2N Access Unit
2N access control systems

2 N Access Unit
アクセスユニット、キーパッド、カード読み取り、指紋認証やブ
ルートゥース等認証モジュール機器でオートロック操作ができます。
先進的なデザインで、設置施⼯も簡単にできます。
さらに、2N IPインターフォンにも接続可能であり、2N®アクセス
コマンダーを使⽤することにより、簡単に総合管理できるアクセス
管理システムも提供可能です。

ホテル
オフィスビル
会員制施設
病院

学校
その他のスタッフ施設
住宅-マンション

簡単取り付けオートロックシステム

LANケーブル（PoE給電）、電⼦錠の配線とREXボタンの配線を
機器のに取り付けるだけで設置が可能です。

カード・暗証番号・アプリでの利⽤が可能
最新のセキュリティ環境でホテルや部屋ごとの鍵を管理できます。

リモート設定と管理システム

アクセスユニットを利⽤すると、各機器をリモート設定することが可能で
す。リモート機能は、2N®アクセスコマンダーを使⽤して管理すること
が可能です。

2 N Access Unit
2N® アクセスユニット RFID
• 多周波数対応型 RFIDカードリーダー
• 最⼩配線設計
• リモート設定と管理が可能

セキュアカードの利⽤が可能
2N アクセスユニット 2.0は、125kHzおよび13.56MHzの認証情報をサポートする多周波数
RFIDリーダーを備えているため、セキュリティの⾼い最新アクセス管理ができます。

2N® アクセスユニット B luetooth & RFID
• モバイル認証の利便性
• 多周波数対応型 RFIDカードリーダー
• 複数のユーザー認証機能
カードとアプリでのオートロック操作が可能
2N アクセスユニットを使⽤すると、カードとスマートフォンBluetooth接続機能アプリの
２つの⽅法でオートロックを操作することができます。
サポートされている２つのモード:
モバイルアプリ使⽤モード - 2N®モバイルアプリの解錠ボタンを押す⽅法。
カードモード - RFIDカードリーダーをアクセスユニットにタッチする⽅法。

2N® アクセスユニット タッチ キーパッド & RFID
• ⼆段階認証
• サイレントアラーム作動
厳重なセキュリティーのための２段階認証
RFIDカードをタッチしてPINコードを⼊⼒することでセキュリティを解除できます。
２段階認証のため、⾮常⾼いセキュリティー環境を構築することが可能です。

FEATURES & BENEFITS

2 N Access Unit
建物をセキュリティーで保護
建物内への不正アクセスを防ぐために2N アクセスユニットを使⽤し、
内部のすべての⼈に対して最⾼レベルのセキュリティーを提供します。

時間制限付きアクセス
様々なアクセス時間管理設定することにより、従業員が管理条件に
従って施設に⼊退室できるようにします。 （労働時間、週末など）

出勤退勤管理
2N アクセスユニットは、すべての従業員の出勤と退勤を記録するT&A
端末として機能します。 これらの情報は2N®アクセスコマンダーに送
信され、そこでグラフィック形式で表⽰されます。

イベント管理
2N アクセスユニットでは、管理ログをSyslogサーバーに送信で
きるだけでなく、管理者へ電⼦メール通知や選択したイベントに
関するサードパーティシステムへのHTTPコマンドの送信も可能で
す。

単体での動作も可能
2N アクセスユニットと2N IPインターフォンを1つの⼤きなインス
トールで組み合わせて、2N アクセスコマンダーで管理することで、
建物を純粋なIPベースのアクセス管理体制にします。

ドアを総合的に保護

DIAGRAM

RFIDリーダー、キーパッド、指紋認証、Bluetoothなど他のモジュー
ルを2Nアクセスユニットに接続して、両側からドアを簡単に守ること
ができます。
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TECHNICAL PARAMETERS

01850-001 (secured)

2N® アクセスユニット
キーパッド & RFID

01851-001

インターフェース
PoE電源

PoE or 12V ±15% / 2A DC

LAN

802.3af (Class 0 - 12.95W)

01852-001

タッチキーパッド
テクノロジー

⾼タッチ層感度（0.1pF）

10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
モジュールジャック
推奨ケーブル

Cat-5e またはそれ以上

アクティブスイッチ出⼒

8 ~12V DC / 最⼤ 600mA

静電容量式タッチ技術

タッチパネル

⾃動校正 (SmartSence)
濡れた状態では感知不可

NO/NC コンタクト, 30V 1Aまで AC/DC 2
パッシブスイッチ⼊⼒

⼊⼒ – パッシブ / アクティブ モード
(-30V ~ 30V DC)

タンパースイッチ

2N アクセスユニット 2.0固有パーツ

オーディオ

ブザーとマイク

ブルートゥースリーダー

シグナル

互換性4.0以降

レンジ

調節可能 (短 ~ 0.5m, 中 ~ 2m, ⻑ ~ 10 m)

セキュリティー

RSA-1024 、AES-128 暗号化

RX 感度

-93 dBmまで

RFID カードリーダー

125kHz (EM4100, EM4102, Prox)
13.56MHz (ISO14443A, ISO14443B, podpora NFC )
- 読取 UID
- 読取 PACs ID (HID iClass カード と SIO)

多⾊LED表⽰
キーパッドタッチ⾳響応答

対応端末

バージョン

バックライト輝度設定

アンドロイド 5.0以降, iOS 11.0以降
(iPhone 5S以降）

デバイス情報
カバー

耐亜鉛鋳造フレーム（ニッケルと⿊⾊）

動作温度

-40°C ~ 60°C

保管温度

-40°C ~ 70°C

10%~95% (結露しないこと)
湿度
⼨法 (1-モジュール) 壁 (表⾯)
取り付け
フレーム

107 (W) x 130 (H) x 28 (D) mm

フラッシュマウントフレーム

130 (W) x 153 (H) x 5 (D) mm

フラッシュマウントボックス
(最⼩⽳)

108 (W) x 131 (H) x 45 (D) mm

重さ

最⼤ 0.8kg

IP規格

IP54、IK08

拡張モジュール

SOFTWARE

2N アクセス 2.0は、2N®IP Versoインターフォンのモジュール（RFIDカー
ドリーダー、キーパッド、指紋認証、Bluetooth、I / Oモジュール、ウィー
ガントなど）をサポートしています。

2N® アクセスコマンダー – 2NアクセスユニットおよびIPインターフォン⽤のアクセス管理ソフト
2N® リモート設定 – My2Nクラウドサービスから2Nデバイスをリモート管理するためのサービス
2N® モバイルキー –スマートフォンをアクセスカードに変換するアプリ
2N® ネットワークスキャナー –ネットワーク上の2N IPインターフォンとアクセス管理ユニットを検出するためのアプリ

正規代理店: 株式会社ディー・オー・エル 〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 TEL: 03-4405-7138 FAX: 03-6736-0277 特設サイト: www.doorcom.jp

