
スタジアム
& アリーナ

日本語
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Hello!
We are  
Axess.
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Axess AGは 
顧客体験の向上をお手伝いします
Axessは、進化するスマートテクノロジー
を応用したスタジアム・アリーナ向け入場
管理システムで、世界をリードします。ソー
シャルディスタンスや非接触といった新し
い生活様式にも対応したAxessの入場管
理システムは、オリンピックやFIFA、UE-
FA、ワールドカップなどの国際イベントが
開催されるスタジアムやアリーナなど、す
でに70ヶ所以上でご利用いただいており

ます。営業、マーケティング、財務、ソフト
ウェアおよびハードウェア開発の各部門
が置かれる本社（オーストリア、ザルツブ
ルク）と、幅広い事業分野でご利用いた
だけるハードウェアやICカードを製造す
る工場（インスブルック）の協力体制によ
り、お客様のニーズに合ったソリューショ
ンをお届けします。お客様とのパートナー
シップ精神と、独自の製品やシステムで、

世界各国のスタジアムやアリーナにご愛
顧いただいているAxessは、1998年にオ
ーストリアで設立され、現在、世界20拠点
300人体制で53カ国のお客様を日々サポ
ートしています。日本のお客様は、Axess 
Japan株式会社（東京）が日本語でご対応
いたします。 

北米
スキー事業本社

中国本社

Axess AG
オーストリア、ザルツブルク本社

インスブルック工場
Axessウエスト

フランス

スウェーデン

フィンランド

日本

ロシア

チェコ
デンマーク

韓国

スペイン

北米
イベント事業本社

イタリア
クロアチア

ルーマニア
ブルガリア
スロベニア

ニュージーランド

トルコ

カザフスタン

メキシコ

チリ

オーストラリア

 本社

 支社
 パートナー
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Axess SMART POST 600
バリアなしでエレガントに通過

車椅子やベビーカーをご利用の方にもス
ムーズに通過していただける、遮断バーな
しのゲートをご用意しました。威圧感を与
えず、VIP用ゲートとしても最適です。Ax-
ess SMART POST 600に設置された
読み取り機Axess SMART SCANNER 

600が、バーコード、QRコード、ICカード
（RFID、NFC）のチケットを読み取り、緑
と赤のランプで検札結果をお知らせしま
す。これにより、スタッフの方にはお客様
対応に集中していただくことができます。
また、Wi-Fi機能と充電式バッテリーが搭

載されており、配線いらずで設置場所を
選びません。キャスターつきの移動式モバ
イルパレットで、設置場所の変更も簡単で
す。バッテリーは、通常利用で最大10時間
稼動します。

特長
 › SMART SCANNER 600搭載 

 › 固定設置または移動式

 › バッテリーとWi-Fi機能

 › 360°お知らせランプ

+ Wi-Fi

+お知らせランプ
360°
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バーコードやQRコード、RFIDやNFCなど
のICカードを読み取るために開発された
Axess SMART SCANNER 600が、ス
ピーディーな検札を実現します。チケット
の有効性が確認されると、ターンスタイル
（遮断バー）が自動的に回転するため、
押さずに通過できます。人感センサーが

接近してくる人を感知し、通過後にターン
スタイルが停止するまでたった数秒と、有
効なチケットをお持ちの来場者にスムー
ズに入場していただけます。明るいディス
プレイは、検札結果の表示のほか、広告
動画や画像の表示スペースとしてもご利
用いただけます。万が一、インターネット

接続が切断されても、すべての機能がご
利用可能です。あらゆる環境でテストを
重ねた最高クラスの部品により、セキュ
リティーや信頼性も抜群です。SMART 
SCANNER 600は、壁への取り付けや、
他社システムとの連動などの各種オプシ
ョンもご用意しております。

Axess SMART SCANNER 600 NFC
非接触でチケットを確認

特長
 › バーコード、QRコード、ICカード
（NFC、RFID）の読み取り

 › テキストや画像によるご案内や、広告、
各種メッセージを表示する7インチディ
スプレイ

 › 音声シグナルや音声メッセージ

 › 押さずにハンズフリーで通過

 › モジュール式

 › 双方向通行
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Axess T&M（検温、マスク検知モジュール） 
マスク着用、平熱の来場者だけを受け入れ

特別な状況には、それに応じた対応
を。Axessが新たにご提供するAX500 
Smart Gate NG T&M (Temperature 
& Mask=体温&マスク)は、センサーが体
温を測定し、カメラがマスク着用の有無
を検知することで、来場者やスタッフの健

康を守ります。有効なチケットを所持して
いても、体温が一定以上か、マスクを着用
していない来場者にはゲートが開きませ
ん。遮断バーが自動で回転するため、来場
者は押さずに非接触でゲートを通過する
ことができます。スタジアムやアリーナ、

イベント会場のように大勢の人が集まり3
密になりやすい場所で、スタッフの安全を
守りつつ、健康な人だけが施設に入場で
きる、新しい日常に即した管理を実現しま
す。現在ご利用の読み取り機と簡単に交
換していただけます。

 
特長
 › 健康チェック

 › 検温＆マスク検知機能内蔵

 › 押さずに自動で開く非接触ゲート

 › 単体または並列設置

 › 緊急時の避難経路を確保するバー自動降
下オプション

マスク検知＆検温+
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Axess SMART DOOR 600
VIP対応や貴賓室へのご案内に

特長
 › Axess 
SMART SCANNER 600搭載

 › イーサネット

 › 壁面設置

特別なお客様にはスペシャルなご対応
を。新登場のAxess SMART DOOR 
600は、ウェルカムメッセージやスポンサ
ーからのメッセージなどが表示できる大
画面を搭載した、最新設計の読み取り機
です。QRコードチケットをかざすと、デー

タベースで有効性がチェックされ、有効な
場合はロックが解除されます。ICチケッ
トは便利な非接触型（RFIDまたはNFC）
です。他社のロックシステムと連動してご
利用いただけます。

NFC LEDお知らせランプ

+ +
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各種Axess SMART GATE
ニーズに合わせた各種オプションで、ゲートを自由にカスタマイズ

AX500 Smart Gate NGは、会場の入
口におけるあらゆる課題を解決します。
パーツの入れ替えが可能なモジュール構
造で、お客様独自のニーズに合わせた理
想的なソリューションをご提供いたしま
す。機能の拡張も簡単で、新たに生じる課
題にもすぐに対応できます。電源ケーブル

やLANケーブルを使用した有線タイプか
ら、リチウムバッテリーと無線LANカード
（5Ghz）を搭載した移動式まで、お好き
なタイプをお選びいただけます。Axess
は、ご利用環境にあわせて、会場における
顧客体験の向上を図る柔軟なソリューシ
ョンをご提供いたします。

 特長
 › Axess SMART SCANNER 600搭載

 › モジュール式

 › 360°お知らせランプ

 › 固定設置または移動式

 › リチウムバッテリーで最大10時間稼動

 › Wi-Fi機能
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標準フラップ、パドル型フラップ、ガラスフラップ

ターンスタイルは、丈夫な全天候対応型の
回転式遮断バーです。最新設計で、屋内、
屋外を問わずご利用いただけます。接近
してくる人をセンサーが捕らえ、バーが自
動的に回転するため、通過時に押す必要

がありません。通過する人がはさまれたり
引っかかったりしない2本バー構造で、双
方向通行を実現します。パニックメカニッ
クタイプは、停電などの緊急時にバーが自
動的に降下し、避難経路を確保します。

Axessのフラップは、ご希望にあわせて開
閉速度を調節することができます。スマ
ートなセンサーが人やバックなどの物体
を感知し分けます。標準フラップのほか、 

バリアフリーゲート用の長尺（ADA）フ
ラップや、潜り抜けを防ぐパドル型フラッ
プ、バリアフリーゲート用のパドル型長尺
(ADA）フラップもご用意しております。

特長
 › 押さずにハンズフリーで通過

 › 調節可能な回転スピード

 › 双方向通行

 › 緊急時用オプション

スマートな遮断バー
ターンスタイル

標準型ターンスタイル

ターンスタイル ADA
（バリアフリー）

ターンスタイル
パニックメカニック

ターンスタイル
パニックメカニック（緊急開放時）

ターンスタイルパニック
アシンメトリック

パドル型フラップ

ガラスフラップ
（ドアフラップ）

標準フラップ 標準ADAフラップ

パドル型ADAフラップ
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AX500 Smart Access Terminal NG
省スペース型ゲート

Axess SMART SCANNER 600
入退場時のチケット検札

AX500 Smart Access Terminal NG
は、スタジアムやアリーナ向けに特別に
設計された入退場ゲートです。ターンスタ
イルをゲートの両側に取り付ければ、1台
で2レーンを作り出すことが可能となりま
す。ターンスタイルは回転速度が調節で

きるほか、双方向に回転します。AX500 
Smart Access Terminal NGは、チケ
ットの有効性判断をゲート自体か、データ
ベースの参照によって行います。各レーン
の幅がより広い2レーンタイプもご用意し
ています。

+

各種オプション
緊急避難用パニックメカニック

バリアフリー対応
+

 特長
 › 1台のゲートで入退場

 › 2本バーのターンスタイルでスムーズに
通過

 › 緊急モード

 › バリアフリー対応オプション
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AX500 Smart Security Gate
セキュリティ重視の頑丈なゲート

AX500 Smart Security Gateは、より
高いセキュリティが求められるエリアや、
無人オペレーションを想定したエリア用
に設計されており、スタジアムやアリーナ
の需要にお応えします。破壊行為にも耐

えうる頑丈な設計で、高い安全性を誇り
つつ、人の流れは非常にスムーズです。お
知らせランプや音声シグナルで来場者の
の安全を確保します。アルミ製のAX500 
Smart Security Gateはあらゆる気象

条件の下で使用できるため、屋外設置に
も最適です。1レーンタイプと2レーンタイ
プをご用意しており、入退場の両方にご
利用いただけます。 

特長
 › 人の目がない場所でもセキュリティを
確保

 › フーリガン対策ゲート

 › 全天候対応型の頑丈なアルミ製 

 › 破壊行為にも高い耐性

 › スムーズな人の流れを実現

 › 双方向ゲート
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各種Axess HANDHELD
あらゆる場所での検札を可能にするモバイル検札機

Axess HANDHELDは、あらゆる天候に
対応する耐久性の高いモバイル検札機
で、様々なモデルをご用意しています。高
解像度タッチスクリーンは明るい日中でも
見やすく、屋外でのご利用にも最適です。
ほぼトレーニングなしで直感的に操作で

きるAxess HANDHELDは、軽量で持ち
運びしやすく、1日中持ち歩いても疲れま
せん。Wi-Fi、LTEで利用でき、バーコード
チケットやICカード（RFID）をスムーズに
読み取ります。アップデートはWi-Fi経由
で自動で行われます。

特長
 › 直感操作 

 › 長時間のトレーニングが不要

 › 全天候対応型の頑丈設計

 › 日中でも見やすいタッチスクリーン

 › Wi-Fi経由で自動アップデート

+

+

+

筐体
軽量かつ頑丈 

全天候対応型で
屋外利用にも最適

タッチ式
カラーディスプレイ

日中の操作にも最適な
高解像度カラーディスプレイ

操作性
スマートフォン感覚の直感型

タッチスクリーン操作
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Axess PARKING 
駐車場も一元管理

特長
 › ロール紙1本で駐車券2,500枚を発券

 › 長期利用者用ICカード（RFID）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

 › オプション：ナンバープレート認識とク
レジットカード機能

 › ゲートまたはデータベースによる管理

 › 呼び出しボタンとインターホン

発券機 
入庫用

遮断バー 
調節可能な開閉スピード

各種形状

+

+

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。Car Axess NG 
GATEが駐車券を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、補充の手間もかかりませ
ん。Axess CONTROLLER 600搭載モ

デルなら、ICカードで管理できます。クレ
ジットカード保有者はカードで入庫し、出
庫時に精算できます。長期利用者にはそ
のまま入庫していただけるナンバープレー
ト認識システムが便利です。遮断機のブ
レーキが自動的に最適化されるため、安
全性も抜群です。

出庫の際は、Car Axess NG Exitがスピ
ーディーに駐車券を処理します。内蔵の
Axess SMART SCANNER 600がバー
コードチケットや長期利用者のICカード
（RFID）の読み取りと検札を行います。 
ナンバープレート認識を利用しているユー
ザはそのまま出庫できます。使いやすいカ

ラーディスプレイのほか、呼び出しボタン
とインターホンもオプションでご用意して
います。クレジットカード保有者はひも付
けた口座から精算されるため、駐車券な
しでそのまま出庫していただけます。

Car Axess NG ENTRY

Car Axess NG EXIT



Axessがご提供するシステムは、オラクル
データベースを利用したAX500 DATA-
CENTER（MS Windows Server)を現地
に設置して管理します。あらゆるハードウ
ェアがLANケーブルで直接AX500 DA-
TACENTERに接続されているため、追加
の専用端末などは不要です。これにより、

エラーが減少し、確実性が増します。ネッ
トワーク接続が切断された非常時でも、 
全ての読み取り端末が正常に機能します。
あらゆる設定が全てオンラインで可能な
ため、インターネット接続があればどこか
らでも行っていただけます。設定や変更に
は、ユーザごとに権限を割り当てられるユ

ーザ管理機能が便利です。また、オンライ
ンリアルタイムモードで、スタジアムやア
リーナ全体や、セクターごとの来場者をい
つでも表示することができます。データ集
計や洗練された帳票の作成も簡単です。

常に最新の状態をキープする
Axessのシステム通信

WLAN / LANネットワーク
(ミニマムCAT >5E)

AX500 DATACENTERSOAP/REST/XML
インターフェイス

外部サービス TCP/IP, HTTP, HTTPS 社内サービス

管理
発券システムへの

接続

帳票

モニタリング

オンラインポータル

14
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特長
 › ASP.netに実装  
（Microsoft Internet Information 
Services）

 › WEBアプリケーション

 › 暗号化（HTTPS）

 › 各種ヘルプ&アシスタント機能（ウィザ
ード）

 › 見やすいログファイル

 › ユーザ管理

 › マルチユーザシステム

 › ユーザごとに設定できる画面表示

Axess CLICSは、お客様のあらゆるニー
ズを完璧に満たす管理ソフトウェアです。
スタジアムやアリーナの状況が一目でわ
かるほか、お客様のご要望に応じた管理
を可能にします。ユーザの追加や、帳票デ
ザインの見直しなどの設定変更も、随時

簡単に行っていただけます。スマートフォ
ンを操作するように直感的に操作してい
ただけるCLICSには、Axessのソフトウェ
ア開発チームがご提供する様々なウィジ
ェットをオプションでご用意しています。

Axess CLICS
使いやすい管理ソフトウェア
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特長
 › ユーザの役割の設定と作業アカウント
の割当 

 › 様々な販売チャネルと発券業者の設定

 › 開始・終了時間、表示方法、お知らせラ
ンプなどをイベントごとに設定

 › WYSIWYGエディタで検札機グループ設
定やセクターへの検札機割当を実行

 › 画面のグラフィック設定

 › 設定変更を記録するジャーナル機能でユ
ーザ管理

 › マウスオーバーによるヒント表示など、
便利なヘルプ機能

フィルタや上書き、テンプレートといった
各種機能を利用することで、ご要望に合っ
た帳票が作成できます。ロゴ入りの帳票
をxlsx, pdfなどの形式で出力できます。
集計期間や検札場所などを自由に設定で
きるほか、上書きや比較帳票の作成、ヘッ
ダーやフッダーの編集も随時簡単に行っ

ていただけます。 ご要望に応じて、帳票
は多言語、グラフ形式で作成でき、数クリ
ックで保存できるほか、スケジューラに転
送して、決まった時間やイベントごとに送
信したり、ファイルに保存したりすること
ができます。帳票へのアクセスはCLICS
で暗号化されています。

CLICS
帳票作成

CLICS
設定
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CLICS 
インポート

特長
 › インターフェイスのオンライン、オフラ
イン状況

 › データ転送速度と進行状況

 › 販売済みチケット枚数に対する入場済み
チケット枚数の割合

 › 販売枚数

 › キャンセル

 › 送信エラー

 › 送信時間

オンラインモニタリングを利用すれば、
入退場管理システムの通信状況を快適に
モニタリングできます。アクセスデータが
認証されると、ユーザはどこからでもシス
テムにログインし、接続されたハードウェ
アの現在の状況をすぐに確認することが
できます。様々な画面を選択することによ
り、システム全体をスピーディーに把握す

ることが可能です。アクセス状況の詳細
やデータベースの状況、導入済みシステム
の作業状況などの主要情報が表示されま
す。色分けにより、ハードウェアがDATA-
CENTERと正常に通信しているかどうか
が一目でわかるよう設計されており、対
応が必要な場合には目立つシグナルカラ
ーで表示されます。

CLICS
システムモニタリング

特長
 › 読み取り機のオンライン、オフライン
状況

 › エラーメッセージの表示

 › OSパラメター：CPU使用率、メモリ使用
率、温度、OSリリース、システム時間、
ソフトウェアリリースなど

 › ハードウェアパラメター

CLICS  
来場者
モニタリング

特長
 › 全ブロック、セクターの来場者数

 › 収容人数および販売済みチケット枚数に
対する来場者数の割合

 › 予測機能

 › キックオフまでに来場者の入場が完了す
るかどうかを算出

 › 各種イベントに関するステータスメッ
セージ

 › 1枚のチケットで2回入場しようとしてい
ないかを確認

 › ゲートを不正に通過しようとしていない
かを確認
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記者やカメラマンに対する身分証バッジ
の発行をデジタルで実現します。オンライ
ンポータルで登録し、記者証をアップロー
ドすることで、事前に許可を取得すること
ができます。記者が自身のアカウントで選
択したイベントに対し、管理者が入場許可
エリアや行為などを割り当てます。管理者
による承認が完了すると、バーコードが付
与された許可証がメール添付とスマートフ
ォンのウォレットで記者に送付されます。

それをスタジアムに設置された入場ゲー
トAX500 Smart Gate NGにかざすと、
ゲートに付属するAxess BADGE BOX 
600から当日の試合のバッジが印刷され
ます。バッジは保安検査員による目視確認
にもご利用いただけます。一方、管理者は
記者のバーコードが読み取られたことを画
面上で確認できます。

一定期間スタジアムで作業をする協力会
社の管理には、Axess ACCREDITA-
TION WORKが最適です。Axessは、手
書きによる紙の書類が大半を占め、誰が
どのくらいの時間スタジアムにいたのか
を把握することが困難な状況を解決すべ
く、デジタルソリューションを開発しまし

た。協力会社がポータルサイトでアカウン
トを作成し、作業内容や従業員を設定す
ると、スタジアム運営者がAxess CLICS
で申請の管理を行います。承認された従
業員にはQRコードやウォレットの入場許
可証が発行され、すぐにゲートを通過でき
るようになります。

Axess ACCREDITATION
メディアを手厚くお迎え

スタジアム内の作業者を常に把握

特長
 › メディアや報道陣をオンラインで管理 

 › 事前登録でスムーズに入場

 › 各種許可

特長
 › 独自のオンラインポータルを設計

 › 記者、ボランティア、スタッフなどのイ
ベントを自由に選択

 › 各種許可（常時・一時）
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Axess BADGE BOX 600
入口でバッジを受け取り

AX500 Smart Gate NGの進化によ
り、イベント用の身分証を入場ゲートで印
刷できるようになりました。事前登録した
来場者がゲートにスマートフォンのウォレ
ットチケットや自宅で印刷したチケットを
かざすと、バッジが印刷され、ゲートを通
過できます。印刷にかかる時間はわずか
数秒で、すぐに入場できます。バッジには

事前登録した内容のうち、必要な情報が
全て印刷されます。目視確認にも最適で
す。カメラマン、記者などの関係者も、事
前登録後に送付されるチケットをかざし
てバッジを受け取ることができます。これ
により、手書きの申込書や人によるバッジ
との引き換えといった作業がなくなり、よ
りスムーズな入場フローが実現します。

特長
 › オンライン予約

 › よりスムーズな入場

 › 目視確認

 › 数秒でバッジを印刷

 › 1ロールで1,000枚のバッジ

+ BADGE BOX 600
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Smart Service 
常にお客様とともに

Axessはお客様に寄り添い、お客様のご
要望に合わせたシステムをご提供します。
初めての現地視察から検収までのあらゆ
る段階において、迅速かつプロフェッショ

ナルにお客様をサポートいたします。標準
サポートに含まれるヘルプデスクサービ
スにお問い合わせいただければ、弊社ス
タッフがご対応いたします。いただいたお

問い合わせは全て記録され、迅速かつき
め細かな対応をお約束いたします。

お客様志向のカスタムサービスで安心を

プロジェクト管理
 › 現地視察

 › コンサル・サポート

 › ネットワーク企画

 › 導入

 › 現地サポート

 › 動作確認

トレーニング
 › 現地トレーニング

 › 期間限定チームへの特別トレーニング

 › 個別トレーニング

ヘルプデスク
 › ヘルプデスク

 › お客様の言語によるサポート

 › 現地時間に応じたサポート

 › 世界20拠点のネットワーク

データセンターサービス
 › ホスティング

 › 管理およびデータバックアップ

 › 最先端のセキュリティスタンダード

 › プレミアムハードウェア
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Axess
Let the games
begin.
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