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AXESSのこだわり
顧客体験の強化を目標に、常に進化する技術を

Axessは、進化するスマートテクノロ
ジーを応用し、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の非接触型入場管理システム
は、オリンピックやFIFA、UEFA、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い
ます。

営業、マーケティング、財務、ソフト
およびハード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
るハードやICカードを製造する工場
（インスブルック）が、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の
精神と、独自の製品やシステムで、世
界各国のスタジアム・アリーナにご愛
顧いただいております。

1998年にオーストリアで設立された
Axess  AGは、現在、世界20ヶ所に拠
点を有し、53カ国のお客様を300名体
制で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）が全社一丸となって日本語で
ご対応いたします。
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Axess SMART SCANNER 600
人との接触なしで検札

バーコードやQRコード、ICカード
（RFID、NFC）の読み取りに開発され
たAxess SMART SCANNER 600が、
スピーディーな検札を実現します。有
効なチケットをお持ちのゲストはすぐ
に入場できます。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、たった数秒です。

明るいディスプレイは、検札結果を表
示するほか、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。イ
ンターネットの接続が切断されても、オ
フラインですべての機能が動作します。
あらゆる環境でテストを重ねた最高クラ
スのコンポーネンツがセキュリティーと
信頼性をお約束します。また、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オプ
ションもご用意しております。

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

NFC  & RFID

バーコード & QRコード
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VIP用ソリューション
大切なお客様を丁重にお迎え

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、モダンなデザ
インです。QRコードチケットをスキャ

ナにかざすと、データベースで有効性
をチェックします。チケットが有効な
場合、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
ムとご利用いただけます。
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バリアフリー
遮断バーなしでエレガントに通過

遮断バーなしのゲートなら、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ます。威圧感を与
えないため、VIP用ゲートとしても最適
です。Axess SMART POST 600に設
置されたAxess SMART SCANNER 
600が、バーコード、QRコード、IC
カード（RFID、NFC）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、係員はお客様
対応に集中できます。バッテリーパック
（最大10時間稼動）付属のWi-Fi対応機
種で、Wi-Fi環境があればどこにでも設
置していただけます。移動用のモバイル
パレットをご利用いただくと、設置場所
の変更も簡単に行えます。

特長
› Axess
SMART SCANNER 600搭載

› 固定設置または移動式

› バッテリーとWi-Fiモジュール

› 360°お知らせランプ
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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。機能の拡張も容易で、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）を搭載した移動式タイ
プまで、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します。

Axess SMART GATES 
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

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モジュール
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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。バーは、通過す

る人がはさまれたり引っかかったりし
ない2本構造で、両方向に回転し、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。

各種遮断バー
ターンスタイル

フラップ

特長
› 押さずにハンズフリーで通過

› 回転スピードは調節可能

› 双方向通行

› 緊急時用オプション

特長
› 押さずにハンズフリー通過

› 開閉スピードは調節可能

標準型ターンスタイル

ターンスタイルADA
（バリアフリー）

標準フラップ 

ADAフラップ 

ターンスタイル
パニックメカニック

パドル型フラップ

パドル型ADAフラップ

ターンスタイル
パニック 

メカニック
非常開放時 ターンスタイルパニック

アシンメトリック
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特長
› データベースや管理もお任せ

›  要インターネット接続環境

›  お任せメンテで業務に集中

システム管理を快適に行うため、ソフト
ウェアをDATACENTER Serviceにホス
トし、ゲートやチケットシステムとの通信
を直接行います。IT関連の複雑な作業は全
てAxessにお任せいただき、お客様の負担

を軽減します。時間のかかる作業やメ
ンテナンスをソフトウェアが担うた
め、お客様は売上をアップするための
業務に集中していただけます。

特長
› NFCキーを簡単管理

› 入場管理の監視

› 入口における広告の管理

Axess CLICS
多種多様な設定・管理を行うソフト

Axess CLICSは、入場管理の司令塔
となるウェブアプリケーションで
す。Axess CLICSから、ユーザー権
限や料金表の設定など、各種設定を直
感的に行うことができます。

Axess CLICS.

DATACENTER SERVICE

ゲート 

管理 帳票監視

AXESS 
DATACENTERとの連動 

チケット販売業者

連動
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常に進化を続けるAxess

Axessは、長年にわたって培ってきたス
タジアム・アリーナ分野における経験を
基に、お客様にプロフェッショナルなア
ドバイスをご提供し、プロジェクトを適
切に管理します。お客様のニーズを汲み
取る丁寧なヒアリングにより、責任を持

未来志向

って顧客体験の向上をお手伝いするこ
とをお約束いたします。専門家による
プロジェクト管理だけでなく、チーム
全体の士気と売上アップを同時に図る
効率的な現地トレーニングもAxessにお
任せください。

各種サービス 
お客様に寄り添うサービスをご提供

特長
› 専門的かつ実用的なアドバイス

› プロジェクト管理

› トレーニング

› 丁寧なサービス

Axessは、日々の業務における利便性や
安全性の向上を図るため、常に最先端技
術に取り組んでいます。今回は、新しい
生活様式に対応するため、入場ゲート
AX500 Smart Gate NGに体温計測と
それによるマスク検知機能を組み込んだ

製品を開発しました。スタジアムの入
口に設置されたゲートが発熱している
人や、マスクをしていない人を検知し
た場合、有効なチケットをお持ちで
もゲートが開かず、来場者がスタジ
アム内に入るのを阻止します。

Axessは、常にさらなるスマートさを
追求し、自社開発に励んでいます。今
後も、お客様のニーズや社会の変化に
対応するシステムをご提供するべく、
日々研鑽を続けて参ります。

マスク検知 & 体温計測
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