ
ービスプロバイダーとして、管理、デー
タセキュリティーなどのあらゆる運用を
一括管理します。最高の安全基準と最新
のプレミアムハードウェアをお約束する
Axessのデータセンターにより、お客様は
日々のオペレーションに専念していただ
けます。

トレーニング

ヘルプデスク

製品の取扱いについて専門的なトレーニ
ングを行います。POSに関しては、オペ
レーターの皆様に現地でAxessシステムの
取扱方法に関するトレーニングを受けて
いただきます。
このほか、管理および導
入トレーニングもご提供いたします。

問題や故障発生時のサポートはAxessのヘ
ルプデスクにお任せください。
スペシャ
リストがスピーディーに問題を把握し、
ソリューションをご提供します。

Axessは、製品ラインナップの拡大、一貫した技術開
発、イノベーションの推進を柱に、お客様やパートナー
の皆様に新たな付加価値を創造し、未来に向う新しい道
を切り開いていきます。

Axess
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Axess
発券 &
プリンター

Axessは、POS、
プリンター、セルフサービス端末な
ど、各種発券ソリューションを幅広く取り揃えていま
す。すべてのハードウェアとソフトウェアがパワフルで
安全なAxessデータセンターを経由して繋がっており、
お客様の販売活動に最適なパフォーマンスをご提供しま
す。機能性に優れたAxess SMART POSは、見やすい画
面で直観的に操作できます。

発券＆プリンター
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Axess AG / 発券＆プリンター

Axess SMART POS

Axess HANDHELD 600

多くの来場者が訪れるイベントには、
パワフルで安定した発券システムが
欠かせません。Axess SMART POS
はスピーディーな発券と安全な支払
い管理で、効率的な業務を実現しま
す。高解像度タッチスクリーンで、
システムを直観的かつスピーディー
に操作していただけます。チケット
や料金の表示もわかりやすく、瞬時
に把握できます。
レシートプリンタ
ーはレシートや帳票だけでなく、バー

カメラ
シーズン券用
高解像度
証明写真

直観操作でモバイル発券

コードチケットも印刷できます。
シ
ーズン券の写真用には専用カメラもご
用意。チケットに写真を印刷するこ
とも可能なため、第三者による不正
利用の心配はありません。

機能
設定可能なユーザー画面

複雑な料金体系でも簡単にチケ
ットを発券
オンラインとオフラインともに
作業可能

	機能調整とフレキシブルなキー
配置

タッチスクリーン
直観的操作

カスタマーディスプレイ
広告画面としても
使用可能

寒冷地などの厳しい気象環境でも使
用できるAxess HANDHELD 600は
頑丈でコンパクト。
日中でも見やす
い高性能カラータッチスクリーンで、
手にしたときから直観的に操作でき
ます。
ご利用にはWi-FiやLTE環境が
必要です。Ｗi-Fi経由で自動的にアッ
プデートが行われるため、常に最新
の状態が維持されます。

+

+

Axess HANDHELD 600は、一日中
持ち歩いても負担にならない軽量
設計。使い勝手をよくするピストル
グリップもオプションでご用意して
います。Axess HANDHELD 600
は、検札機としてもチケット情報の
呼び出しツールとしてもお使いいた
だけます。

Axess SMART PRINTER 600
読み取り書き込み用プリンター

レシートプリンター
バーコードチケットの印刷も可能

	トレーニング不要で直観的操作
	頑丈な全天候対応設計

	日中でも見やすいタッチスクリ
ーン
	WiFiで自動アップデート

	オプション：モバイルチケット
プリンター

筐体
頑丈で寒冷地や屋外での
作業にも最適

カラータッチスクリーン
日中でも見やすい
高解像度カラー
ディスプレイ

操作性
スマートフォン型
タッチスクリーンで
直観的操作

+

機能

モバイルプリンター
コードレスでレシートや
チケットなどを簡単に発行

+

発券＆プリンター

パワフルな発券システム
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Axess SMART PAD 600

Axess SMART PRINTER 600

Axess SMART PAD 600はRFIDチ
ップカードの書き込みと読み取りを
同時に行います。
カード表面に印
字が不要な場合のソリューション
で、ホテルや前売り券売所など、提
携先でのご使用に理想的です。
さら
にロッカーソリューションのAxess
RESORT.LOCKERにもお使いいただ
けます。

効率的に読み取りと書き込みができ
ます。
ステータスLEDが読み取り、
書き込みプロセスをお知らせします。

省スペースでスマートなこのデバイ
スにはアンテナが内蔵されており、

POSのパフォーマンスを最大化

機能
	RFIDチップカードの
書き込みと読み取り

	アンテナ、USB、LAN、キーボ
ードウェッジ

一度にチケットの印刷、消去、書き
込みができるAxess SMART PRINTER 600で、発券作業のスピードをア
ップ。
コンパクトなオールインワン
ソリュ―ションで、バーコードチケ
ットとISO規準に準拠したRFIDカー
ドに対応しています。

チケットタイプの変更も簡単、
スピ
ーディに行えます。一体型チケットト
レイや、作業ステータスをお知らせ
するLEDなどが効率的な作業をサポ
ートします。

機能
	スマートカードと
バーコードチケットの
読み取りと書き込み

サーマルダイレクト印刷

	NFC対応

	厚紙およびプラスチックカード
に対応

	ISO15693対応

	ISO15693、ISO14443規格準
拠のカードに対応

	ISO14443対応

LANインターフェース

	チケットトレイ内蔵

カード給紙
背面スタッカーからの自動給紙または前面スロッ
トからの手動給紙

読み取りと書き込み
RFIDチップカードのデータメモリー用

LANインターフェース
通信インターフェース
アンテナ
最大10cmまで反応

サーマル印字ヘッド
印刷時のみヘッドが印刷面
に接触する長持ち設計
（最大印刷解像度300dpi）
チケットトレイ
便利な一体型引き出しトレイ

ステータスLED
LEDランプでステータスを表示
Axess SMART PRINTER 600 WTP
手動カード給紙モデル

発券＆プリンター

効率的なリーダライタ
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Axess PICK UP BOX 600

AX500 TVM NG

PICK UP BOX 600なら、オンライ
ン購入したチケットをスピーディー
にピックアップできます。来場者は
窓口の長蛇の列に並ぶストレスを感
じることなく、すぐにチケットを手
にすることができます。
Axess SMART SCANNER 600と
Axess SMART PRINTER 600を搭
載したAxess PICK UP BOX 600は、
どこでも簡単に設置できる省スペー
ス設計です。

また、
自由にパーツを組み合わせる
ことができるモジュール構造で、修
理・点検や次世代モジュールとの入
れ替えも簡単です。
耐久性に優れ、屋外でのご使用にも
最適です。

機能
	バーコードチケットまたは
スマートカードを発行
全天候型設計
省スペース

	直観的操作でスムーズな
受け取り

スマートに精算、券売

AX 500 TVM NGはお客様のご要望
に応じて、券売機、駐車場の精算機
またはチケット回収機としてお使い
いただけます。1台で複数の機能を
兼ね備えたカスタム仕様も可能です。
カラースクリーンには24時間、多言
語でメニューガイドが表示されてお
り、いつでもわかりやすくチケット
を選択していただけます。

お支払いはクレジットカード、現
金、NFCに対応しています。AX500
TVM NGは屋外でのご利用にも最
適で、破壊行為にも耐え得る頑丈設
計です。

デザイン

Axess SMART PRINTER 600
バーコードチケットや
スマートカードを一瞬で発券
団体ピックアップも可能

	ECサイトまたはクレジットカ
ードによるキャッシュレス決済
	紙幣対応（全方向挿入）
硬貨対応

	NFC対応

	屋外利用も可能

	チケットの回収および返金

	使用説明パネルはカスタム

Axess SMART SCANNER 600
注文コードや引換券のスキャンで
スピーディーにチケットを受け取り

機能

TVMチケットスキャナー
バーコードカードとチップカードを読み取り

内部チケットプリンター
再印刷可能なサーマル印刷
オプション
チップカード（RFIDスマートカー
ド）の発行とチャージ

発券＆プリンター

オンライン購入から数秒後にRFIDカードをピックアップ
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Axess
アクセス管理
システム

Axessのソリューションは自由にパーツの組み合わせが
可能なモジュール構造で、お客様の様々なご要望にお応
えすることができます。このモジュール構造により、次
世代パーツとの入れ替えも簡単です。
Axessのアクセス管理ゲートの設置方法は、吊り下げ型
(ガントリー型)、地面・床設置型（フロア設置型）、パ
レット設置型(専用パレット上に設置)の3パターンから
お選びいただけます。用途や目的に合わせて、様々な組
み合わせでお使いいただけます。遮断アームはターンス
タイル、
フラップのほか、バリアフリーゲート用の長尺
フラップ（ADA）
もご用意しております。

We customize solutions.
Axessは、お客様に最適なカスタムソリューションをご
提案いたします。高品質なサービスで、お客様のアクセ
ス管理システムに万全のサポートをお届けいたします。

アクセス管理システム
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Axess AG / アクセス管理システム

AX500 Smart Gate NG

Axessモジュールシステム

様々な組み合わせでフレキシブルなアクセス管理システム

AxessのAX500 Smart Gate NGは、
設置方法、
アンテナ、
リーダー、遮
断アームを自由に組み合わせ、お客
様のニーズにフレキシブルに対応す
るスマートなゲートです。Axessの
オンラインコンフィギュレーターを

モジュールシステム
設置パターン
アンテナ
リーダー（スキャナー）
遮断アーム

使えば、
どこからでも様々なパーツ
の組み合わせをお試しいただけます。
ゲートの監視とコントロールに
は、Axess GATE CAMERAとAxess
LANE CONTROL MONITORをご用
意しています。

様々な組み合わせで広がる可能性

機能
「ハンズフリー」
で検札

	タッチレスでゲートを通過
	開閉速度は調節可能

	アルマイト製の頑丈な支柱

	モジュール構造によってパーツ
を自由に組み合わせ
	オプション：バリアフリー対応
の長尺フラップ(ADA)モデル

フロア設置

パレット設置

コントローラ

スキャナー

アクセス管理システム

Axessのアクセス管理システムは、
あらゆる気象条件で数百万回の開閉
に耐え得る信頼性の高い製品です。
ゲート同士が通信し合うことによっ
て、
スマートシステムの一部として
機能します。

21

ディスプレイ付スキャナー

Axess AG / アクセス管理システム
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Axessパレット

ゲートを簡単に移動

数台のスマートゲートパレットをネ
ジでつなぎ合わせるだけで、複数の
通過レーンを作れます。パレットは
屋外でのご利用にも最適なアルミニ
ウム製で、耐久性に優れています。
取り外し可能なゴムマットが滑り止
めとなるので、濡れた場所でのご利
用も安心です。

標準パレット

シングル(右または左）
VarioまたはADAをご用意

また、見本市やコンベンションセン
ターには屋内用パレットもご用意。
屋外用パレット同様滑り止めつき
で、来場者の足元をしかっりと守り
ます。

機能
	高い耐候性と安定性

	パレットへの設置も簡単

アクセス管理システム

AX500 Smart Gate NGを、簡単、
しっかり、
スピーディーに設置でき
るAxessのパレット。配線に便利な
ケーブルダクトもあります。

モバイルパレット

シングル、
ダブルまたは
ADAをご用意

モバイルスタンド

遮断アームなどがないゲート
用で、VIPエリアに最適

24
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スマートゲート設置方法

目的に合わせたアクセス

3つのオプション

各種遮断アームをご用意

ターンスタイル

ット設置」はスピーディーな移動や
設置を実現します。
しっかりと地面
や床に固定したい場合は、安定性抜
群の「フロア設置」がおすすめです。

頑丈で耐候性の高いスマートゲート
ターンスタイルモジュールは、屋内
屋外を問わず使用できる最新設計で
す。光学センサーが人の接近を検知
するとバーが動くため、バーを押さ
ずにタッチレスで通過できます。

Axessのターンスタイルは2本バー
設計で、入場者の通行を妨げませ
ん。バーは両方向に回転するため、
双方向ゲートとしてお使いいただけ
ます。

機能
	タッチレスでゲートを通過
	開閉速度は調節可能

	アルマイト製の頑丈な支柱
	閉鎖ポジションで閉め切り

停電時や警報発生時に備えたパニッ
クメカニックモジュールもご用意。
緊急時にバーが自動的に降下するた
め、
スムーズに通過できます。

アクセス管理システム

AX500 Smart Gate NGの設置パタ
ーンは3つ。吊り下げ型「ガントリー
設置」は積雪量に合わせて高さ調整
が可能な上、支柱が圧雪車やスキー
客の足元を邪魔することもありませ
ん。パレット上に取り付ける
「パレ

25

ターンスタイル
モジュール

+
フロア設置型

床や地面への固定設置で、抜群
の安定感。

+
パレット設置型

設置場所を屋内外にフレキシブルに
変更可能。

スマートアンテナ

ハンズフリー、
タッチレスでゲート通過

近傍型アンテナがタッチレス入場を
実現。片側または両側に設置できる
近傍型アンテナがチケットを検知し、
チケットをアンテナにかざすことな
く入場できます。

ターンスタイルモジュール
パニックメカニック

ガントリー設置型

高さ調節が可能な回転吊り下げ型
設置。足元がぶつからない設計。

フラップバリア
開閉速度を自由に調節できるため、
ゲートに多くの人が押し寄せても問
題ありません。
スマートなセンサー
が人間とスキーのストック等の物
体を選別します。長尺型（ADA)に
も同様のセンサーが設置されていま
す。

縦長のパドル型フラップモジュール
は、特に観光輸送分野での不正侵入
を防ぎます。
バリアフリーゲートには、パドル
型の長尺フラップ（ADA)が最適で
す。

機能
	タッチレスでゲートを通過
	開閉速度は調節可能

	閉鎖ポジションで閉め切り

	オプション：バリアフリー対応
の長尺(ADA)フラップ

アンテナプレートのデザインはご希
望に応じてカスタマイズできるため、
広告等にもお使いいただけます。
パドル型フラップ

フラップモジュール

フラップモジュールADA

パドル型ADAフラップ
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Axess BADGE BOX 600

AX500 Smart Access Terminal NG

テーマパークや観光輸送用の省スペースシステム

来場者バッジには、来場者登録情報
が全て印刷されます。目視検札用に
入場可能エリアの印刷も可能です。
関係者やメディア、VIPなどは、オ
ンラインチケットを使って入口で専
用バッジを印刷、イベントへのより
スピーディーな入場を実現します。
登録窓口やバッジ発行窓口で並ぶ必
要はもうありません。

	瞬時にバッジを印刷

用紙1セットでバッジ1,000枚

	背面の小窓で用紙の残りを簡単
確認
	発券口のライトが稼働状況をお
知らせ

+
+

向で利用できます。
また、AX500
Smart Access Terminal NGはオン
ラインでもオフラインでもお使いい
ただけます。
また、2レーン用の幅
広型もご用意しております。

Axess BADGE BOX 600
LEDランプでバッジ発行状況を
お知らせ

機能
	片側、両側で入退場可能

	バッグや荷物がひっかからない
2本バーターンスタイル
	オプションでバリアフリーゲー
ト用のADAもご用意

	ターンスタイルパニックメカニ
ックなら避難経路としても

+

+

チケットスキャン
スマートフォンまたは自分で印刷した
紙チケット

ゲート
来場者バッジ印刷後に開放

機能

AX500 Smart Access Terminal NG
はテーマパークやスパ、観光輸送手
段向けに開発されたアクセス管理ソ
リューションです。片側だけでなく
両側にターンスタイルを取り付けら
れるため、一つのゲートで二つの通
過レーンを作ることができます。回
転速度はご要望に合わせて調節する
ことができるほか、入退場の双方

Axess SMART SCANNER 600
入退場の両方に対応

+

オプション
パニックメカニックまたは
ADAアーム

アクセス管理システム

ゲートでバッジを印刷
Axess BADGE BOX 600をAX500
Smart Gate NGに取り付ければ、イ
ベント開催現場のゲートで直接来場
者バッジを印刷できます。事前登録
した来場者がウォレット、
スマート
フォンまたは自分で印刷したチケッ
トをゲートスキャナーでスキャンす
ると、来場者バッジが一瞬で印刷さ
れ、すぐにゲートを通過することが
できます。
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AX500 Smart Security Gate

アクセス管理のセキュリティをさらに強化

あらゆる気象条件に対応するアルミ
ニウム製で、屋外でのご利用にも最
適です。
レーンは1本または2本から
お選びいただけるほか、入退場の双
方向にお使いいただけます。

機能
	頑丈で壊れない耐候性アルミニ
ウム製
	大人数が通過する場所に最適
	レーンは入退場両方に対応

アクセス管理システム

AX500 Smart Security Gateは、
サッカースタジアムやレジャー施
設の入口など、セキュリティの厳し
いエリアや無人エリアの入場管理に
最適です。最高の安全標準を誇る
AX500 Smart Security Gateは頑丈
で壊れにくく、視覚サインや音で来
場者の安全を守ります。
また、大勢
の人に効率よく通過していただけま
す。AX500 Smart Security Gateは

+

オプション
手動で施錠・解錠

+

回転ドア
サーボモーターによる
回転ドア

モデル
1レーンまたは2レーン
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Car Axess NG Entry & Exit

スピーディーでユーザーにやさしい駐車場管理

+

出庫
出庫の際は、Car Axess NG Exit
がスピーディーにチケットを処理し
ます。内蔵のAxess SMART SCANNER 600モジュールが、バーコード
チケットや 長期利用者のRFIDチッ
プカードの読み取りと検札を行いま
す。
カラーディスプレイとオプショ
ンの呼び出しボタンつきインターホ
ンで利用者に安心してお使いいただ
けます。他のすべてのAxess製品同
様、音と視覚でユーザーをサポート
します。オプションのナンバープレ
ート認識なら、チケットなしで出庫
し、
クレジットカードでお支払いい
ただけます。

AX500 Ticket Dispenser
あらゆるバーコードチケットをス
ピーディーに印刷
1ロールあたりチケット2,500枚
を印刷

機能
	ロール紙1本でチケット2,500
枚を発券

	長期利用者用RFIDスマートカ
ードの読み取りおよび検札
ブレーキを最適化した遮断機

	屋内外ともに利用可能

	オプション：ナンバープレート
認識とクレジットカード機能
オフライン、オンラインともに
使用可能

	呼び出しボタンとインターホン

+

Car Axess NG
バーの断面は四角または
八角から選択可能
最適化されたブレーキで
安全性も万全

アクセス管理システム

入庫
平置き、立体を問わず、駐車場への
スムーズな入庫を実現します。Car
Axess NG Entryがスピーディーに
発券し、わずか1.3秒でゲートを開
きます。ロール紙1本で2,500枚の
バーコードチケットが印刷できるた
め、頻度に補充する必要がありませ
ん。Axess CONTROLLER 600搭載
モデルなら、
スマートカードで長期
利用者の入出庫を簡単管理。
また、
ナンバープレート認識なら、チケッ
トを取り出さなくても入庫すること
ができます。遮断機のブレーキが自
動的に最適化されるため、安全性も
万全です。
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コントローラー
＆ スキャナー
モジュール
Axessは、時代の流れに沿う新しいモジュールの開発に
日々励んでいます。様々な先端技術を取り入れたスキ
ャナーとコントローラーは、時代の要請に合わせた最新
設計です。販売中のあらゆるチケットをゲートで読み取
り、来場者の進入方向を認識します。
来場者と直接やり取りができる大型ディスプレイはリア
ルタイムで操作でき、
ご希望に応じて広告を表示するこ
ともできます。

Axessの新型コントローラーは、最大900万件の処理を
保存できます。
コントローラーとスキャナーモジュール
は、オンラインでもオフラインでもお使いいただけま
す。

コントローラー&スキャナーモジュール

Axess

Axess AG / コントローラー&スキャナーモジュール
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Axess SMART SCANNER 600

デジタル未来のスマートなチケットスキャナー

サービス情報などが表示できます。
そのほか、来場者とのコミュニケー
ションを目的としたお好みのデザイ
ンの表示も可能です。
内蔵コントローラーが検札とアクセ
ス管理を行います。
また、人の接近
を検知する革新的な入退場センサー
をオプションでご用意。一台のゲー
トが入退場用に瞬時に切り替わり、
双方向で使用することができます。

オプションとして、壁つけ用または
取り付け用もご用意。既存システム
や他社システムへの統合も簡単で
す。

機能
	バーコード、QRコード、紙の
印刷チケットおよび引換券を読
み取り
	スマートウォッチやスマートフ
ォン上の電子チケットを全方向
から読み取り

オプションで、
スマートカー
ド、NFCデバイス、
リストバン
ド、モバイル機器やスマートウ



	オーディオインターフェース、
音声スピーカーおよび音声マイ
ク内蔵

ォッチ上のEチケットの読み取
り機能も

視覚シグナル（赤・緑）

+

シグナルランプ
入場許可をスピーディーに視覚表示

+

筐体（オプション）
新型スキャナーをより簡単に既存システムや他社シス
テムに統合、壁への取り付けも可能

7インチ大型液晶タッチディスプレイ
案内、警告、
ウェルカムメッセージ、広告メッセージなど
をゲートで表示し、来場者と直接コミュニケーション

入退場センサー
ゲートの双方向開放用

読み取りサポート
情報をよりキャッチしやすく

+

+

コントローラー&スキャナーモジュール

Axess SMART SCANNER 600は、
バーコードをスピーディーにスキャ
ンし、RFIDメディアを読み取るスマ
ートなモジュールです。チップカー
ド、
リストバンド、
または紙に印刷
したチケットといった従来のデータ
記憶媒体のほか、モバイル機器やス
マートウォッチ上の最新のEチケッ
トも、画面下のオレンジのエリアに
かざすだけで読み取ることができま
す。大型タッチスクリーン式ディス
プレイは明るく、チケット有効期限
だけでなく、静止広告や動画広告、
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Axess CONTROLLER 600

Axess TICKET SCANNER 600

中央制御モジュール

明るい大型タッチスクリーン式ディ
スプレイには、来場者向けの情報や
静止広告、動画広告を表示できま
す。
スマートカード機能付のAxess
CONTROLLER 600 SRは、
タッチ
レスでチップカードを読み取る拡張
機能を搭載しています。

管理ソフトウェア
「CLICS」によ
り、
どこからでもゲートコンポーネ
ントの設定ができます。来場者もタ
ッチスクリーンをタッチして、ゲー
トと直接やり取りができます。
コン
トローラーに内蔵されている音声ス
ピーカーが音声で応答します。

機能
	オンラインとオフラインで検札
	チケットデータ、読み取り処
理データ、検札データなど最大
900万件を保存
	ウェブインターフェースで簡単
設定

	モジュール構造でスピーディー
に設置

簡単にチケットをスキャン

Axess TICKET SCANNER 600は、
バーコードチケットを読み取ります。
一般的なバーコード、QRコード、紙
に印刷したチケットだけでなく、モ
バイル機器やスマートウォッチ上の
最新のEチケットをすばやく確実に
読み取ります。来場者はチケットを
スキャナーにかざすか、広い読み取
りエリアの下で水平に動かすだけで
す。Axess TICKET SCANNER 600
はガラス製部品を使用していないた

め、壊れにくく、極めて頑丈です。
Axess TICKET SCANNER 600には、
スマートカードの読み取り機能もオ
プションでご用意。
スマートカード
だけでなく、キーホルダーやリスト
バンドのチップカード（ISO規格）
のデータを読み取ります。

頑丈で耐候性に優れた設計

7インチ大型タッチディスプレイ
案内、注意、
ウェルカムメッセージ、広告メッセー
ジなどをゲートで表示し、来場者と直接コミュニケ
ーション

スキャナー
モバイル機器のバーコードやQRコードのほか、ISO14443ま
たは15693準拠RFIDチップカードを最大5cmまで読み取り

使いやすさ
人間工学に基づく設計で、
スマートフォン上の情報を簡
単スキャン

オプション
近接型アンテナもご用意

機能
	バーコード、QRコード、紙に

印刷したチケット、
スマートフ
ォン上のEチケットを読み取り

	ISO14443または15693規格準
拠のRFIDチップカードを、最
大5cmの距離から読み取り

	スピーディーな取り付けが可能
な省スペース設計

コントローラー&スキャナーモジュール

ゲートの中央制御モジュールAxess
CONTROLLER 600は、検札、ゲ
ートの開放、データの保存、Axess
DATACENTERとの通信などを行い
ます。
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Axess
スマート
チケット

来場者すべてのみなさまのスピーディーな入場を実現す
るAxessのカード。素材、耐用期間、データ保存容量が異
なる各種タイプを取り揃え、あらゆるニーズに対応しま
す。バーコードカード、RFIDカードともに、最高の品質
を誇る
「メイド・イン・オーストリア」
です。
高品質素材で製造されたカードは安定しており、気温マ
イナス30°
Cから、
プラス50°
Cで繰り返しお使いいただけ
ます。問題なくお使いいただけるよう、Axessの品質管理
チームがカード一枚一枚を徹底管理しています。

工場出荷前に厳しい品質管理（ISO規準）の下におかれ
たチケットは電子検査が行われます。お客様に合わせた
セグメンテーションが可能なため、他社システムでも問
題なく使用することができます。
カードデザインはお客
様のコーポレートイメージに合わせて4色オフセットまた
はデジタルプリントで印刷。
カードのカスタムデザイン
は、最低ロット50枚から承ります。

スマートチケット

施設にとっても、来場者にとっても便利なAxessのチケットとスマー
トカードを
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Smart Card TRW, Part & Full

Smart Card One Way

オールマイティなカード
Smart Card TRW FullとSmart
Card TRWtes Partは高品質のチッ
プが内蔵されたカードで、
タッチレ
スでのデータ転送に最適です。チッ
プには、所有者の個人データのほか、
最大5つのデータを保存することが
できます。
Smart Card TRW Partは、表面の
再印刷可能領域に、データが視覚情
報として印字されます。チケットは
視覚情報、電子情報ともに繰り返し
書き込みが可能で、数年にわたって

使用することができます。丈夫な素
材で、気温マイナス30°
Cからプラス
50°
Cまでの環境で使用できる、耐久
性に優れたカードです。
Smart Card TRW FullはSmart
Card TRW Partと機能的には同じ
ですが、
より広い範囲に再印刷がで
きます。

機能
	電子データを繰り返し書き込み

	カード表面の再印刷可能領域に
繰り返し印字可能
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プロ仕様の使い捨てカード
Smart Card One Wayはタッチレス
で読み取り可能なICカードで、一日
券または一週間券のご利用に最適で
す。RFIDチップが内蔵されており、
データをカード内に直接保存するこ
とができます。

Smart Card One Wayは特殊コーテ
ィングされた厚紙製またはプラスチ
ック製の2種類をご用意。サーマルダ
イレクト印刷で、
カードの表面に各
種チケットデータや有効期限を印字
できます。

機能
電子データの書き込み

	表面印刷は一回のみサーマルダ
イレクト印刷

	「Full」はより広い印刷領域

便利なタッチレス機能

便利なタッチレス機能

各種RFIDチップ

各種RFIDチップ

	高品質の厚紙またはプラスチッ
ク製（厚さ0.5mm）

	最大5つのデータを保存

4色オフセット印刷

	耐久性に優れ、-30°
Cから
+50°
Cまで使用可能

	暗号化で安全

4色オフセット印刷

表

+

高解像度印刷
4色オフセットで図柄や文字を印刷

+

RFIDチップ

+

スマートチケット

ISO15693（近傍型）
または
ISO14443（近接型）の2種類

サーマル再印刷可能領域

透明なサーマル再印刷ホイルのコーテ
ィング加工(34x44mm)
TRW Part：チケットの半面に再印刷
可能。再印刷できない面は多くの場合
カスタムデザインなどを事前プリント
TRW Full：チケットの全面に再印刷
が可能

TRW Partの例
裏
TRW Fullの例
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Smart Card Lite

再使用可能なシーズン券用
Smart Card Liteは、内蔵チップに
各種チケットデータや有効期限など
を繰り返し書き込み、保存できるIC
カードで、
タッチレスで来場者に快
適に入場していただけます。表面に
はQRコードなどの情報を一回のみ印
刷することができます。

Smart Card Liteはプラスチック製
で、
シーズン券、会員カードまたは
インターネットでのオンライン予約
カードなど、
さまざまな形でご利用
いただけます。

機能
	電子データの書き込み

	表面印字はサーマルダイレクト
印刷で一回のみ
便利なタッチレス機能
各種RFIDチップ

	高品質なプラスチック製

（厚さ0.7mm）

4色オフセット印刷

スマートチケット

表

裏
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お役立ち
情報

また、使いやすさを追求し、来場者のみなさまにできる
だけ快適に製品をご利用いただくためのアイコンやシン
ボルも工夫。チケットをかざす部分がすぐに把握できる
よう、
シンボルカラーのオレンジ色でご案内するなど、
使いやすさを重視した設計を心がけています。

お役立ち情報

Axessは、直観的操作で使いやすい製品設計をモットー
に、製品に搭載されるディスプレイの大型化やタッチス
クリーンの導入に努めてきました。
フレキシブルにお客
様のご要望にお応えすべく、製品の多くはカスタムデザ
インが可能で、企業やリゾートのブランド認知力向上に
貢献します。ディスプレイの表示内容はお客様ご自身で
お好きなときに変更でき、天気、ツアー情報、サービス
情報、注意情報などをすぐにゲートに反映させることが
できます。

Axess AG / お役立ち情報
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オレンジでご案内
色でガイド

各種ハードウェアを快適にわかりや
すくご利用いただくため、チケット
をかざしていただく部分をAxessの
シンボルカラーのオレンジでご案内
します。

Axess PICK UP BOX 600では、オ
レンジの部分にQRコードなどの読み
取りコードをかざすと、瞬時にチケ
ットが発行されます。

アンテナでは、信号の送受信などを
行う部分にオレンジを使用してい
ます。
スキャナーでは、チケットをかざす
部分にオレンジを取り入れています。

お役立ち情報

オレンジでご案内

Axess AG / お役立ち情報
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アクセス管理をデザイン
効果的なブランディングに

+

+

に応じてデザインしていただけます。
ご希望のデザインをプリントできる
入場チケットとともに、ハードウェ
アのカスタマイズでより効果的なブ
ランディングを実現します。

Axess CONTROLLER 600
お客様のロゴまたは
ご希望のメッセージを表示

幅広くカスタマイズ
広告スペースとして有効活用

Axessの製品はお好きなデザイン
を取り入れていただけるカスタム
仕様。Axess PICK UP BOX 600
に装備されているAxess SMART
SCANNER 600の7インチディスプ
レイには、広告を表示できます。

Axess PICK UP BOX 600にはオプ
ションでサイドパネルをご用意。使
い方の手順やお好みのデザインをプ
リントすることができます。サイド
パネルはお好きなときに設置してい
ただけます。

+

Axess SMART SCANNER 600
7インチサイズのディスプレイを搭載した最新モデルは、
来場者の目に触れる画面にウェルカムメッセージや広告な
どを表示

アンテナプレート
ご要望に応じたカスタムデザイン

自由にデザイン可能なサイドパネル
いつでも取り付け可能なAxess PICK UP BOX
600用大型パネルにお好きなデザインをプリント

+

+
スマートカード
カスタムデザインでブランディング

お役立ち情報

来場者のお迎えは、企業ブランド
に合わせてカスタマイズしたゲー
トで。AX500 Smart Gate NGの
近傍型アンテナをはじめ、Axess
CONTROLLER 600やAxess SMART
SCANNER 600は、お客様のご要望
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