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入退館管理
自動貸出機
IC・磁気タグ

インフォメーション

vol52-4_インフォメーション.indd   59 2020/02/04   13:57:08



60

サブカテゴリー（000）
カウンター

■カウンター／UN型-エンドパネル（1枚）

12
1 1

3

▶ 2071-M
▶ 2071-M ▶ 2074-M

▶ 2076-T
連結金具付

バリアフリー対応可能

（利用者側から車椅子が入る）

3
▶ 2076-T

▶ 2071-M

●スリムなデザインの

　傾斜型エッジ

　（ホワイトオーク無垢材）
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▶２０75
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▶２０71
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▶２０74 ▶２０74

▶２０71

▶２０76

▶２０72 ▶２０72 ▶２０76 ▶２０76▶２０73 ▶２０73

2

1

3

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2073-M メラミン ￥147,800 W1500×
D700× 
H7002073-T ナチュラルウッド ￥168,900

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2075-M メラミン ￥160,000 W700×
D700× 
H7002075-T ナチュラルウッド ￥180,000

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2072-M メラミン ￥138,000 W1200×
D700× 
H7002072-T ナチュラルウッド ￥159,100

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2074-M メラミン ￥157,000 W700×
D700× 
H7002074-T ナチュラルウッド ￥178,000

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2071-M メラミン ￥121,500 W900×
D700× 
H7002071-T ナチュラルウッド ￥142,700

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2076-T ナチュラルウッド ￥33,000
W30×
D706× 
H703

■カウンター／UN型-直線部A ■カウンター／UN型-直線部B ■カウンター／UN型-直線部C

右用左用

■カウンター／UN型-コーナー部90°D ■カウンター／UN型-コーナー部60°E

色々な組合せが可能です。
（連結部両端には
エンドパネルが
必要です。）

組み合わせ例

メラミン ナチュラルウッド 集成材

天板

オーク柄 ホワイトオーク（柾目）単板貼 オーク集成材　※別途御見積

天板塗装 ー エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

本体仕様 ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

本体塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

＜別途お見積りいたします。＞

王道の図書館カウンター。強度が高く、下が凹んでいるため利用者が近づきやすい設計。職人自慢の一品です。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）
カウンター

バリアフリー対応可能

（利用者側から車椅子が入る）

■カウンター／KM型-正面部A

■カウンター／KM型-コーナー部C

1

3■カウンター／KM型-袖部B

連結金具付

▶ 2011 ▶ 2012 ▶ 2012 ▶ 2013▶ 2011

▶２０12▶２０12▶２０12

▶２０11▶２０11

▶２０13▶２０13▶２０13

▶２０11

▶２０13 ▶２０13
色々な組合せが可能です。

組み合わせ例

2

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2010-M メラミン ￥353,100
W2290×D1370×H760

2010-T ナチュラルウッド ￥416,100

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2011-M メラミン ￥162,800
W1670×D600×H760

2011-T ナチュラルウッド ￥183,900

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2012-M メラミン ￥91,300
W750×D600×H760

2012-T ナチュラルウッド ￥112,200

品　番 天板 本体価格（税別） サイズ

2013-M メラミン ￥99,000
W600×D600×H760

2013-T ナチュラルウッド ￥120,000

■カウンター／KM型-A+B+Cセット

628.5 413 628.5

▶ 2010-M

23
1

▶ 2011-M
▶ 2013-M ▶ 2012-M

メラミン ナチュラルウッド 集成材

天板

オーク柄 ホワイトオーク（柾目）単板貼 オーク集成材　※別途御見積

天板塗装 ー エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

本体仕様 ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

ナチュラルウッド
ホワイトオーク(柾目)

本体塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装 エコウレタン塗装

＜別途お見積りいたします。＞

天板下に引き出しのある昔ながらの図書館カウンター。強度が高く、下が凹んでいるため利用者が近づきやすい設計。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）
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▶２０25 ▶２０25 ▶２０28

▶２０26▶２０26▶２０27▶２０27

▶２０28

▶２０28 ▶２０28

▶２０29 ▶２０29

▶２０29

▶２０29 ▶２０29

▶２０28

▶２０28

▶２０26

配線カバー

31

3 2

12

▶ 2025

▶ 2029
▶ 2028

▶ 2029

▶ 2025▶ 2028

配線口
配線カバー

（天板下）

色々な組合せが可能です。

組み合わせ例

カウンター

共通仕様

天板仕様

メラミン化粧板

オーク柄

本体仕様
木目調化粧シート

（ガイアシート） バリアフリー対応可能

（利用者側から車椅子が入る）

経済的な図書館カウンター。シンプルな形状で特注対応も可能な、人気の一品です。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）

■カウンター／K型-直線部A ■カウンター／K型-直線部B

■カウンター／K型-直線部C ■カウンター／K型-直線部D ■カウンター／K型-コーナー部

品　番 本体価格（税別） サイズ

2025 ￥121,800 W1800×D600×H700

◆ 配線カバー付、配線口付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2027 ￥109,100 W1200×D600×H700

品　番 本体価格（税別） サイズ

2028 ￥101,500 W900×D600×H700

品　番 本体価格（税別） サイズ

2029 ￥113,300 W600×D600×H700

◆ 配線カバー付、配線口付 ◆ 配線カバー付、配線口付

品　番 本体価格（税別） サイズ

2026 ￥118,200 W1500×D600×H700

◆ 配線カバー付、配線口付

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

20505-T ナチュラルウッド ￥420,000
W1800×D400×H2000

20506-O オーク柄 ￥272,000
20503-T ナチュラルウッド ￥295,000

W1200×D400×H2000
20504-O オーク柄 ￥232,200
20501-T ナチュラルウッド ￥239,000

W900×D400×H2000
20502-O オーク柄 ￥180,000

■カウンターバック棚

▶ 2046-P

▶ 20503-T

▶ 2048-P

▶ 2047-P
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■ブックトラックユニットP ■引出ユニットP ■棚ユニットP

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2046-T ナチュラルウッド ￥64,500 W600×
D450×
H6502046-P オーク柄 ￥45,600

◆ 双輪キャスターφ40mm

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2048-T ナチュラルウッド ￥115,600 W450×
D450×
H6502048-P オーク柄 ￥84,000

◆ 双輪キャスターφ40mm
◆ 下1段 A4ファイル収納

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2047-T ナチュラルウッド ￥80,000 W450×
D450×
H6502047-P オーク柄 ￥40,500

◆ 双輪キャスターφ40mm

カウンター

※図書館用カレンダーなどはサインの章にございます。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）カウンター椅子

■カウンター椅子H

■カウンター椅子L

◆ 座：布張り
◆ 背：メッシュ

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39050-B ダークブルー

￥29,800 Ｗ575×Ｄ540×Ｈ840~955
（SH420~535）

39050-K ブラック
39050-H グレー
39050-R レッド
39050-G グリーン

◆ 座：布張り
◆ 背：樹脂成形

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

39060-P ピンク

￥23,500 Ｗ575×Ｄ510×Ｈ790~870
（SH405~485）

39060-S スカイブルー
39060-B ブルー
39060-K ブラック

ベーシックなカウンター椅子。背がしっかりついているタイプです。固定位置のデスク業務に。

手摺をつけることも可能（オプション、別途料金）

やわらかな色合いのバリエーション

豊かな色のバリエーション

グリーンレッドダークブルー

ブルースカイブルーピンク

ブラック

ブラック

グレー

背が小さいカウンター椅子。動きの多い業務に最適なタイプです。

※図書館用カレンダーなどはサインの章にございます。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）OPAC 台／記載台

▶ 2412-T▶ 2411-T

▶ 2091-T

▶ 2095-T

■OPAC台／一般用 ■OPAC台／児童用

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2411-T ナチュラルウッド ￥189,000 W750×D600×H1350

◆ エコウレタン塗装
◆ カギ付

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2412-T ナチュラルウッド ￥177,800 W750×D600×H1150

◆ エコウレタン塗装
◆ カギ付
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600

■記載台／成人用

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2091-T ナチュラルウッド ￥250,800 W900×D450×H1033

◆ エコウレタン塗装

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2092-T ナチュラルウッド ￥246,400 W900×D450×H783

◆ エコウレタン塗装

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

2095-T ナチュラルウッド ￥225,500 W900×D450×H983

◆ エコウレタン塗装

■記載台／児童用

■記載台／S型

※図書館用カレンダーなどはサインの章にございます。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）返却ポスト

品　番 色 本体価格（税別） サイズ

6802-W ウッド

￥100,000 W500×D500×H1000

6802-H グレー
6802-P ピンク
6802-O オレンジ
6802-B ブルー
6802-G グリーン
6802-Y イエロー

◆ 投入口寸法：W440×H100
◆ 側板は丈夫で安全なポストフォーム、底部クッションは丈夫で衛生的な防カビ・
抗菌マット使用。

◆ 収納冊数：A5約110冊　◆ 屋内用　◆ カギ付　◆ 2輪はストッパー付
◆ サイン付き（文字変更可能）

ブルー グリーン イエロー

■図書用返却ポストS

ウッド グレー ピンク オレンジ

投入口

従来の人気カラーも継続しています。

シンプルな室内用返却ポスト。軽いので使いやすく、学校・公共問わず非常に多くの図書館で使用されています。

本カタログより新色が登場しました。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）返却ポスト

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6806 ステンレス製 ￥209,800
W500×D500×H1334

6806-1 スチール製 ￥159,800

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6801 ステンレス製 ￥567,000
W550×D650×H1410

6801-1 スチール製 ￥488,100

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6803 ステンレス製 ￥809,500
W800×D800×H1410

6803-1 スチール製 ￥619,100

品　番 本体価格（税別） サイズ

6804 ￥214,300 W650×D650×H950

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6814 ステンレス製 ￥678,600
W700×D650×H1410

6814-1 スチール製 ￥607,200

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6807 ステンレス製 ￥219,800
W500×D500×H1350

6807-1 スチール製 ￥173,800

◆ 投入口寸法：W400× H65（投入口カギ付）　
◆ タバコの吸い殻除去装置付
◆ 収納冊数：A5約200冊　
◆ 屋外用

※館名サイン取付別途承ります。

◆ 投入口寸法：W400× H65（投入口カギ付）
◆ タバコの吸い殻除去装置付

※館名サイン取付別途承ります。

※返却 BOX はスチール製になります。
◆ 収納冊数：A5約100冊
◆ 屋外用

◆ 投入口寸法：W400× H65（投入口カギ付）
◆ タバコの吸い殻除去装置付
◆ 収納冊数：A5約140冊
◆ 屋外用

※館名サイン取付別途承ります。

■返却ポストN置式 ■返却ポストNキャスター付

■図書用沈下式返却ポストA ■図書用沈下式返却ポストA（大）

■図書用沈下式返却ポストB（移動式返却BOX付） ■図書用返却BOX／沈下式（スチール製）

◆ 本体：スチール製
◆ キャスター：φ75mm、ストッパー付
◆ 収納冊数：A5約100冊

◆ 底部クッションは丈夫で衛生的な防カビ・抗菌マット使用。
◆ 投入口寸法：W340×D90（カギ付）
◆ 収納冊数：A5約170冊
◆ 屋内用　◆ 館名サイン取付別途承ります。

◆ 底部クッションは丈夫で衛生的な防カビ・抗菌マット使用。
◆ 投入口寸法：W340×D90（カギ付）
◆ 収納冊数：A5約150冊
◆ 屋内用　◆ 2輪はストッパー付　◆ 館名サイン取付別途承ります。

▶ 6806
▶ 6807

▶ 6801-1

盗難防止用のクサリ
を通すフック付トビラを開けても本が

落ちない2重扉

▶ 6814-1

▶ 6803-1

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）返却ポスト

◆ 投入口寸法：W400×H100（投入口カギ付）
◆ 本体：アクリル塗装　◆ 返却 BOX付　◆ キャスター：φ100mm
◆ 底部：クッション付　◆ 収納冊数：A5（小／約110冊、大／約150冊）　
◆ 屋内用　◆ カギ付　◆ スロープ付

品　番 材質 本体価格（税別） サイズ

6815-1 小 スチール製 ￥275,500 W670×D700×H1210

6815-2 小 ステンレス製 ￥384,000 W670×D700×H1210

6815-5 大 スチール製 ￥295,000 W780×D800×H1400

6815-6 大 ステンレス製 ￥408,400 W780×D800×H1400

■返却ポストカート収納式

■図書用返却BOX（大）

■図書用沈下式返却BOX（小／大）

■図書用返却BOX（小）

品　番 本体価格（税別） サイズ

6811 ￥46,900 W710×D610×H997

■返却用ウレタンマット

◆ 本体：ビニールレザー張り 
◆ 返却ポストの投入口の下に敷くと本が破損しにく
くなります。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6808 ￥34,000 W1000×D1000×H100

▶ 6815-1

品　番 本体価格（税別） サイズ

6810 ￥42,700 W610×D550×H847

◆ 本体：φ22.2mmスチールパイプ、クロームメッキ
◆ 袋　：ナイロン製ファスナー付（青）
◆ 底部：クッション付
◆ キャスター：φ100mm、バンパー付

◆ 本体：φ22.2mmスチールパイプ、クロームメッキ
◆ 袋　：ナイロン製ファスナー付（青）
◆ 底部：クッション付
◆ キャスター：φ100mm、バンパー付

品　番 本体価格（税別） サイズ

6817-G
小 ￥401,000 W580×D652×H8636817-R

6817-W
6818-G

大 ￥555,000 W800×D872×H8926818-R
6818-W

◆ 本体：ポリ合板
◆ 収納冊数：A5（小／約120冊、大／約250冊）
◆ 自重：小／33kg、大／49kg　◆ 色：グレー／赤／白
※図書用沈下式返却 BOXを収納出来る返却ポストも
　製作出来ます。

受注生産なので、名入れは自由

です。「○○図書館」など施設名

を記入することも可能。注文時

にご指定ください。

※長文やイラストも可能ですが、

別途料金がかかります。

ほぼ全ての製品について、寸法や色の変更（特注）が可能です。
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サブカテゴリー（000）退館管理・ブックプロテクション

▶ 6343-2 ▶ 6344-2

▶ 5050-2

蔵書に取り付けたタグやラベルの信号を出入口に設けたパネルの磁力線で検知するブックプロテクションシステム。カバンや衣服のなかの蔵書も、磁気が見

落とさずにキャッチします。

システム設置上の注意 

●システム用電源は、電源より入るノイズを軽減するためにできるかぎり専用電
源を設けてください。（容量：AC100∨／アース付max3A／システム）●パネル側
面より70cm以内に金属製の書架、看板等を置かないでください。検知用磁場
が乱されて、タグの 検出ができなくなる場合があります。（木・プラスチック製の
ものは影響を受けません。）●コンクリートの壁面からも同様の理由で40cm以
上離してください。●ノイズ発生源となるT∨、パソコン等のCRTを近くで使用し
ますと画面が揺れますので、できるかぎりパネルより離すようにしてください。

コントロールボックス（BP2020,3030共通）

サ イ ズ：H108×W182×D327mm

重　　量：4.8kg

電　　源：AC100V±10%

消費電力：120W

BP2020 BP3030

BP5050

■ブックプロテクションシステム／BP2020-2
品　番 本体価格（税別） サイズ

6343-2 ￥2,000,000 パネル本体寸法：W730（790）×D45（100）×H1800

◆ パネル2枚立

■ブックプロテクションシステム／BP3030-2
品　番 本体価格（税別） サイズ

6344-2 ￥2,500,000 パネル本体寸法：W732×D18（100）×H1410

◆ パネル2枚立

■ブックプロテクションシステム／BP5050-2
品　番 本体価格（税別）

5050-2 ￥3,000,000
◆ パネル2枚立

■ブックプロテクションシステム／BP2020-3
品　番 本体価格（税別） サイズ

6343-3 ￥2,600,000 パネル本体寸法：W730（790）×D45（100）×H1800

◆ パネル3枚立

■ブックプロテクションシステム／BP3030-3
品　番 本体価格（税別） サイズ

6344-3 ￥3,300,000 パネル本体寸法：W732×D18（100）×H1410

◆ パネル3枚立

■ブックプロテクションシステム／BP5050-3
品　番 本体価格（税別）

5050-3 ￥3,900,000
◆ パネル3枚立

（H1800mmの
 検知エリア）

BP-2020-2（2連タイプ） BP-2020-3（3連タイプ）

95cm95cm 190cm190cm

磁気式
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サブカテゴリー（000）退館管理・ブックプロテクション

▶ 6359-2

▶ 6359-3

資料の不正持出しの信号をゲートがキャッチ。

確実にロックします。

Pタイプの新デザイン版。

価格についてはお問い合わせください。

■OUTゲートPタイプ ■OUTゲート　クリアタイプ

品　番 本体価格（税別） サイズ

6359-3 ￥800,000 W900×H1150

◆ロック機能有り
◆電動開閉。設置には開閉用センサー（本体価格
￥200,000）が必要となります。

■INゲートPタイプ

品　番 本体価格（税別） サイズ

6359-2 ￥450,000 W900×H1150

ゲートでの人の動きをチェック。ゲート通過時のみに感知

機能を働かせ、パネル外周での誤動作を防ぎます。

品　番 本体価格（税別）

6359-6 ￥200,000

■ワークセンサー

磁気式

◆ロック機能無し
◆電動開閉。設置には開閉用センサー（本体価格
￥200,000）が必要となります。
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サブカテゴリー（000）退館管理・ブックプロテクション

■ブックベリファイヤー
 （磁気式信号消去・再生器）

書籍の方向を限定せずタグの信号を確実に消去します。電源不要。

品　番 本体価格（税別） サイズ

6356 ￥700,000 W400×D330×H240

◆15kg　◆定格電源：AC100V±10%、50／60HZ
◆消費電力：Max50W

品　番 本体価格（税別） サイズ

6358 ￥160,000 W380×D320×H45

◆6. 5kg

スライドするだけの簡単操作。複数の図書も同時

処理が可能。誤動作を防ぐ安心のシステム。

■オムニプレートイレーサー
 （磁気式信号消去専用器）

▶ 6371

▶ 6372

ハードカバーの書物に

背表紙と本体の間に隙間がある書物はその中に接

着されますので、外からは見えません。装着用の

ブックスティックで簡単に取り付けできます。

雑誌や文庫本に

ペーパーバックや背固めされた書物では広告頁、奥

付の後など目立たない頁と頁の間に接着します。両

面粘着ですので、タグは見えなくなります。

●タグ装着用ブックスティックタグの書籍取付けガ

イド、背表紙の隙間に装着する場合利用します。

■書籍用タグ／
　片面粘着タイプ／LL-2-U

■書籍用タグ／
　装着用ブックスティック

■書籍用タグ／
　両面粘着タイプ／LL-1-U

品　番 本体価格（税別） サイズ

6371 ￥35,000 長さ：127mm（360mm）

◆1000枚入

品　番 本体価格（税別） サイズ

6372 ￥35,000 長さ：127mm（180mm）

◆1000枚入

品　番 本体価格（税別） サイズ

6360 ￥1,200 長さ：350mm

磁気式のあらゆる機種で使用できる汎用型タイプ。
背と本体の間に空間がある書物には片面粘着を、ぺ一パーバックや糊で背固めをした

ものには両面粘着を使用します。

※パネルの種類、感度や環境によっては作動しない場合もあります。テスト用サンプ

ルでためしてからご使用ください。（サンプル配付いたします。）

磁気式
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サブカテゴリー（000）

1050

150

1000

600～900

■自動ダブルフラッパー1ゲート／EPU
品　番 本体価格（税別） サイズ

6337-2 ￥6,400,000 W150×H1050×D1000

◆ IDカードは磁気カード（M）

■コンパクトゲート／EP-HMC
品　番 本体価格（税別） サイズ

6335-1 ￥6,000,000 W1140（通路幅900）×H330×D970

■ヒューマンムーブゲート／EP-HMD
品　番 本体価格（税別） サイズ

6335-2 ￥7,000,000 W1140（通路幅900）×H1150×D910

▶ 6337-2

900

■自動ダブルフラッパー1ゲート／EPT
品　番 本体価格（税別） サイズ

6338-2 ￥4,400,000 左タイプ・右タイプ：W150×H900×D445　センタータイプ：W210×H900×D445　入館タイプ：W150×H900×D600

◆ IDカードは磁気カード（M）

入退館ゲート

●分館等の各館同士をVPN回線やLAN回線で繋ぎ、複数

拠点での管理が可能です。

●各既設ＰＣよりＷｅｂブラウザで入館状況のモニタリ

ングが可能です。

●各図書館業務用ホストシステムと連携して利用者デー

タ（マスターデータ）の自動更新が可能です。

●フラッパー開閉時の動作音を極限まで押さえた低音

設計です。

●非接触ICカード、磁気カード、バーコードに標準対応

です。オプションで併用も可能です。

●省スペース・コンパクト。
●分館等の各館同士をVPN回線やLAN回線で繋ぎ複

数拠点での管理が可能です。

●各既設ＰＣよりＷｅｂブラウザで入館状況のモニ

タリングが可能です。

●各図書館業務用ホストシステムと連携して利用者デー

タ（マスターデータ）の自動更新が可能です。

●強制通行などでフラッパーが半開き状態となっても

自動で初期位置（閉位置）に復帰します。

回転して開く独自の方式を採用した入館管理ゲート。筐体をコンパクトにしたことにより、従来では設置が難しかった箇所にも導入できるデザインとなりました。
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サブカテゴリー（000）

＜非接触カードリーダFN＞

（対応カード：FeliCa）

＜マルチカードリーダN＞

（対応カード：Mifare ISO14443TypeB、Felica、ICODE）

●カードを携帯してカードリーダに接近すると自動解錠します。

●入退室を厳重にしながら、荷物で手がふさがっている時の鍵を取り出すわず

らわしさを解消します。

＜テンキーパッド＞

（固定式テンキーパッド）

＜スクランブルテンキーパッド＞

（数字配列がランダムに変化するスクランブル式テンキーパッドです）

●非接触カードリーダを内蔵することが可能です。

●カラーバリエーションは黒、白です。

●液晶表示器を搭載し、各操作ガイダンスや、画面タッチ操作による入力操作

を行うことが可能です。

＜非接触カードリーダFD＞　

（対応カード：FeliCa）

ID端末に入力された情報と内部の登録情報を照合することで電気錠ドアや、自

動ドア、各種専用ゲートを開放します。

また、１台で２ゲートの制御ができ、電気錠増設ユニットを追加することで、最

大８ゲートまで対応します。

※電気錠のみ最大48ゲートを行うID端末無管理タイプもあります。

＜セキュアパネル＞

非接触カードリーダ

テンキーパッド 入退室制御装置

●ID端末(各ゲートの入室・退室それぞれに設置可能)

●サーバー(専用パソコン)
 ／セキュアモニタPROⅡ/STDⅡ

●入退室管理／セキュアパネル　
  (最大1000台接続可能)

●ゲート(最大８ゲートを制御可能)●クライアント（最大60台接続可能）
 ／セキュアモニタクライアント（PROⅡ/STDⅡ共通）

Ethernet（10/100BASE-TX）

例：オンラインシステム系統図

入退管理システム

入退室管理システムはICカードや暗証番号、生体認証といった本人

確認の照合により個人を識別し、人・所属・役職などの様々な属性か

ら、扉の利用制限を行います。

「誰が」「いつ」「どれを」利用したかを記録することで、部外者の侵

入だけでなく、内部関係者による不正の抑止が可能となります。

最大1000台の入退室制御装置/電気錠制御装置/鍵・収納管理装置をつないで

ネットワークで構築することで最大48,000ゲートをパソコンで一括管理できま

す。パソコンソフトの｢セキュアモニタPROⅡ/STDⅡ｣により、各種設定・操作・個

人情報・イベント履歴情報検索などが行えます。さらにゲートや認証端末の状

態、イベント情報をリアルタイムに表示・管理ができます。

1台の入退室制御装置で最大8ゲートの出入り口の管理ができます。パソコン

ソフトの｢セキュアモニタLTⅡ｣により既存のLANやUSBを利用することで、設定

データをパソコンから入退室制御装置に転送したり、制御装置の履歴情報を

パソコンに取り込むこともできます。

●オンラインシステム ●スタンドアロンシステム
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サブカテゴリー（000）入館者カウンター

■入館者カウンター／MA55-1-5

品　番 本体価格（税別） サイズ

6263-1 ￥89,000 W149×D188×H92

◆1入口、表示数5桁　◆センサーミラー付

●1入力信号で1カウント、又は、2入力信号で1カウント方式に対応。

●4入口まで同時計測可能（トータル数）

●電源OFF時でも、背面のリセットボタンを押さない限り、

　それまでのデータは保持されます。

前面

背面（センサーとの接続）

イメージは1入口の場合。

入口を増やす場合は、下記のセンサーミラーを追加で購入してください。

■センサーミラー ■センサーミラー（10mタイプ）

品　番 本体価格（税別） サイズ

6259 ￥20,000 センサー：W62×D23.5×H106
ミラー　：W69×D12.2×H84

品　番 本体価格（税別）

6259-1 ￥23,000
● 入口数を増す時に必要。
● 本商品1個につき1入口増設。最大計4入口まで。

● 入口数を増す時に必要。
● 本商品1個につき1入口増設。最大計4入口まで。

入口間隔10m以下入口間隔5m以下

※センサーと本体を継ぐコードは10mとなっておりますが、別途10m→ \1,200（税別）で延長することができます。

※5m幅以内の入口が3箇所ある場合、6263-1を1つと6259を2つ購入いただけると3箇所ともカウントできます。

■入館者カウンター／MA55-1-10

品　番 本体価格（税別） サイズ

6263-5 ￥92,000 W149×D188×H92

◆1入口、表示数5桁　◆センサーミラー付

ミラー センサー

コード

入館者カウンター

入口

ミラー
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サブカテゴリー（000）図書自動貸出・返却システム

●複数IDカードの併用可能（IC、磁気、バーコード）
●多言語対応（英語、中国語【繁体字、簡体字】、韓国語）
●複数貸出種別対応（卒論貸出、通常貸出）
●貸出限度数表示（対応ホストメーカーは確認ください。）
●貸出状況確認（対応ホストメーカーは確認ください。）
●タッチパネル操作による設定変更　●USB端子標準装備

【主な機能】

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15E 6332-7
IC ￥4,800,000

W500×D535×H643

PALS-FT15E 63320-7 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15B 6332-8
バーコード ￥4,800,000

W500×D535×H643

PALS-FT15B 63320-8 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15BE 6332-4 バーコード、IC
併用 ￥5,500,000

W500×D535×H643

PALS-FT15BE 63320-4 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15BM 6332-5 バーコード、磁
気併用 ￥5,500,000

W500×D535×H643

PALS-FT15BM 63320-5 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15EM 6332-6 IC、
磁気併用 ￥5,500,000

W500×D535×H643

PALS-FT15EM 63320-6 W500×D523×H376

型　番 品　番 仕　様 本体価格（税別） サイズ

PALS-RC15M 6332-9
磁気 ￥4,800,000

W500×D535×H643

PALS-FT15M 63320-9 W500×D523×H376

利用者自身で貸出・返却手続きが可能。サービス業務の向上が図れます。

【仕様】
重　　量 40kg

定格電源 AC100V±10%
アース付、50／60Hz

消費電力 100W

●フラットトップで貸出機のイメージを一新
　下方読取方式で厚い本にも無理なく対応
●多言語対応（英語、中国語【繁体字、簡体字】、韓国語）
●複数IDカードの併用可能（IC、磁気、バーコード）
●タッチパネル方式で簡単操作
●複数貸出種別対応（対応ホストメーカーは確認ください。）
●貸出状況確認（対応ホストメーカーは確認ください。）

【主な機能】

【仕様】
重　　量 30kg

定格電源 AC100V±10%
アース付、50／60Hz

消費電力 100W

■PALS-RC ■PALS-FT

操作画面

RC専用の新しいGUIによるメニュー画面。貸
出、返却、延長、を選択します。
貸出状況対応ホストの場合は、貸出状況も
選択できます。

メンテナンス

用紙補充などのメンテナンスが容易になりま
した。

カスタマイズ

IDカードはICカード（タッチ方式）、磁気カー
ド（自動吸込み／吐出し方式）を前面ユニッ
トにて併用可能。

書籍の左置き仕様、右置き仕様への変更が
容易になりました。
書籍バーコードの貼付箇所に柔軟に対応い
たします。

■図書自動貸出返却システム
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サブカテゴリー（000）

50×50mm54×86mm

■ICタグ HF帯（13.56MHz）

■UHF帯 書籍用ICタグ ■UHF帯 CD・DVD用ICタグ

書籍用ICタグ

直径
116mm

CD／DVD用ICタグ
貼り付け位置

白タグ 白タグ 透明タグ
 

本の表紙の内側

 

背表紙から1cm以内

 

ICタグ

本の中心あたり

本の下部から
2cm以上離す

HF帯（ICタグの一種）のメリット
・日図協フォーマットやISOで図書館向けのタグ書き込みデータフォーマット推奨がある

・I-codeSlixチップの入ったICタグは世界中どこからでも入手可能である

・周波数13.56ＭＨz

・ISO15693基準により品質・通信プロトコルなどが世界規模で規定されている

・水分（人体密着）に強い

・電波が金属や水分で反射されにくい

・飛ぶ距離が短いため2重読みや機器同士の干渉が少ない

・機器が安い

・図書館システムとの連携実績が多い。導入がスムーズである。（既に実績がある機器はシステム側の開発費を抑えられる）

ＩＣタグ

UHF帯（ICタグの一種）のメリット

・通信距離が長い　・タグの傾き（指向性）に強い　・周波数920MHz

・電波使用料が１台あたり￥500－／年かかる（構内無線局扱いとなる為）。

・ハンディタイプの蔵書点検機器により効率よく蔵書点検が可能。処理速度が速い。

・セキュリティゲートの設置場所に自由度がある。十分な通路巾を確保（例・・・ゲート巾　2m以上可能）

・ 何百冊、何千冊分のバーコード読取りが片手で楽にこなせる操作性
・高所作業でも安心な耐久性

より詳細な情報はお問い合わせ下さいませ。

■蔵書点検機

ISO18000-6C準拠、データ保存年数50年

KIDIT-TAG
95×3×0.5mm

KIDIT-C-TAG
直径70mm

IC タグ
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