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ギャラガー

入退室管理システム
８ドア制御の場合のシステム構成です。
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抑止ではない。強い阻止を実行する。
入退室管理システムは強固なセキュリティを構築し、不正・犯罪
行為を「させない」「できない」環境づくりに貢献します。

カードリーダー T10

＊虹彩認証リーダー iCAM7000S は「IRIS ID」社の製品です。

Card Reader

C300400

MIFARE 対応のカードリーダー

MIFARE 対応のカードリーダー

目の虹彩で個人 ID を認証

■ 幅 35mm のコンパクトサイズ
■ 防塵･防水保護等級 IP68・耐衝撃
保護等級 IK07
■ 動作温度：−35℃〜＋70℃

■ 幅 70mm タイプ
■ 防塵･防水保護等級 IP68・耐衝撃
保護等級 IK07
■ 動作温度：−35℃〜＋70℃

カードリーダーなどの接続デバイスのアイコンをプロッ

盗難や破壊行為への対策に有効な手段です。部外者への
入室させないという「シンプルな排除」に加え、例えば、

トした施設のマップを表示し、イベントが発生した際に
該当するアイコンを点滅させます。その発生場所と、ア

入室可能時間帯の設定や共連れ防止機能などを利用した

クセスイベントの場合は顔写真なども含む入退室者の情

入室許可者への「緻密な制御」をおこない、抑止効果に
留まらない、強い阻止を実行します。

報を表示し、特にリアルタイム監視に便利な機能です。
もちろん「誰が／どこに」といった状況確認もできます。

入退室管理システムの基本機能を網羅

システムディビジョン機能

「アンチパスバック（共連れ防止）」「２名同時認証入

ひとつの施設を複数のサイトに分割し、それぞれのサイ

室」「スケジュール制御（曜日や時間帯で制限）」「ユ
ーザー権限制御（ユーザー毎の入室権限）」「履歴管理」

トごとで入退室の管理・運用をおこなえる機能です。も
ちろん管轄外のサイトからは、いかなる操作もされませ

などの、基本的な機能を網羅しています。

ん。例えばテナントビルの場合、施設全体にシステムを

自由自在に画面を構成

導入してオーナー様や管理会社様などが一括管理をしつ
つ、日常の管理・運用は各テナントごとで実施するとい
ったことが可能になります。

高いユーザビリティを実現。ユーザーが常時表示してお
きたいウィンドウで画面を構成できるため、都度見たい
ウィンドウを表示する操作が不要です。

８ドアコントローラ

□ 外形寸法：H211×W178×D64mm

Controller

NC200109-1

価格 OPEN

２ドア制御のコントローラ

８ドア制御のコントローラ

大規模施設にも対応の管理ソフト

■ 最大８ドアまで制御
■ ８ドアの入室側・退室側に
それぞれリーダー取付可能
（１６リーダー取付）

□ 外形寸法：H400×W300×D150mm

MIFARE Classic カード

■ 最大１６ドアまで管理
■ オプション･ソフトウェア使用
で 8,000 ドアまで管理
■ カードホルダ：最大 10 万人登録、リーダー：
最大 16,000 台登録、履歴保持件数は無制限

□ 外形寸法：H620×W372×D150mm

MIFARE Card

（T10 用）C300300
(T11 用）C300302

価格 OPEN

Spacer

オプション

スペーサー

（エンコード済）C196330-ENCODE-1
（未エンコード）C196330

T11 用

□ T10 用 外形寸法：H117×W36×D15mm
□ T11 用 外形寸法：H116×W72×D15mm

●製品の品質向上のため、予告なしに仕様や外観を変更することがあります。

プラントから個人宅まで

2A8071

■ 金属面にリーダーを取り付ける際に、認証精度の
安定性を保ちます。

※ ともに白カードです。

ネエチアにはノウハウがあります。
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Ｗｉｅｇａｎｄ対応につき、例えば虹彩認証リーダーや

売り切り・リース契約、どちらにもご対応

小規模施設向けの２ドア制御と、８ドア制御の２バージ

リーダーと使い分け、より合理的なシステムを構築しま
す。

お客さまのご都合に応じて、ご導入いただくシステム売り切りとリース契約
のどちらにも対応いたします。

ご相談ください、安心の保守契約
株式会社ネエチアは「Gallagher」( ギャラガー ) 社の正規代理店です。

価格 OPEN

カードリーダー / ライター

■ カード発行のためのオプション･ソフトウェア
■ 独自のエンコードでセキュリティ性の高いカード
が発行できます。
※ 別途カードリーダー / ライターが必要です。

●記載された商品名・会社名などは、各社の商標、あるいは登録商標です。

ネエチアはワンストップ

システム設計

Software

オプション

フォト ID & エンコーディングライセンス

T10 用

価格 OPEN

■ セキュリティ性の高い、
独自のエンコード済カード
と未エンコードカードをラインナップ
■ 仕様：MIFARE Classic ISO Card (4K)

Software

C201311

価格 OPEN

システム設計から、導入後の保守までネエチアで一貫しておこないます。

静脈認証リーダーなどといった生体認証のデバイスを利
用することが可能です。エリアの重要度の高低でカード

管理ソフトウェア Command Centre

価格 OPEN

Ｗｉｅｇａｎｄ対応

ラインナップは２ドア制御・８ドア制御
ョンをラインナップしています。
※８ドア以上の制御もシステム構築可能です。

■ 生体認証最高精度
■ メガネ・マスク着用のままで
も認証可能
■ 完全非接触・ハンズフリー

□ 外形寸法：H115×W70×D12mm

Controller

Iris Reader

iCAM7000S
価格 OPEN

■ 最大２ドアまで制御
■ ２ドアの入室側・退室側に
それぞれリーダー取付可能
（４リーダー取付）

入退室管理システムは、室内の情報・物品・設備などの

虹彩認証リーダー

価格 OPEN

NC302910-1

わかりやすいイベント発生状況

Card Reader

価格 OPEN

２ドアコントローラ

入室・退室の、”排除”と”制御”

カードリーダー T11
C300410

□ 外形寸法：H115×W35×D12mm

Gallagher 入退室管理システム 製品概要
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ご導入いただいたシステムの、万が一の障害発生時に備え、安心の保守契約
プランをご用意しています。ぜひご相談ください。

○ 各製品のカタログや仕様書は、弊社 HP から
ダウンロードできます。

www.e-nature.co.jp
○ 各製品のお問い合わせは、お電話か弊社 HP
の問い合わせフォームをご利用ください。

現地調査･御見積
無料
お気軽にお申し付けください。

