スキー場向け
製品＆サービス

日本語

Axess AG / 企業概要

Axess AG
企業概要

ハードウェアシステム

Axessはみなさまのよきパートナーとして、ソフト
ウェアやアクセス管理に関する製品・サービスを提
供します。

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
事務所
パートナー

スウェーデン

お客様のニーズに合わせた革新的なソリューションを
開発するAxess。現在、50カ国以上で約1万1,000件
のPOSシステムと、約1万8,000基のゲートが使われ
ています。世界13カ所の事務所からみなさまをサ
ポートします。

フィンランド
ロシア

北米

チェコ
デンマーク

韓国

ソフトウェアソwリューション

We customize
solutions.

Axessでは、リフト券から入退場管理システ
ム、CRMデータの収集・管理ソフトウェアまで、
全て自社で開発・生産しています。

フランス
日本

スペイン
中国

イタリア
ルーマニア
ブルガリア
スロベニア

チケット

メキシコ

カザフスタン
トルコ

チリ
ニュージーランド

サービス

Hello!
We are Axess.

Axessは、アルペンスポーツ地域向けにフレキシブ
ルな集中管理ソリューションをお探しのみなさま
に、多様な組み合わせが可能で、拡張も簡単なモ
ジュールソリューションをお届けします。開発とイ
ノベーションの推進により常に新しい製品を生み出
しているAxessは、革新的なソフトウェアにより、
スポーツ・レジャー分野に快適なアクセス管理をお
約束します。

データ管理

コンテンツ
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Axess AG / 導入実績
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コンテンツ
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導入実績
各国の例

スカンジナビア

スキーアールベルク
モンタフォン
ノルトケッテ

チリ

ヴァレ・ネヴァド
ラ・パルヴァ
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
マデシモ

マンモスマウンテン
（米国)

札幌からわずか40分のサッポロ
テイネ。1972年にアジアで初め
て開催された冬季オリンピックの
会場ともなりました。76ヘクタ
ールに15本のコースが広がるテ
イネでもAxessのアクセス管理シ
ステムが活躍しています。

カリフォルニア州東部のシエラネ
ヴァダ山脈一帯に広がるマンモ
スマウンテン。その北側に位置す
るマンモスマウンテンスキー場は
広さ1,400ヘクタール。28基のリ
フトと3台のゴンドラを備える同
スキー場でもAxessのシステムが
使われています。

データ管理

ルスツリゾート
サッポロテイネ
鷲ヶ岳スキー場
キロロリゾート

カザフスタン
チンブラク
コック・トベ

スロヴェニア

クランスカ・
ゴーラ
フォーゲル

イタリア

サッポロテイネ
（日本)

日本

オーストリア

アメリカ

マンモスマウンテン（加州）
アルタ
（ユタ州 ）
スノーバード（ユタ州）
ソリテュード
（ユタ州）
クリスタルマウンテン
（ワシントン州）

オフタパーク
ゴールデンバレー
アルピカサービス
（ソチ）

ブルガリア

パンポロヴォ
チェペラレ

ルーマニア

シナイア
ブシュテニ

中国

密苑雲頂楽園
松花湖
太舞

ハードウェアシステム

フランス

シャモニー
ラプラーニュ
レザルク
N´PY
ポルトドソレイユ

アールベルク
（オーストリア)
87基のリフトおよびケーブル
カー、305kmの圧雪コース、
200kmの非圧雪コースを誇るス
キーアールベルクは、オーストリ
ア最大のスキーエリア。過去数十
年にわたって世界中からスキー客
が訪れているスキーのメッカで
す。Axessの製品はアールベルク
にも導入されています。

チェコ

シュピンドレルフ・
ムリーン

ロシア

スペイン・アンドラ

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

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

チケット

モンサンソヴェール（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）
ウィンスポットカルガリー
（アルバータ州）
モントランブラン（ケベック州）

アルペンプラス
プレディヒシュトゥール
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＆
リマーカブルズ
カードローナ
トレブルコーン
サービス

カナダ

ソフトウェアソwリューション

ドイツ

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
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設定

駐車場

モニタリング

ロッカー

Data Center Service
データセンターサービス

分析

レンタルスキー

Data Center Appliance
ローカルデータセンター設備

レポート作成

スキー教室

P. 17

自動発券・精算機

P. 10

P. 22

N/LAN ネットワーク
W LA

ネットワーク

ソフトウェア接続

P. 30

P; HTTP; HTTPS
TCP/I

アクセス管理
システム

Axess
WEB ショップ

AX 500
database

コンテンツ

P. 42

Axess
CONNECT

個人向け – B2C

アプリ

提携先向け – B2B

ボーナスクラブ

外部販売チャネル

解析
P. 34

ハードウェアシステム

POSシステム

Axess
RESORT

データ管理

Axess
CLICS

P. 39

駐車場システム

モバイル機器
P. 46

Axess
ツール&概要

Axess
サービス

Axess
インターフェイス
CRM

プロジェクトマネジメント

リフト直行・料金後払い

ERP

トレーニング

団体管理

ヘルプデスク

スキークラブ管理

他社POSシステム

テクニカルサポート

チケット

チケット

P. 29

ソフトウェアソwリューション

P. 9

利益按分
会計処理

P. 36

P. 53

P. 37
サービス

P. 14

Axess DATACENTER

コンテンツ
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安全かつ効率のよいスマートなデータ管理

DATACENTER
サービスの
メリット
コストが明瞭
最高水準のセキュリティ
スタンダード
使いやすい
最新のハードウェア

ソフトウェアソwリューション

一括パッケージサービス

ハードウェアシステム

Axessのシステムの中核となるデータ
センターは、Axessの全てのPOS
および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を管理
し、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
トの作成が可能です。また、WEB
ショップやCRMソリューションの基
盤ともなっています。

データ管理

Axess DATA CENTER

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

AxessのDATACENTER SERVICE
（DCS）に、データの管理からバッ
クアップまで全てお任せくさだい。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
のハードウェアを使用しており、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。

チケット

Axess
スマートデータ
管理

Axess AG / データ管理

サービス
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Axess AG / データ管理

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

ダッシュボード

直感的な操作
個別設定

POS設定

レポート

製品およびタリフ管理

様々な形式にエクス

POS 設定

ポート

精算方法およびキーボードレイ

グラフ分析

アウト

POS、アクセスエリアレポート

レシート、チケットのひな型

フィルター機能

販売員と付与する権限の管理

対話型レポート

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

オンライン/オフライン状況

（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

ソフトウェアソwリューション

暗号化

ハードウェアシステム

ブラウザベースのソフトウェア

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

インストール済み

基本パッケージに含まれる

常時メンテナンス

個別設定が可能

チケット

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。ログイン後、全てのご利用機能
がすぐに表示されます。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。

製品
概要

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
サービス

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。直感的な操作により、ユーザー権限の決定、多
種多様なタリフの管理など、様々な設定が簡単にで
きます。

コンテンツ
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データ管理

10
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ソフトウェアソwリューション
チケット

Axessの製品はモジュール構造で、自由に組み合わ
せが可能です。お客様のご要望に合わせた様々なア
クセス管理システムが実現できるほか、後継製品の
追加も簡単です。いまや世界50数カ国で1万件以上
導入されているAxessのシステムは、風雨や雪、高
温など、あらゆる気象条件に対応しています。

サービス

Axessのハードウェアを語る
3つのキーワード
「信頼」、「安全」、「効率」

ハードウェアシステム

データ管理

コンテンツ

Axess
スマート
ハードウェア
システム
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Axess AG / ハードウェア

AX500 Smart POS

Axess SMART PRINTER 600

高性能なPOSシステム

高性能なPOS用プリンター

多くのお客様が訪れるイベントには、高性能なPOS
システムが欠かせません。AX500 Smart POS はス
ピーディーな発券と安全な支払い管理により、より
スムーズなチケット購入を実現します。効率的かつ
迅速なサービスを可能にするAxessのPOSシステム。
レシートプリンターはレシートやレポートだけでな
く、バーコードチケットも印刷することができます。
画面は高画質タッチスクリーンで、操作は直感的か
つスピーディーに行えます。お客様には見やすいデ
ィスプレイで料金をご確認いただけます。シーズン
券やRFIDチケット用の写真を撮影するカメラもご
用意しております。

Axess SMART PRINTER 600ならわずか0.9秒で発
券。1度の作業でISO規格カードの印刷、消去、コー
ディング、読み取りができます。Axess SMART
PRINTER 600は1台でバーコードチケット、RFIDチ
ケットが発券できる万能プリンターです。 異なるチ
ケットタイプへの切り替えも簡単かつスピーディー。
一体型のチケット受けでスムーズな発券作業を実現し
ます。また、LEDランプで動作状況をお知らせしま
す。

複雑なタリフでもスムーズな発券
オンライン・オフラインともに操作
可能

ISO 15693 およびISO 14443に
対応
LANインターフェイス
一体型チケット受け

タッチスクリーン
タッチ画面で直感的な操作

お客様用ディスプレイ
広告用としてもご利用可能
チケット給紙
スタッカまたは手差しで給紙

カメラ
お客様の顔を
クリアに撮影

コンテンツ

ダイレクトサーマル印刷
厚紙およびプラスチックカードに
対応

POSは個別設定可能

データ管理

RFIDチケットの読み取り、書き込
み、バーコードチケットの印刷が
可能

LANインターフェイス
既存のネットワーク
テクノロジーで通信

チケット

サーマルプリントヘッド
最大解像度300 dpiで
サーマル印刷。様々な厚
さのカードに自動対応。

ハードウェアシステム

ご要望に合わせた設定が可能なイン
ターフェイス

製品
概要

ソフトウェアソwリューション

製品
概要
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チケット受け
収納式の一体型
レシートプリンター
バーコードチケットも印刷
サービス

Axess 600 SMART PRINTER
スマートカードの読み取りと書き込みに
1台または複数で

Axess SMART PAD 600

AX500 TVM

スマートに検札

スマートな精算・販売を実現

Axess SMART PAD 600 はRFIDチケットに保存さ
れたデータの読み取りのほか、新しいデータの書き
込みを行います。印刷が不要で読み取り・書き込み
のみ必要な場合に、プリンターに代わる経済的なオ
プションとしてお使いいただけます。Axess SMART
PAD 600はホテルなどの提携先でのご利用に最適で
す。場所を取らず多機能なAxess SMART PAD 600
は近接型アンテナを搭載しており、チャージ中にチ
ケットの初期化を行う優れもの。効率的な作業をお
約束します。また、LEDランプで読み取りおよび書
き込み状況をお知らせします。

見やすいカラースクリーンにわかりやすいメニュー
表示で、すばやく簡単に自動発券。24時間いつでも
多言語でチケットを簡単にご購入いただけます。発
券機としてだけでなく、駐車場システムやPOSシス
テムに精算機として組み込んでいただくこともでき
ます。お支払い方法はクレジットカード、現金、ま
たはNFCからお選びいただけます。耐久性に優れて
おり、屋外でのご利用にも最適です。

4方向で紙幣を識別
NFC決済にも対応

NFCも

屋外での利用にも最適
チケット回収機としても利用可能

近接型アンテナ
最大10cmまで通信可能

オプション
バーコードチ
ケットやRFID
カードのリー
ダー

オプション
RFIDスマートカードの
発行およびチャージ

オプション
繰り返し印刷可能な
サーマルプリンター

ハードウェアシステム

近接型アンテナで10cmま
で通信可能

デビットカードまたはクレジット
払い

ソフトウェアソwリューション

チケットの読み取り、書き
込み

製品
概要

チケット

読み取り・書き込み
ISO 15693および ISO
14443規格のRFIDカー
ドに対応

製品
概要
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コンテンツ

Axess AG / ハードウェア

データ管理

16

サービス

LEDランプ
ステータスを光で表示

Axess PICK UP BOX 600

コンテンツ
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Axess SMART SCANNER 600
直感的でわかりやすい操作で引換券
をスキャン

製品
概要
バーコードおよびスマートチケッ
トを発行
全天候対応型設計
直感的かつわかりやすい操作

ハードウェアシステム

省スペース

ソフトウェアソwリューション

待たずにすぐにチケットを ― スキー場でのより
快適な時間をお約束するセルフサービスへの需要
は、スキー場でも高まっています。Axess PICK
UP BOX 600はお客様が Axess CONNECT.APP や
WEBショップで購入したチケットを瞬時に発行し
ます。これからはチケット売り場で長蛇の列に並ぶ
必要はもうありません。Axess PICK UP BOX 600
は Axess SMART SCANNER 600 とAxess SMART
PRINTER 600を搭載。耐久性に優れ、あらゆる気
象状況下でご利用いただけます。また、省スペース
設計で、設置も簡単です。さらに、組み合わせ可能
なモジュール構造で、メンテナンスや製品のアップ
グレードも簡単に行えます。

データ管理

精算済みチケットを発券

サービス

チケット

Axess SMART PRINTER 600
バーコードチケットとスマー
トカードを瞬時に発行

20
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ソフトウェアソwリューション
チケット

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、近年製品ラインアッ
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、埋め込み型の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。

サービス

ゲレンデへのアクセスを万全に

ハードウェアシステム

データ管理

コンテンツ

Axess
スマートゲート
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Axess AG / スマートゲート

AX500 Smart Gate NG

AX500 Smart Gate モジュール

あらゆる気象条件下でパーフェクトに作動し、何
百万回もの開閉にも耐えうることは信頼できるア
クセス管理システムの絶対条件。しかし、それだ
けでは十分とは言えません。現在はさらに、ゲー
ト同士が通信し合い、スマートシステムの一部と
して機能することが求められています。
AX500 Smart Gateはお客様のニーズにフレキシブ
ルにお応えするスマートなゲートです。設置方法を
はじめ、アンテナ、リーダー、遮断アームをご自由
に組み合わせていただけます。Axessのホームペー
ジのオンラインコンフィギュレーターでご希望に応
じた設定をすれば、ブラウザ上でイメージをご覧い
ただけます。

積もった雪にゲートが埋もれてしまう、夜間に除雪
作業をしなければならない、ガントリー型（吊り下
げ型）AX500 Smart Gateなら、そんな心配もご無
用です。足元がすっきりしており、スキーヤーは快
適にゲートを通過できます。また、除雪時には横に
ずらすこともできます。
遮断アームはターンスタイル、自動開閉フラップか
らお選びいただけます。AX500 Smart Gate NGの
モジュールはあらゆる組み合わせが可能で、いつで
もアップグレードできるほか、メンテナンスも簡単
です。後継製品と互換性があるため、モジュールの
交換により最新モデルを維持できます。

製品
概要
支柱は耐久性に優れたアルマイト製
開閉速度を自由に設定
モジュール構造で自由に組み合わせ
追加の機能拡張も簡単
タッチレスで通過
バリアフリー対応の長尺フラップ
(ADA）モデル（オプション）

ターンスタイル
Axessのターンスタイルは
手で押さずに通過可能。
バーは2本で、スキーヤー
の通過をスムーズに。

+

ソフトウェアソwリューション

近傍型アンテナ（左右）
左右両側に設置されたアンテナによ
り、チケットをタッチせずにハンズ
フリーで通過

データ管理

モジュールを組み合わせてご希望の設定に

ハードウェアシステム

フレキシブルなアクセス管理システム

コンテンツ
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+
+

フラップ
Axessのフラップは開閉速度が調節可能。
スマートセンサーが人間とストックなどの
物体を選別して認識。

サービス

フラップ
自動開閉でさらに
便利に

チケット

+

Axess AG / スマートゲート
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コンテンツ
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Smart Gate Configurator
お客様のご要望をカタチに

データ管理

下記の3種類から1つお
選びください。
フロア設置型
パレット設置型
ガントリー型（吊り下げ型）

2

フロア設置型

パレット設置型

ガントリー型

両側アンテナ

片側アンテナ

アンテナなし

ハードウェアシステム

たった1クリックでデータ
シートをダウンロード

1

設置方法

アンテナ
下記の3種類から1つお
選びください。
両側
片側
アンテナなし

3

リーダー
下記の3種類から1つお
選びください。

ソフトウェアソwリューション

あらゆるご要望にお応えするSmart Gateはすでに
世界中で導入されています。オンラインコンフィ
ギュレーターを使ってご希望のゲートを作成して
みましょう。また、ご希望の組み合わせのSmart
Gateのデータシートを1クリックでダウンロードし
ていただけます。

スキャナー
スロットリーダー
なし
スキャナー

スロットリーダー

リーダーなし

ターンスタイル

フラップ

長尺フラップ（ ADA）

遮断アーム
下記の3種類から1つお
選びください。
ターンスタイル
フラップ
長尺フラップ（ADA）

サービス

4

チケット

QRコードをスキャ
ンしてお試しください。
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AX500 Lane Control Monitor

Axess HANDHELD 600

8レーンまで同時に画面で目視確認

直感的に使えるモバイル検札器

選択したチケットタイプを体系的
にチェック
レーンは自動または手動で切り替
え可能
カメラが捕らえた画像と最初に

耐久性に優れ、あらゆる気象条件で
使用可能な設計
昼間の日光下でも見やすいスクリ
ーン
モバイル検札器、コントロール
モニターとして利用可能

（オプション）

無線LANで自動アップデート
ピストルグリップ、モバイルチケッ
トプリンター（オプション）

+

コンテンツ

直感的な操作でトレーニングいらず

入場したときの画像を比較可能

+

データ管理

システムに保存された画像を表示

製品
概要

本体
耐久性に優れ、あらゆる
気象条件で使用可能な設計

ハードウェアシステム

製品
概要

あらゆる気象条件で使用できるAxess HANDHELD
600は耐久性に優れ、持ち運びしやすい大きさです。
高品質カラーディスプレイはタッチスクリーン形式
で、昼間の日光下をはじめ、あらゆる明るさで快適
に検札できます。直感的に利用できるためトレーニ
ングの必要もなく、スマートフォン感覚でお使いい
ただけます。また、無線LANにより自動でアップデ
ートされます。画面が明るく、昼夜問わず持ち歩い
てご使用いただけます。オプションでより使い勝手
をよくするピストルグリップもご用意しております。

ソフトウェアソwリューション

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。AX500 Lane Control
Monitor1台で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
可能です。直感的なインターフェイスで簡単に操作
できます。

29

目視確認
システムに保存された画像
データを表示

+

チケット

操作
直感的な操作で効率的に
チェック

+

操作
直感的にスマホ感覚
で使える
サービス

+

ディスプレイ
昼間の日光でも問題なく
使えるタッチスクリーン

30

Axess AG / 駐車場システム

Car Axess Entry

Car Axess Exit

効率よく使いやすい駐車場管理

効率的で使い勝手のよい出庫に

ロール1巻でチケット2,500枚を
発行
長期利用者向けにはRFIDチケッ
トも

コンテンツ
データ管理

製品
概要
呼び出しボタン、インターホン
つき
バーコードチケット、RFIDチケッ
トを読み取り
オフライン・オンラインともに利
用可能

遮断アームの開放速度は1.3秒
遮断機のブレーキは自動的に最
適化

登録車番認識システム、クレジッ
トカード払い（オプション）

屋内、屋外ともに使用可能
登録車番認識システムおよび追加
チケットスキャナー（オプション）

AX500 Ticket Dispenser
各種バーコードチケットをスピーディ
ーに印刷。チケットロール1巻あたりの
発行枚数は2,500枚

+
+

最適化ブレーキ
遮断アームのブレーキは
最適化されており、破損
を防止

+

チケット

+

ソフトウェアソwリューション

AX500 Ticket Scanner
バーコードチケットおよびRFID
チケットを読み取り

ハードウェアシステム

製品
概要

Car Axess Exitは出庫時のチケット処理をスムーズ
に行います。AX500 Ticket Scannerがバーコード
チケットや長期利用者用のRFIDチケットの読み取
り、検札を行います。カラーディスプレイ、インタ
ーホンの呼び出しボタン、LEDランプを備えた親切
設計で、使い方も簡単。オプションの登録車番認識
システムを使えば、出庫時のチケット挿入が不要に
なります。また、クレジットカード払いのオプショ
ンもご用意しています。

Car Axess Gate
遮断アームは四角形、
八角形の2種類をご用意

サービス

駐車場での車の流れをスムーズに。Car Axess
Gateはすばやくチケットを発行、遮断アームが開く
までの時間は1.3秒です。チケットロール1巻あたり
の各種バーコードチケット発行枚数は2,500枚と経
済的。AX500 Gate Controller SRとスマートカー
ドを組み合わせれば、長期利用者にも便利にご利用
いただけます。車番認識システムにより、登録車両
はチケットを発行せずに入庫できます。遮断アーム
のブレーキは自動的に最適化されるため、安全性も
抜群です。
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ソフトウェアソwリューション
チケット

さらにインテリジェン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のインテリジェン
トなソフトウェアにお任せください。

サービス

システムの真価を発揮

ハードウェアシステム

データ管理

コンテンツ

Axess
スマート
ソフトウェア
ソリューション

Axess AG / ソフトウェア
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コンテンツ
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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を
WTP識別番号つきチケット

チケットをオンラインで販売
販売スタッフ数を削減
レジでの待ち時間が不要に

データ管理

WEBショップ
B2C
WTP識別番号つきチケット
をWEBショップでチャージ

チケットを持って
リフトへ直行

ハードウェアシステム

スマートカードなら自分でチャー
ジ可能

WTP識別番号なしのチケット

WEBショップ
B2B
ホテルやスキークラブでチケット
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（自
動発券機）またはAxess PICK UP BOXへ

チケットを持って
リフトへ直行

ソフトウェアソwリューション

発券機の前の長い行列を避けるため、近年ではオン
ラインでチケットを購入するお客様が増えていま
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、運営側の隠れた負担も軽減しま
す。WEBショップでチケットを購入すると、引換
券が発行されます。引換券はスキー場に設置されて
いる自動販売機AX 500 TVMまたは自動引き換え機
Axess PICK UP BOX 600で簡単にチケットと交換
することができます。また、スマートカード式のチ
ケットをお持ちのお客様は、WEBショップでいつ
でもお好きなだけカードをチャージしていただけま
す。また、AxessのWTPを利用すれば、外部でのチ
ケット販売も簡単。B2B向けのWEBショップでは
提携先の業者様にも便利にチケットを販売していた
だけます。ホテルでチケットが購入できれば、その
ままゲレンデに直行、スキー場での一日を快適に始
めていただけます。ストレスフリーのチケット購入
で、お客様の囲いこみに一役買います。

チケット

Print @ Homeチケット
WTP識別番号
チケットごとに固有のWTP
識別番号を付与

チケット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チケットをかざせばそのま
ま利用可能

サービス

+
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インターフェイス

We customize solutions.

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
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

リフトへ直行（DTL）
スキー客囲い込みプログラム

AX 500

database
DCI 4 finance

DCI 4 CRM

他社POSで行われる全ての取引は
DCI 4 finance経由で記録され、そ
のデータに基づいて納品書やリマ
インダーを生成できます。

Axessのシステムで収集されたデー
タを、DCI 4 CRM経由で他社の
CRMプログラムにエクスポート
し、分析することができます。

コンテンツ
データ管理

DCI 4 ticket managementにより、
外部販売チャネルでバーコードチ
ケットやQRコードチケットが発券で
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。

リフトへ直行！DTLならチケットのチ
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
キー場に到着したら、列に並ぶこと
も、スキー場窓口でチケットを購入す
ることももう必要ありません。

団体管理
スキー客によりよいサービ
スを、旅行会社はより快適に
旅行会社が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れ
ば、旅行会社は業務がよりラクに、販
売員はよりスムーズなオペレーション
が可能になります。

利益按分
各スキー場への利益分配
事前設定コードによる請求
来場回数による請求
滞在時間による請求

ボーナスクラブ

スキークラブ管理

DTLを拡張した会員プログラムでさら
に顧客の囲い込みを図ります。個人デ
ータの収集により、リピーター確保を狙
います。お客様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
よる直接コミュニケーションで、
マーケ
ティング活動の効率をアップします。

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。

ハードウェアシステム

DCI 4 External 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
により、他社POSシステムとAxess
SMART PRINTERとの通信を可能に
します。

ソフトウェアソwリューション

DCI 4 ticket
management

Axessはスキー場向けに各種アクセス管理システムソリューションをご提供します。最新のテクノロジーを利用した
Axessの製品は、日々進化し続けています。

チケット

DCI 4 External
POS& AX coding

よりシンプルに、よりフレキシブルに

サービス

他社システムにも簡単に統合
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Axess AG / ソフトウェア

Axess CONNECT

コンテンツ

39

Axess CONNECT
概要
Axess CONNECT.APP

ハードウェアシステム
ソフトウェアソwリューション

つなぎます。スキー客がAxess CONNECT.APPをス
マホにインストールすれば、天候やチケット、グル
メ情報、イベント、キャンペーンなど、スキー場の
あらゆる情報にアクセスしていただけます。このほ
か、キャンペーンに応募したり、チケットを購入し
たり、SNSで体験をシェアしたりすることも可能
です。また、Axess CONNECT.APPは、スキー場の
CRMに真価を発揮します。たとえば、キャンペーン
への応募状況を分析することによって個人の嗜好を
把握し、よりターゲットを絞ったマーケティング戦
略を立案することも可能になります。
なお、Axess CONNECT.APPのインターフェイスは
スキー場のイメージに合わせて作成できるため、違
和感なくご利用いただけます。

スキー客向けのスマホアプリです。チケッ
トの購入が可能なほか、最新情報、キャン
ペーン情報などをお客様のスマホにダイレ
クトにお届けします。

それぞれの関心に応じたキャンペーン、オ
ススメ、パッケージなどをターゲットを絞
ってお届けします。

チケット

Axess CONNECT.CRM

Axess CONNECT.CRM
1回のクリックであらゆる活動のレポート
や分析をエクスポートします。

サービス

Axess CONNECTは、スマートコミュニケーション
時代をいく最先端のマーケティングツールです。い
まや情報収集ツールの中心となったスマートフォン
をはじめ、デジタルテクノロジーは日々の生活と切
っても切れない身近な存在となりました。スキー場
も例外ではなく、多くのスキー場にとってデジタル
ツールは欠かせないものになってきています。利便
性を求めるスキー客にとって、チケットの注文から
情報、ゲーム、ソーシャルメディアまでを提供する
デジタルツールは必須アイテムです。
Axess CONNECTはお客様が求めるこうした機能を
ご要望に合わせて設定し、完全パッケージでお届け
します。
スマートフォンアプリのAxess CONNECT.APPは、
スキー場とゲストをダイレクトに、そしていつでも

データ管理

スキー客とスキー場の双方にメリット

Axess AG / ソフトウェア

Axess CONNECT.APP
スキー客向けのスマホアプリ

スキー場
インフォメーション
天気

POS、PICK UP BOXおよび自動
発券機に対応するQR コード、引
き換え券、ピックアップチケット

スキー客に合わせたオススメコー
スをスマホに送信
リフト
ゴンドラやリフトの現在の運行状
況と営業時間

チケットチャージ
WTP識別番号つきのチケットはい
つでもチャージ可能

位置情報
現在地およびスキー場周辺での
キャンペーンを地図上で表示

イベント&
ソーシャルメディア

データ管理

モバイルチケット

ゲレンデ

スキー場およびコースの情報
を提供

アプリ内
チケットショップ

ハードウェアシステム

アプリ内
チケットショップ

天気予報と雪の状況

全ての注文・取引履歴を表示

イベント &
ソーシャルメディア

ソフトウェアソwリューション

注文・支払い情報

ゲレンデ以外でも
スキー場内のレストラン、バー、イ
ベント、キャンペーンなどの情報

各種フィルターでよりターゲット
を絞ったキャンペーン検索が可能
その他

チケット

フィルター機能

地域ニュース、トラッキング、ス
テータスモジュール、速度計、高
度計、インスタグラム、ツイッタ
ー、フェイスブックなどを埋め込み

サービス

Axess CONNECT.APPは、スキー場が発信するあら
ゆる情報やキャンペーンをスキー客のスマホにダイ
レクトにお届けし、スキー客とスキー場の距離を縮
めます。
また、Axess CONNECT.CRMツールでオンラインチ
ケット購入、ご要望に応じた機能の追加、ソーシャ
ルメディアの活用などが可能になります。Axess
CONNECT.APPはスキー場のイメージに合わせてデ
ザインできます。
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コンテンツ

40

コンテンツ
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Axess RESORT
Axess RESORT
概要
全てを一括管理
外部決済業者を統合
さまざまな負担を軽減
オンラインチケット予約
レンタルスキー予約
スキー教室予約
ロッカー予約
チケットがロッカーキーに

ハードウェアシステム

サービスを向上

RESORT.RENTAL

RESORT.SKISCHOOL

ロッカー1つ、またはまとめてオ
ンライン予約できます。ホテルで
も手配可能です。また、チケット
をロッカーキーとしてお使いいた
だけます。

オンラインでのチケット予約時に
レンタルも同時にお申し込みでき
ます。スキー場到着後、チケット
とともにレンタル用具を受け取り
ます。

ゲレンデで滑る前に少し練習が必
要な場合に、インストラクターを
手配します。簡単便利に、そして
安心してスキーデビューを飾って
いただけます。

サービス

RESORT.LOCKER

チケット

ソフトウェアソwリューション

Axess がお届けする新しいサービス、Axess
RESORTで、スキー場での一日の始まりをスムーズ
に。ご希望のお客様にはレンタルやロッカーの手配
を事前にしていただくことができ、ホテルや車、
バスからゲレンデに直行していただけます。Axess
RESORT.RENTALなら、オンラインチケット予約の
際にレンタルも同時にお申し込みいただけます。ま
た、まだスキーに自信がない方にはAxess RESORT.
SKISCHOOLが便利。認定インストラクターによる
レッスンが申し込めます。さらに、Axess RESORT.
LOCKERでロッカーを事前に予約すれば、到着後
すぐに安全に荷物を預けられるほか、チケットを
ロッカーキーとしてお使いいただけます。Axess
RESORTはお客様へのサービスの質を高めるととも
に、スキー場の負担を軽減します。また、他社のソ
フトウェア環境にも簡単に統合できます。

データ管理

運営効率を高め、サービスを向上
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ソフトウェアソwリューション
チケット

Axessの各種カードはスキー客のスムーズな入退場
を実現します。材質やメモリ容量など各種取り揃え
ており、自由に組み合わせてご希望のリフト券をお
作りいただけます。高品質な材質を使ったバーコー
ドおよびRFIDカードは丈夫で、マイナス30度から
50度の気温で問題なく繰り返し使用できます。カー
ドは出荷前に厳格な品質チェックと電子試験をクリ
アしています。内蔵チップはセグメント化されてお
り、他社のシステムでもお使いいただけます。カー
ド表面には、お客様のイメージに合うデザインを4
色刷りで印刷することができます。カスタマイズデ
ザインの印刷は、50枚から承ります。

サービス

リフト券もAxessで。みなさまに
とって最適なチケットとスマート
カードをお届けします。

ハードウェアシステム

データ管理

コンテンツ

Axess
スマートチケット
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Barcode Card Redlight

Smart Card One Way

高品質な厚紙バーコードチケット

使い捨て用1回券に最適

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
バーコード印刷
赤外線スキャナー読み取り用

コンテンツ

ダイレクトサーマル印刷で表面
に1回印刷可能
タッチいらずの非接触型カード
近傍型RFIDチップ内蔵

4色刷りオフセット印刷

吊り下げ用パンチ穴
(オプション）

データ管理

電子情報の書き込み可能

高品質厚紙カード（厚0.5mm）
プラスチック（オプション）

高品質な厚紙仕様
(厚さ0.3ｍｍ）

近接型RFID（オプション）

表

チケット

ソフトウェアソwリューション

表

製品
概要

ハードウェアシステム

製品
概要

Smart Card One Wayは使い捨て用1回券のご利用
に最適な電子チケットです。データはすべて、カー
ドに内蔵されているチップに直接保存されます。コ
ーティング仕様の厚紙カードですが、ご希望により
プラスチック製もご用意します。ダイレクトサーマ
ル印刷で、カードの表面にチケットタイプや有効期
限などを印字することができます。
Smart Card One Wayはタッチしなくてもゲートを
通過できる優れもの。1日券または1週間券としての
ご利用が 便利です。

裏

裏
サービス

使い勝手がよいバーコードチケットは、1回券とし
てのご利用が便利です。高品質な厚紙製のチケット
で、Axess SMART PRINTER 600でバーコード情報
の印刷が可能です。プリンターさえあればインクな
どの消耗品は必要ないコストパフォーマンス抜群の
チケットです。
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Smart Card Lite

Smart Card TRW Stripe/Full

繰り返し利用可能なシーズン券に

オールラウンドに利用可能な万能カード

非接触型カードで、タッチしなくてもゲートを通過
できます。カード内の電子情報も、表面の印字も繰
り返し書き換えできます。QRコードなどの様々な情
報の印刷も可能です。電池は不要で、マルチに使え
ます。Axess Smart Card Liteは、シーズン券や会
員カードとしてのご利用に最適です。また、オンラ
イン予約にも対応しています。

Smart Card TRW Stripeおよび Fullは、内蔵チップ
によりタッチすることなくデータ転送が可能な高品
質カードです。カードには個人情報のほか、最大5
種類の権限が保存できます。
表面へのサーマル印刷、チップ内の電子データの書
き換えとも繰り返し行うことができ、数年にわたっ
て使用することも可能です。割れにくく、気温もマ
イナス30度からプラス50度の範囲で問題なくお使
いいただけます。印字範囲はSmart Card TRW
Stripeはストライプ部分、Smart Card TRW Fullは
より広い領域に可能です。

電子的にコーディング可能
ダイレクトサーマル印刷で
表面に1回印刷可能
非接触型カード
RFIDチップ内蔵（近傍型）
高品質厚紙またはプラスチックカ
ード（厚さ0.7mm）

電子情報を繰り返し書き込み可能

Fullはより広い印刷可能領域
非接触型カード
近傍型RFIDチップ内蔵

破損しにくく、マイナス30度から
プラス50度で使用可能

近接型RFID（オプション）

コンテンツ

Stripeは繰り返しサーマル刷可能
なストライプ

最大5種類のチケット情報と個
人情報を保存

4色刷りオフセット印刷

データ管理

製品
概要

4色刷りオフセット印刷

ハードウェアシステム

製品
概要
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近接型RFID（オプション）
ソフトウェアソwリューション

表

+

チケット

Smart Card TRW Stripe
オモテ面に繰り返しサーマル印刷
可能なストライプ

+
Smart Card TRW Full
より広い範囲に印刷可能
サービス

裏
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ソフトウェアソwリューション
チケット

Axessは、お客様や提携企業様とのダイナミックな
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。お客様のご要望におこたえする製
品を開発したい、これがAxessの原動力です。お客
様とその先にいるお客様に対して、技術的、ビジネ
ス的にベストなソリューションをご提供するため、
日々精進しています。常に新たな製品を生み出すた
めに日夜技術開発に励み、イノベーションを起こす
Axess。お客様と提携企業様に付加価値や新しいビ
ジネスチャンスを提供し、長期的な目標を達成する
お手伝いをいたします。

サービス

お困りのときには、プロジェクト
マネジメントチームだけでなく、
電話サポート、修理・交換サービ
スなど一丸となってお客様をサ
ポートいたします。

ハードウェアシステム

データ管理

コンテンツ

Axess
スマートサービス

Axess AG / サービス

Axessの各種サービス

コンテンツ
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安全性、カスタマイズ、アフターサービス

Axessのプロジェクトマネージャが現
地に伺い、お客様とともにプロジェク
トについて協議します。

導入機器を実際に使用するために、
各現場で機能テストと最終確認を行
います。

プロジェクトマネジメント
通信とネットワークプランニングをア
シストします。必要に応じて現地視察
の検収や書類作成、お客様のご要望に
応じた開発を行います。

トレーニング
実際の販売所で販売員の方にPOSに触
っていただきながら製品の使い方に
ついての専門的なトレーニングを行
います。管理・統合トレーニングで
は、AxessのプログラムとSOAPの統
合についてもご説明します。

導入
通常、現地での機器配置を含め、導
入はお客様ご自身で行っていただき
ます。

データセンターサービス
DATACENTER.SERVICESは、コンピ
ュータの必要設定とデータのバックア
ップの引継ぎを行うサービスです。
AxessのDATACENTERは高い処理能
力、安心のセキュリティ保護、安定し
たインターネット接続、非常用電源に
よる障害保護、外部データバックアッ
プなどをご提供します。

サポート
ファイアウォールメンテナンス
ウイルススキャナメンテナンス
OSパッチの適用
部品交換
各種ソフトウェアライセンスメン
テナンス

ハードウェアシステム

使用開始に向けた最終確認

ソフトウェアソwリューション

現地視察

チケット

We customize solutions.
Axessがご提供する製品およびサービスは全てご要
望に応じてカスタマイズ可能です。また、サポート
体制も万全です。

データ管理

ており、お問い合わせに迅速にご対応するほか、必
要に応じてアドバイスもさせていただきます。

サービス

Axessはご要望に応じたシステムを一括でご提供し
ます。 お客様のパートナーとして、幅広いサービス
とサポートをお約束します。
システムを問題なく操作していただくために、担当
者が現地の状況把握に伺うほか、プロジェクト管
理、現地でのスタッフトレーニングなどを行いま
す。基本パッケージには基本保守契約が組み込まれ

54

55

We customize
solutions.
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