スキー場向け
製品＆サービス
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Axess AG
会社案内

Hello!
We are
Axess.

「アクセス管理をフレキシブルに一括で」Axessはそんな
お客様の声におこたえいたします。
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。カード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、ゲスト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。
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Worldwide
on snow.
スカンジナビア
ドイツ

儏儮儤

レ・ソメ
（ケベック州）
ビッグ・ホワイト
（ブリティッシュコロンビア州）
ウィンスポーツ・カルガリー（アルバータ州）
マウント・トレンブラント
（ケベック州）

アルペン・プラス
スキーヴェルトシューネク
オベラウドルフ
プレディヒシュトゥール
バーン

サレン、
アレ、
トゥレシル
フネスダレン
ベイトストレン
ヒモス

ロシア

ゴールデン・ヴァレー
レッド・レイク
オフタ・パーク
ユッキ・パーク

チェコ

シュピンドレルフ・
ムリーン

日本

オーストリア

フランス

スキーアールベルク
モンタフォン
ノルトケッテ
パトシャーコフェル
ゼーフェルト

シャモニー
ラプラーニュ/レザルク
パラディスキー
NʼPY
レポルト・ド・ソレイユ

アメリカ

カザフスタン

ルスツリゾート
アルツ磐梯
鷲ヶ岳スキー場
キロロリゾート
ロッテアライリゾート

チンブラク
コック・トベ

マンモス・マウンテン（カリフォルニア州）
オケモ・マウンテン・リゾート
（バーモント州）
アルタ
（ユタ州）
スノーバード（ユタ州）
ソリテュード（ユタ州）

スロベニア

クランスカ・ゴーラ
フォーゲル
ブルガリア
パンポロヴォ
チェペラレ
パニチシテ

チリ

ヴァレ・ネヴァド
ラ・パルヴァ
チェロ・カストル

イタリア

ドロミテ・
スーパースキー
セストリエーレ
ヴァルマレンコ
パガネッラ

ルーマニア

シナイア
ヴルカン・
ストラジャ
ヴォイネアサ

中国

万科松花湖
密苑雲頂楽園
太舞
翠雲山銀河

スペイン/ アンドラ

パス・デ・ラ・カーサ
グランドヴァリラ
プラ・デ・レ・ペドレス
ラ・モリナ/ラ・マセラ

アルゼンチン
ウシュアイア

スイス
サンモリッツ
エンゲルベルク
フリムス・ラークス
ユングフラウ鉄道
シュトースバーン

ニュージーランド

マウント・ルアペフ
マウント・ハット
コロネット・ピーク＆リマーカブル
カードローナ
トレブル・コーン

データ管理
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Axess DATACENTER
安全かつ効率的なスマートデータ管理
Axess DATACENTER
Axessシステムの中核となるデータ
センターは、POSをはじめとする
Axessの全てのソリューションとオ
ンラインでつながっており、お客様
のシステムで使用するあらゆる機器
の管理や通信を行います。集積デー
タにより、数クリックで請求書やレ
ポートの作成ができます。Axess
DATACENTERはWEBショップや
CRMソリューションの要ともなっ
ています。

機能
›› 固定料金制でコストが明確
›› 最高水準のセキュリティスタンダード
›› 高い操作性
›› 最新のハードウェア
›› 一括パッケージサービス

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

データの管理からバックアップまで、
全てAxessのDATACENTER SERVICE
DCSにお任せくさだい。最高のセキュ
リティスタンダードをクリアするAxess
のデータセンターは、最新のハード
ウェアを採用しており、安心して日 々の
業務に専念していただけます。

プレミアムソリューションのオプ
ションとして、DATACENTERAPPLIANCE をご用意しております。データ
センターをお客様の敷地内に設置し
てデータをお手元で保存していただ
き、管理等のサービスはAxessが行
う一括パッケージサービスです。ご要
望やサービス内容により、3つのパッ
ケージからお選びいただけます。

データ管理
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Axess CLICS

POS

ゲート

インターフェイス

レポート

データ管理を個別設定
CLICSは全ての設定の基礎となる
中央インターフェイスで、ご要望に合
わせたPOSシステムを実現します。
直観的な操作により、ユーザー権限
の決定、多種多様な料金表の管理な
ど、様々な設定が簡単にできます。

CLICSのダッシュボードは、お客
様のお好みに合わせて作成できま
す。ログインするとすぐに、全ての利
用機能が表示されます。
また、ウィジェットも様々な選択
肢からお選びいただけます。

機能

データ管理
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›› 直観的な操作
›› 個別設定

ダッシュボード

›› ブラウザベースのソフトウェア
›› 暗号化

POS設定
›› 製品およびタリフ管理
›› POS 設定
›› 精算方法およびキーボードレイ
アウト

›› レシート、
リフト券のひな型

レポート
›› 様々な形式にエクスポート
›› グラフ分析
›› POS、
アクセスエリアレポート
›› フィルター機能
›› インタラクティブレポート

›› 販売員と付与する権限の管理
›› POS取引レポート

アクセス設定

ダッシュボード

›› アクセス設定

›› テクニカルモニタリング

›› 視聴覚シグナル

›› ハードウェア
（ゲート、POS）の

›› ブラックリストの作成管理
（ブロックカードなど）

›› アクセスレポート

CLICSの インターフェイス
›› インストール済み
›› 常時メンテナンス
›› 常時アップデート
›› アクセス権限の設定が可能
›› オンラインステイタスを
チェック

オンライン/オフライン状況

›› エラーやメッセージをリアルタイ
ムで表示

ウィジェット
›› 自由にアレンジ可能
›› 基本パッケージ機能
›› 個別設定が可能

Axess

ハードウェアソリューション

ハードウェア
ソリューション
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。入場券から、

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
ICカードは2億枚にのぼります。
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Axess SMART POS

Axess SMART PRINTER 600
POSのパフォーマンスを最大化

レシートプリンターは、レシートや
帳票だけでなく、バーコードリフト
券も印刷します。シーズン券の写真
用には専用カメラもご用意。カードに
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リフト
券を発券
›› 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

一度にリフト券の印刷、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
コードと、ICカード（ISO規格準拠
のRFID）のリフト券を発行できま
す。

カードタイプの変更も簡単、ス
ピーディに行えます。一体型カー
ドトレイや、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
›› ICリフト券とバーコードリフト
券の読み取りと書き込み
›› サーマルダイレクト印刷
›› 厚紙およびプラスチックカード
に対応

›› ISO15693、ISO14443規格準
拠のICカードに対応

›› LANインターフェイス
›› カードトレイ内蔵

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

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
LANインターフェイス
通信インターフェイス

カメラ
シーズン券用
高解像度証明写真

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）

カードトレイ
便利な一体型引き出しトレイ

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

レシートプリンター
バーコードリフト券の印刷も可能

Axess SMART PRINTER 600 WTP
手動カード給紙モデル

ハードウェアソリューション

パワフルな発券システム

多くのゲスト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、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。リフト券や料金の表示も
わかりやすく、瞬時に把握できます。

15
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Axess SMART PAD 600

Axess PICK UP BOX 600

オンライン購入後すぐにICリフト券をピックアップ

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、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。

機能
›› ICカードの書き込みと読み取り
›› アンテナ、USB、LAN、キーボ
ドウェッジ
›› NFC対応



›› ISO15693対応

›› ISO14443対応

PICK UP BOX 600なら、オンラ
イン購入したリフト券をスピーデ
ィーにピックアップできます。ゲス
トは窓口の長蛇の列に並ぶストレ
スを感じることなく、すぐにリフト
券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、屋外でのご利用
にも最適です。

機能
›› バーコードリフト券またはIC
リフト券を発行
›› 全天候型設計
›› 省スペース設計
›› 直観的操作でスムーズな受け
取り

›› 使用説明パネルはカスタム
デザイン

読み取りと書き込み
ICリフト券のデータメモリー
アンテナ
最大10cmまで読み取り

Axess SMART SCANNER 600
注文コードや引換券のスキャンで
スピーディーにリフト券を受け取り

Axess SMART PRINTER 600
バーコードリフト券や
ICリフト券を瞬時に発券
団体ピックアップも可能

ステータスLED
LEDランプでステータスを表示

ハードウェアソリューション

効率的なリーダライタ
Axess SMART PAD 600はIC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にもご利
用いただけます。
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AX500 TVM NG

Axess TICKET KIOSK 600

精算や券売をスマートに

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。

最先端の券売機
機能
›› 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
›› 屋外利用にも最適
›› リフト券の回収および返金

Axess TICKET KIOSK 600は、イン
タラクティブタッチパネルを搭載した
型多機能発券機です。スマートなテク
ノロジーと使いやすいインターフェイ
スで、新しい発券をご提供します。

バーコードやICカードのほか、プリ
ントアウトしたリフト券やスマート
フォン上のQRコードをスキャナーに
かざすと、ゲストが自分でリフト券を
ピックアップできます。

Axess TICKET KIOSK 600は、昼夜
を問わず簡単、スピーディーな発券を
実現します。また、ピークタイムの窓
口の混雑を緩和し、ゲストによりよい
サービスを提供します。

操作性に優れたタッチ式27インチカ
ラーディスプレイは、人間工学に基
づき、高さ調節が可能です。

このほか、ウェブ上で予約した引換
券でリフト券を発券する、ピックアッ
プ機能も実装しています。

現金払いタイプは、4つのコインホッパ
ーと2つの自動充填式紙幣カセットを内
蔵。オプションで、循環式入出金管理
機もご用意しています。また、クレ
ジットカード決済や、NFC決済にも対
応しています。将来的には、カード返
却と保証金の返金機能の実装も予定さ
れています。

支払いタイプは、お客様のご希望
に応じて選択していただけます。

高解像度20インチタッチスクリーンディスプレイ
使いやすいメニューガイダンス
ADA対応高さ調節スクリーン
メンテナンスメニュー

TVMリフト券スキャナー
バーコードリフト券とICリフト券を読み取り
Axess TICKET SCANNER 600
読み取り対象：
ICカード（ISO14443/15693）
モバイル機器上のバーコード/QRコード
内部リフト券プリンター
再印刷可能なサーマル印刷
オプション
ICリフト券の発行とチャージ

機能
›› ADAタッチスクリーン
›› 現金モジュール、紙幣読み取り機
オプションで、紙幣でおつり返却
›› NFC決済対応
›› 屋外利用にも最適
›› リフト券返却機能

ハードウェアソリューション

AX 500 TVM NGは、お客様のご
要望に応じて、券売機、駐車場の精
算機またはリフト券回収機として
ご利用いただけます。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24時
間表示されている多言語メニュー
ガイドで、リフト券を簡単に選択し
ていただけます。

19
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ハードウェアソリューション

スマートゲート

革新的なAxessのアクセス管理シス
テムで、スキー場に新たな成功を。
組み合わせ可能なモジュール設計で
様々なご要望にお応えするだけでな
く、新たに製品が発売された際には
アップグレードも簡単です。Axess
は、お客様のご要望によりフレキシ
ブルにご対応させていただくため、
近年製品ラインナップを大幅に拡大
しています。Axess ゲートの設置方
法は、ガントリー型（吊り下げ型）、
フロア設置型、パレット設置型、埋設

型の4パターンからお選びいただけま
す。遮断アームはターンスタイルのほ
か、フラップもご用意。フラップは標
準モデルのほか、バリアフリーに対応
する長めのADAモデルなどもご用意
しています。Axessは「We
customize solutions」をモットー
に、お客様に最適なソリューションを
ご提供いたします。アクセス管理シス
テムはAxessにお任せください。高品
質なサービスをお約束いたします。

Axess AG / ハードウェアソリューション
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AX500 Smart Gate NG

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

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
LANECONTROL MONITORをご用
意しています。

Axessモジュールシステム
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

ハードウェアソリューション

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。
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

23

›› 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

Floor mounted

Pallet mounted

Controller

Scanner

›› バリアフリー対応の長尺フラッ
プ(ADA)モデル（オプション）

モジュールシステム
設置方法
アンテナ
リーダー（スキャナー）
遮断アーム

Scanner mit Display

Axess AG / ハードウェアソリューション

AX500 Lane Control Monitor
8レーンまで同時に画面で目視確認

AX500 Lane Control Monitorが入
場管理をサポートします。リフト券購
入の際にシステムに保存された写真が
AX500 Lane Control Monitorの画
面に示され、入場しようとしている人
物と写真の人物が同一であるかどうか
が確認できます。これにより、効率的
かつ正確なチェックが可能になりま
す。オプションとして、ゲート通過時に
カメラで写真を撮影し、これを最初の
ゲート通過時に撮影された写真と比
較することもできます。

1台のAX500 Lane Control Monitor
で、8レーンまで同時にモニタリング
することができます。レーンの切り替
えは手動、自動で行えます。直観的な
インターフェイスで、操作も簡単で
す。

機能
›› システムに保存された画像を表示
›› 選択したリフト券タイプを体系的に
チェック
›› レーンは自動または手動で切り替え
›› カメラが捕らえた画像と最初に入
場したときの画像を比較
(オプション）

+

Axess HANDHELD 600
直観操作でモバイル発券
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。

操作
直観的な操作で効率的に
チェック

機能

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
機としてもリフト券情報の呼び出し
ツールとしてもご利用いただけます。

›› 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
›› モバイルリフト券プリンター
（オプション）

+

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

目視確認
システムに保存された
画像データを表示

+
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モバイルプリンター
コードレスでレシートや
リフト券などを簡単発行
操作性
スマホ型タッチスクリーンで
直観的操作

+

+

ハードウェアソリューション
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Car Axess NG Entry & Exit

スピーディーでゲストにやさしい駐車場管理
出庫

Car Axess NG Entryは、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。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
ド駐車券が印刷できるため、交換頻度
も気になりません。また、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
出庫を簡単に管理します。ナンバープ
レート認識モデルでは、駐車券を取り
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。

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IC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
きインターホンで安心してご利用いた
だけます。他の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。

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IC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
›› ナンバープレート認識、
クレジッ
トカード払い（オプション）
›› 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

AX500 Ticket Dispenser
バーコード駐車券を
スピーディーに印刷
1ロールあたり駐車券2,500枚

+

+

Car Axess NG
四角または八角から選択
安全性の高いブレーキ

ハードウェアソリューション

入庫

Axess AG / ハードウェアソリューション
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カラーガイド
オレンジに注目

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、リフト券をかざす部
分にオレンジを取り入れています。

ハードウェアソリューション

オレンジでご案内

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
リフト券が発行されます。

Good to Know

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、Axessのシン
ボルカラーのオレンジで、リフト券
や駐車券をかざしていただく部分を
ご案内します。
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Axess

システムの真価を発揮
さらにスマートなアクセス管理システ
ムを実現するために、Axessは革新的な
ソリューションをご提供します。標準
化されたインターフェイスをはじめ、
顧客登録や囲い込みプログラムといっ
たCRMソリューションまで、Axessの
スマートなソフトウェアをご利用くだ
さい。

ソフトウェアソリューション

ソフトウェア
ソリューション

Axess AG / ソフトウェアソリューション
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Web Ticketing Program

AxessのWEBショップでスマートなオンライン販売
WTP識別番号つきICリフト券
窓口での長い行列を避けるため、近
年ではオンラインリフト券購入者が
増えています。AxessのWEB発券プ
ログラム（WTP）は、個人顧客向け
（B2C）、事業者向け（B2B）のオン
ライン発券を可能にし、お客様の隠
れた負担を軽減します。WEBショッ
プでのリフト券購入時に発行される
引換券を、スキー場に設置されてい
る自動券売機AX 500 TVMまたは自
動引換機Axess PICK UP BOX 600
にかざすと、簡単にリフト券と交換す
ることができます。また、ICリフト券
をお持ちのゲストは、WEBショッ

プでいつでもお好きなときにリフ
ト券をチャージしていただけま
す。また、AxessのWTPを利用すれ
ば、外部でのリフト券販売も簡単
に行えます。提携先でのリフト券
販売を可能にするB2B向けWEB
ショップなら、ゲストはホテルで
購入したリフト券を持ってそのま
まゲレンデに直行し、スキー場で
の一日を快適に始めることができま
す。ストレスフリーのリフト券販売
で、ゲストの囲いこみに一役買い
ます。

WEBショップ
B2C
›› リフト券のオンライン販売
›› 販売員の削減
›› 販売窓口での待ち時間が不要に
›› ICリフト券は自分でチャージ

WTP識別番号つきICリフト券
をWEBショップでチャージ

ICリフト券を持って
リフトへ直行

WTP識別番号なしのICリフト券

B2B
›› ホテルやスキークラブでリフト券
を印刷・発行

›› ホテルで支払い可能
›› おまとめ払いも可能
引換券またはQRコードを
WEBショップで購入

引換券またはQRコードを持ってTVM
またはAxess PICK UP BOXへ

ICリフト券を持って
リフトへ直行

ホームプリントリフト券

WTP識別番号
リフト券ごとに固有のWTP
識別番号を付与

+

リフト券を予めご自宅でプリントアウト
またはスマートフォンに保存

スキー場のゲートにリフト券をかざして通過

ソフトウェアソリューション

WEBショップ
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Axess AG / ソフトウェアソリューション

インターフェイス

We customize solutions

35

よりシンプルに、よりフレキシブルに

他社システムにも簡単に接続

Axessは、
スキー場向けに各種アクセス管理システムをご提供しています。最新のテクノロジーを駆使したAxessの
製品は、
日々進化し続けています。

DCI 4 Ticket
Management

DCI4External POSにより、発券に必要な
あらゆる情報を他社のPOSシステムにコ
ピーすることができます。データはリフト
オペレーターに同時に転送されます。一
方、AX Codingは、他社POSシステムと
Axess SMART PRINTERとの通信を可能
にします。

DCI4Ticket Managementを利用すれ
ば、バーコードリフト券やQRコードリフ
ト券を外部販売チャネルで発券できる
ようになります。サマーシーズンの上り1
回リフト券の発券などに最適です。

会計処理
迅速な業務を実現

›› 請求書の発行
›› 納品済み製品の請求書を月末にま
とめて発行
›› 納品書の発行
›› CLICSに完全統合
›› レイアウト編集機能とテンプレー
トで支払い業務をフレキシブルに

AX 500

Database

DCI 4 Finance

DCI 4 CRM

DCI4Finance経由で他社POSで行われ
る全取引を記録し、そのデータに基づい
て納品書や督促状を作成します。

Axessシステムで収集したデータ
を、DCI4CRM経由で他社のCRMプ
ログラムにエクスポートして、分析す
ることができます。

団体管理
ゲストによりよいサービスを
旅行会社にさらなる快適さを

収集した団体旅行客の個人データを団
体管理ツールに保存することで、旅行
会社の業務が効率化され、販売員のオ
ペレーションがよりスムーズになりま
す。

リフトへ直行（DTL）
スキー客囲い込みプログラム

利益按分
各事業者への利益分配

リフト券のチャージも簡単、使った分
だけクレジットカードでお支払いいた
だけます。
スキー場に到着してから列
に並んだり、窓口でリフト券を購入し
たりする必要はもうなく、そのままリ
フトに直行していただけます。

›› 事前設定コードによる請求

ボーナスクラブ

スキークラブ管理

顧客の囲い込みを図る会員プログラム
で、DTLの拡張版です。個人デ ータの
収集により、リピーター確保を狙いま
す。ゲストによりよいサービスを提供で
きるほか、ダイレクトメールなどによる
ダイレクトアプローチで、
マーケティン
グを効率化します。

Axessなら一石「三鳥」。
スキークラ
ブ向けのデータ管理ソフトウェアでメ
ンバーのデータをさらに深く分析、管
理することで、人材育成の観点からス
キークラブを支援します。

›› 来場回数による請求
›› 滞在時間による請求

ソフトウェアソリューション

DCI 4 External POS
& AX-Coding
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Axess CONNECT

Axess CONNECT.CRM

カスタムコミュニケーション

ゲストとリゾート双方にメリット
Axess CONNECTは、スマートフ
ォン時代に対応する最先端のマー
ケティングツールです。スマート
フォンが情報収集の中心となり、
生活にデジタルが深く浸透してい

る今、デジタルツールはスキー場に
とっても、欠かせないものとなっ
ています。Axess CONNECTは、デ
ジタルコミュニケーションによるリ
フト券の注文から、ソーシャルメ
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ディアによる情報提供まで、必要な
機能を全てお届けします。他社のソ
リューションとの連動も含め、完全
オーダーメイドのパッケージをご提
供します。

Axess CONNECT.APP

Axess CONNECT.CRMは、顧
客管理を体系化し、ゲストとの
よりよいコミュニケーションを
実現します。データはデータセ
ンターで一元管理されており、
顧客管理アカウント内の個人情
報をマーケティングにご利用い
ただけます。Axess CONNECT.
CRMで顧客ニーズを知ることに
より、ベストなサービスを提供
することが可能になります。

充実したレポート機能で、顧客
の購買行動や特定個人のレポ
ートを作成できます。また、
使いやすいニュースレター
ツールで、ゲストにメッセー
ジやメールを直接送ることが
できます。
さらに、ポイントに応じた特典
プログラムなど、顧客のロイ
ヤリティを高める様々な工夫
も可能です。

機能
›› 一元データ管理
›› 顧客アカウント
›› プライバシー保護
›› フィルター機能
›› 個別レポート
›› 直観的なユーザーインターフェイス
›› プッシュ通知
›› メールによるニュースレター配信
›› ご希望に合わせたデザイン

Axess CONNECT.APPは、天気、食
事、ハイライト、イベント、特典、リフ
ト券など、スキー場のあらゆる情報を
スキー客の皆様にお届けするスマート
フォンアプリです。
アプリユーザーは、リフト券を購入し
たり、特典がもらえたり、SNSで体験
をシェアしたりすることができます。

+

Axess CONNECT.APPは、スキー
場の効率的なマーケティングに新
しい道を開くツールです。顧客プ
ロファイルをもとに、個人の嗜好に
合わせたプログラムをデザインす
ることも可能になります。

機能
›› 天気
›› アプリ内リフト券ショップ
›› スキー場情報
›› イベント
›› ソーシャルメディア

+

個別の顧客アカウント
様々な顧客データを
記録

アプリ内リフト券ショップ
Eチケット（QRコード、引換券）
WTP番号によるリフト券チャージ

イベント＆ソーシャルメディア
レストラン、バー、イベント、
特別割引
スキー場情報
天気、ゲレンデ、リフト、
雪山情報など

+
+

ニュース配信
電子メールまたは
ショートメッセージ形式で

+

ソフトウェアソリューション

ゲスト用アプリ
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Axess RESORT SOLUTIONS 4.0
リゾートとゲストの利便性を向上

Axess RESORT.LOCKERは、ロッ
カーの予約、支払い、管理を一括で
行います。ICリフト券にロッカーの
権限を予約するので、リフト券をそ
のままロッカーの鍵として使うこと
ができます。

RESORT.LOCKER
ロッカー

Axess RESORT.RENTALは、レンタ
ルをスピーディーかつスムーズに行う
レンタルソリューションです。顧客デー
タ、在庫、支払い管理を一つのシステ
ムで行います。 ショップ内のオンライ
ンシステムで、ゲストの登録と用具の
予約を行います。
Axess RESORT.LESSONSは、イン
ストラクターの予約可能時間をすぐに
把握し、効率よくレッスンを割り当て
ます。
Axess RESORT.CHARGEを使え
ば、スキー場内で簡単かつ安全に
キャッシュレス決済を行っていただ
けます。 Axess SMART POSまたは
オンラインでカードにチャージした金
額を、スキー場内のショップやレスト
ランでご利用いただけます。

RESORT.RENTAL
		

レンタル

機能
›› 全てを一元管理
›› 他社の決済システムを統合
›› 包括的システム
›› よりよいサービス
›› オンラインリフト券販売
›› レンタル用具の予約
›› 1枚のカードがリフト券とロッカー
キーに
›› リフト券でリゾート内施設のお支
払いも

ソフトウェアソリューション

AAxess RESORT.SOLUTIONSは、
発券やアクセス管理、他社サービス
との連動を効率的に行うスマートな
ソリューションです。リフト券販売、
駐車場、レンタル、ロッカー、スキー
レッスンを一括で提供するフルサー
ビスパッケージで、スタッフの作業を
軽減し、管理をサポ ートします。ゲス
トに快適なソリューションをご提供
し、スキー場での一日を完璧なもの
にします。

RESORT.LESSONS

RESORT.CHARGE

スキーレッスン

電子マネー

DATACENTER
CRM &
Web Ticketing
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Axess RESORT.LOCKER

Axess RESORT.RENTAL

リフト券がロッカーキーに
Axess RESORT.LOCKERなら、ロッカー管理
も一本化できます。Axess RESRORT.LOCKER
ProまたはPureで、ロッカーの予約、管理、支払
いが簡単に行えます。ゲストはサービスパネルか
ら自分でロッカー管理ができます。また、リフト
券がそのままロッカーのキ ーとしてお使いいた
だけます。

機能
›› Axess CONNECT.APPまたは
Axess Smart POSでロッカーを簡
単予約
›› ゲスト自身でロッカーを管理
›› Webブラウザへのログインで
システムを一括設定
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レンタル用具を便利に予約

システムに柔軟に組み入れられ
るAxess RESORT.RENTAL
で、ゲストにいつでもレンタル
用具を予約していただけます。
お支払い方法も、前払い、レンタ
ル時の現地払い、後払いが可能
です。

レンタルショップソリューションの
Axess RESORT.RENTALは、集約
データベースを使ったレンタルの一
括管理をご提供します。ゲストはワ
ンストップでレンタルを利用、ス
キー場は高度な分析が可能にな
ります。在庫管理も簡単です。

›› オフラインでも動作
›› ロッカーの空き状況をオンラインで
モニタリング

購入
リフト券

Axess PICK
UP BOX 600

リフト券をロッカーのキーとして
利用。
RESORT.LOCKER
MANAGER PRO/PURE

ロッカー

ゲストは RESORT.RENTAL CHECK IN PANELまたは
オンラインでチェックインしてレンタル用具を予約

前払い

現地払い

後払い

利用

全パネルが
Axess RESORT CUBE
で相互接続

RESORT.LOCKER
SERVICE PANEL

ゲストはAxess SMART POSまた
はネットでリフト券を購入。
その
後、
POSで直接リフト券を受け取
り、
またはAxess PICK UP BOX
600でリフト券をピックアップ。

準備済みのレンタル
用具を受け取り。

全てがAxess
RESORT CUBE

SMART POS

経由で相互接続

RESORT.RENTAL

RESORT.RENTAL

TECH DESK

TECH DESK

管理

スキー場はRESORT.LOCKER
MANAGER PROまたはPURE
で、ゲストはセルフ端末のサー
ビスパネルで、それぞれロッ
カーを管理。

レンタル用具を持っ
てスキーやハイキン
グ、エンターテインメ
ント施設へ。
RESORT.RENTAL

SMART POS

よい一日を！

TECH DESK

ご利用後の後払い。

よい一日を！

よい一日を！

よい一日を！

SMART POS

ソフトウェアソリューション

オンラインショップ

SMART POS
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Axess RESORT.LESSONS

Axess RESORT.CHARGE

Axess RESORT SOLUTION の新
しい仲間、Axess RESORT.LESSONS
は、スキーレッスンソリュー
ションです。設定した時間枠でイン
ストラクターの空き状況を管理し、
予約の際に表示します。
インストラクターやレッスンの予約
は、スキー場のAxess SMART POS
やオンラインで行っていただけま
す。ほんの数クリックでご希望のス
キーレッスンを選択し、予約するこ
とができます。オンライン予約が完
了したら、確認メールが届きます。

大人数の団体予約も、CSVファイ
ルを使って、Axess SMART POS
のチェックインコンソールで行うこ
とができます。
予約や請求などのインストラクタ
ー管理も、RESORT.LESSONSか
ら直接行っていただけます。プライ
ベートレッスンも、インスタントメ
ッセージ機能でインストラクター
とやり取りし、レッスン関連情報を
全て提供することができます。

機能
›› 効率的な時間枠管理で、
効果的にイ
ンストラクターを活用
›› CSVファイルのインポートで団体
予約も簡単
›› レッスンレポート
›› 受講者フィードバック機能
›› インストラクターへのプッシュ通
知機能

スマートなマネーカード
Axess RESORT.CHARGEは、ス
キー場内でのキャッシュレス決済を
実現します。
マネーは、カードそのものではな
く、ユーザーアカウントに登録され
ます。ICリフト券のWTP番号を使っ
て、Axess SMART POS またはオン
ラインでチャージしていただけます。

Axess RESORT.CHARGE.な
ら、1枚のカードを家族全員でご利
用いただくこともできます。決済情
報はログインしてご覧いただけま
す。
決済代行業者や他社POSとの連携
を可能にするインターフェイスも
ご用意しており、シームレスにシス
テムに統合していただけます。

機能
›› ユーザーアカウントにチャージ
›› 1枚のカードを家族など複数
ユーザーで利用
›› チャージはSMART POSまたは
オンラインで
›› アカウントの統合や分割可能

›› 個別レポート

ソフトウェアソリューション

未来のスキーレッスン管理
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+

+

残高参照
ログインしてすぐに残高を確認

+

個人顧客アカウント
ICリフト券のWTP番号とリンク
ギフトカード&引換券
個別メッセージを書き込み

Axess
スマート
カード

ゲストの皆様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チップを内蔵したIC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で繰り返しご利用い
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。

カードは厳しい品質管理（ISO規準）の下におか
れ、工場出荷前に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。

スマートカード

施設にとっても、ゲストにとっても便利なAxessのスマートカード

Axess AG / スマートカード
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Barcode Card

Smart Card One Way

高品質な厚紙バーコードカード
品質な厚紙製で、プリンターさえ
あれば、インクなどの消耗品が必
要ないコストパフォーマンス抜群
のカードです。

プロ仕様の使い捨てカード
機能
›› 4色刷りオフセット印刷、
表面コーティング
›› ポリ塩化ビニルおよびビス
フェノールA不使用

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
種リフト券の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
›› 便利なタッチレス機能

›› バーコード印刷
›› 赤外線スキャナー読み取り用

›› 各種RFIDチップ

›› 高品質な厚紙仕様
（厚さ0.3ｍｍ）

›› 高品質の厚紙またはプラスチッ

›› 吊り下げ用パンチ穴
(オプション）

›› 4色オフセット印刷

表

ク製（厚さ0.5mm）

›› 暗号化で安全

表

WILLKOMMEN

スマートカード

使い勝手のいいバーコードカード
は、1回券としてのご利用が便利で
す。Axess SMART PRINTER 600
でバーコード情報が印刷できる高
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PAUL WINTER

裏

裏

48

Axess AG / スマートカード

Smart Card Lite

Smart Card TRW, Part & Full

再使用可能なシーズン券用
Smart Card Liteは、内蔵チップに
各種リフト券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、タッチレスでゲストに
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。
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オールマイティなカード
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

Smart Card TRW FullとSmart Card
TRW Partは、高品質のチップが内蔵
されたカードで、タッチスでのデータ
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。カードは視覚情
報、電子情報ともに繰り返し書き込み
が可能で、数年にわたて使用すること

›› 高品質なプラスチック製
（厚さ0.7mm）
›› 4色オフセット印刷

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。

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

Smart Card TRW FullとSmart
Card TRW Partと機能的には同
じですが、Smart Card TRW
Fullは、表面のより広い範囲に繰
り返し印刷ができます。

「Full」はより広い印刷領域
便利なタッチレス機能
各種RFIDチップ

	最大5つのデータを保存

	耐久性に優れ、-30°
Cから
+50°
Cまで使用可能
4色オフセット印刷

表

TRW Partの例

TRW Fullの例

スマートカード

WILLKOMMEN
PAUL WINTER
WILLKOMMEN

PAUL WINTER

裏

+
TRW Full
カードの全面に再印刷

Axess
スマート
サービス

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。

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。

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。

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。

スマートサービス

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。

V 3.0

We customize
solutions.
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