
Corbin Russwin Access 700®PIP1イン

テリジェントなPoEロックセットは、磁気ス

トライプやPINコード技術を使用してキャ

ンパス施設へのカスタマイズされたアク

セスのためのオンラインのアクセス制御

を提供しています。 

施設のEthernetイーサネットネットワーク

を使用して、アクセス700®PIP1は、標準

的なネットワークのケーブル配線で完全

なオンラインアクセス制御を提供します。 

ANSI Grade 1クオリティロックまたは出口デ

バイス、カードリーダー、ドア位置スイッチと

リクエスト出口センサー - - Access 700® 
PIP1は1デバイスにすべてのコンポーネント

を統合し、ほぞロック、掘込み錠、出口デバ

イスで利用も可能です。 

詳細は下記のURLを訪問してください。 
www. corbinrusswin.com. 

PoE Campus Access Control 
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応用 
キャンパス向けのAccess 700®   PIP1 
住宅 
ホール 
休憩室 
ダイニングホール 
ライブラリ 
書店 
レジャーセンター 
スポーツホール 
教室 
研究室 

認定チャネルパートナーを通じてのみで入手可

能です。認定チャネルパートナー（ACP）のプロ

グラムは、ASSA ABLOY技術製品を販売し、アプ

リケーションに基づいて製品の選択を支援する

ために、セキュリティシステムインテグレータに

販売する流通業者、またはパートナーに開放さ

れています。詳細についてはASSA ABLOYドアセ

キュリティソリューション営業コンサルタントにお

問い合わせください。 

ほぞロック 掘込み錠 
 
 

Access 700®  PIP1 Lock 特徴とメリット 

Corbin Russwin and Design®, Access 700®, and Muséo® are registered trademarks of Corbin Russwin, inc., an ASSA ABLOY Group company. 
Vineyard™ is a trademark of Corbin Russwin, inc., an ASSA ABLOY Group company. These materials are protected under US copyright laws.   Other 
products’ brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are mentioned for reference purposes only. All 
contents current at time of publication. Corbin Russwin, inc., an ASSA ABLOY Group company reserves the right to change availability of any item in 
this sell sheet, its design, construction, and/or its materials. Copyright © 2010 Corbin Russwin, inc., an ASSA ABLOY Group company. All rights 
reserved. Reproduction in whole or in part without the express written permission of Corbin Russwin, inc. is prohibited. 

Available with Muséo® and Vineyard™ levers MicroShield® 

As part of their promise to provide innovative solutions to 
their customers, ASSA ABLOY Group companies offer the 
MicroShield® technology, a silver-based antimicrobial coating 
designed to stem the spread of germs and bacteria. 
MicroShield® is a registered trademark of Yale Security inc., 
an ASSA ABLOY Group company. 

PoEキャンパスアクセスコントロール 
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出口ディバイス 

• インテリジェント、統合されたAnSi/BHMA 
Grade 1 ロックセット, 掘込み錠、出口ディバイ

スでの利用が可能。 

• 完全ロックセットでのオンボードメモリー: 

-錠ごとに2,400人のユーザー 

-10,000 イベントトランザクション履歴/監査証跡 

• 下記も利用可能: 

- キーパッドと 

- 高保磁力磁気ストライプ 

- キーのオーバーライド 
• 最大限のセキュリティと安全性のため

の3時間のULのファイアレーティング 

• ADA 対応 
• ネットワークケーブル(CAT5e または、そ

の以上) 

• 802.3af PoE対応 

• リアルタイムでシステムよりのステータス

監視 

• 内蔵したインテリジェントでローカル認証 

• ネットワークインフラストラクチャを利用す
る費用対効果のインストール; 別の機器
は必要ありません 

ソフト 
ASSA ABLOYのPERSOnA Campus ™ソフトウェア、または承認された第三者のOEMソフトウェアとの互換性。 

PERSONA Campus™ Software 
PERSOnA Campus™ソフトウェアは、磁気ストライプおよび125 kHzのPROX技術をサポートし、シームレス

なデータベースと企業、トランザクショナルおよびハウジングシステムとの統合やソフトウェアインタフェー

スを提供する高度で柔軟なロックシステムです。キャンパス™ソフトウェアは、施設や個々のロックによって、

ユーザがカスタマイズのアクセスを提供します。 
PERSOnA softwareの詳細情報について, 1-800-481-8464 、または、www.personacampus.com を訪

問してください。 

株式会社ジャバテル   
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-北1-21 八千代ビル東館3F 
〒130-0011 東京都墨田区石原 1-41-4 TKビル3F 

Tel: 06-6354-0100 
Email: sales@javatel.co.jp 

Fax: 06-6136-1155 
www.javatel.co.jp 

http://www.personacampus.com/
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