
スピーカ

ICカード
読取部

＜SIU 白＞

解錠ランプ
電源ランプ

＜SIU 黒＞ICカード読取状態
表示ランプ

警備ボタン
警備ランプ

システム構成例 オプション

サテライト・インテリジェント・ユニット SIU

UPS付 小型電源（1扉用）

ICカードラベル

● 小型かつ軽量、壁掛けでも設置可能。
● 稼働中（AC電源供給中）のままで
　 バッテリ交換可能。
● カードリーダ、電気錠駆動用電源。

※写真のデザインはサンプルです。

　　　　　仕様・性能
AC100V（2極プラグ）
DC24V／1.5A
5分以上（電池新品時）
停電等による電源断を検知し、
カードリーダを安全にシャットダウン
（W）130×（H）49×（D）200［mm］　
1.3kg
58W
電気用品安全法適合
VCCI クラスA適合

　　 項目
入力電圧
出力電圧／電流
バックアップ
停電検出

外形寸法
重量
消費電力
規格

● ＭＩＦＡＲＥ対応です。
● 従来のICカードに比べ、コストが抑えられるため、
　より安価な運用が可能です。
　複合機、プリンターで印刷できます。

SecureFrontia 標準MIFAREカード
● 発注単位×10枚

カードリーダ

お客様PC

LAN

最大4扉まで
接続可能

電気錠

このカードを拾得された方は、お手数ですが、
下記の電話番号にご連絡ください。

03（0000）0000

00000000

◯◯◯◯◯◯◯株式会社

神田　千代
CHIYO KANDA

簡単操作・低コストで始められる
入退管理ソリューション

＜埋め込み＞ ＜壁掛け＞

＊埋め込み設置の場合、壁面からの厚さ（D）は13.3mm

仕様項目

カードリーダ

表示部

操作部
音声出力

端子台

ネットワーク

電源

消費電力

環境条件

外観

規格

対応カード
搬送波

LED

ボタン
スピーカー

電気錠制御

汎用入出力

入力電圧
バックアップ電池
最大（電気錠除く）
動作温度
動作湿度
外形寸法（最大部）
質量
EMI規格
電波法

● 1,000人分のマスタ登録、10万件のログ管理、電気錠制御機能を
　 標準搭載したオールインワン設計。
● ICカードはMIFARE UID、弊社標準MIFAREカード、FeliCa IDmに対応。

Type A、FeliCa
13.56MHz
電源（緑）/解錠（緑）/警備（橙）
カードリーダイルミネーションＬＥＤ 赤：2ヶ/青：1ヶ
警備
出力:０．５Ｗ
入力：３ch（扉開閉検出/扉施錠検出/扉開錠検出）
出力：１ch（解錠出力/施錠出力）
入力：４ch
出力：４ch
10Base-T / 100Base-TX
DC２４Ｖ±１０％
リチウム一次電池
5W
－１０～５０℃
２０～８０％ＲＨ（但し結露なきこと）
120.0（W）×120.0（H）×４８．３（D）＊ mm
２６８ｇ
ＶＣＣＩ クラスＡ適合
総務省指定第AC-08092号

安全上のご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●MIFARE®は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。 FeliＣa®は、ソニー株式会社の登録商標です。 その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿
易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。 ●本カタログに掲載されている商品の色は、
印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。また、画面はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。 ●このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。

Cat.No.IPR019    1811200001ND

最新情報は以下ホームページでご確認ください。

https://www.necplatforms.co.jp/
営業事業本部　営業推進本部　スマートアクセスソリューション営業推進部
TEL：03-5282-5882

お問い合わせ、ご用命は下記へどうぞ

■E-mailでのお問い合わせ　secure@necpf.jp.nec.com

NECプラットフォームズ拠点
東日本支社 022-262-5373
　北海道支店 011-221-2711
　北東北支店 019-654-0504
　郡山営業所 024-934-3040
東京支社 03-5282-5850
　北関東支店 048-650-1811
　新 潟 支 店  025-245-0311
　千 葉 支 店  043-204-8001
　西東京支店 042-527-2221

　神奈川支店 045-662-6241
　水戸営業所 029-212-8080
　宇都宮営業所 028-622-7421
　長野営業所 026-227-2822
中部支社 052-264-4851
　静 岡 支 店  054-251-3886
関西支社 06-6120-0700
　北 陸 支 店  076-221-5044
　京 都 支 店  075-361-0248

　神 戸 支 店  078-251-2225
西日本支社 092-431-7555
　中 国 支 店  082-541-2211
　四 国 支 店  087-897-2200
　岡山営業所 086-244-2002
　熊本営業所 096-381-3030
　鹿児島営業所 099-216-9511

NECプラットフォームズ株式会社 〒101-8532　東京都千代田区神田司町2丁目3番地 2018年11月現在

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

小型電源

壁掛けキット

機器仕様

小型電源 ダ

様PC

最大4扉
接続可

カードリーダ

お客様

源

入場用 退場用

● ＜壁掛け＞の外形寸法は （W）129.8 × （H）146.8 × （D）63.3mm



こんな場所でご利用いただけます 連携ソリューション例

UNIVERGE Aspire WX連動による遠隔解錠
操作が可能。お手元の電話機操作でより便利に、
安心して電気錠を解錠させることができます。

入退管理とカメラ録画による２重化
対策でセキュリティレベルを高める
ことができます。

入退管理＋ネットワークカメラで
更なるセキュリティ強化 マスタデータの取込/出力が可能です。CSV

ファイルでの入出力連携ができます。

受付業務もより便利・安心に 他システムとの連携

一扉から導入できる「SecureFrontia Lite」は
セキュリティ対策の低コスト化と簡素化を実現。
小規模オフィスに最適な入退管理システムです。

専用ソフト・専用PC不要。ブラウザで簡単セットアップ

一回解錠指示

カチャッ

インターホン

カードリーダ電気錠

ブラウザで設定・閲覧

●専用ソフトのインストールが不要。

●専用PCが不要。

●ブラウザでログ参照やカード登録が可能。

オフィスの入退や機密情報を扱う

部屋の扉に設置して、

部外者の立ち入りを制限。

安　心

ブラウザで容易にセットアップが可能。

シンプルなシステム構成で

取り付け工事も簡単。

簡　単

コントローラと電気錠制御機能は

本体に内蔵。設置が簡単で

工事費用の低コスト化を実現。

低価格

安心機能搭載

アンチパスバック機能で入場履歴がない場合には音声で警告し
供連れを抑止。

今開けますねこんにちは

マスタデータ

オフィスの
機密エリア

入場時にカードをかざしていなかったら・・・ 退場時に音声で警告。不正入場を抑止します。

ピッ ピッ

アンチパス
バックエラー
です！

入　場 退　場
そのまま
入っちゃえ！ ！

ザで簡単セットアップ

ICカード認証

フロントパネルは白と黒の2色

●FeliCaカード、
　スマホ、携帯電話や
　SecureFrontia 標準
　MIFAREカードが利用可能。

●MIFAREカードのUIDを
　読取り可能。

●カード登録も簡単。

可能。

を

カードリーダで登録FeliCa搭載端末

オフィスの
入口 倉庫

ピッ

入　場
え！ ピッ

アンチパス
バックエラー
です！

退　場

！
◯◯◯◯◯◯◯株式会社

神田　千代
CHIYO KANDA

◯◯◯◯◯◯◯株式会社

神田　司
TSUKASA KANDA

原寸大

●ブラウザでログ参照やカード登

カチャッ

インターホン

ダカードリーダ電気錠

こんにちは

レベルを高める

白と黒の2色フロントパネルは白ネルは白

カードリーダで登録ド ダ 登録


