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LAN

液晶表示型カード照合機

※生産終了予定品

Ns－C850A

２つの履歴を同時に残す

認証時に静止画を撮影 選べる認証パターン ブラウザー管理機能搭載

認証時に静止画撮影を行うため
セキュリティー性アップ。
また認証エラー時も対象なので不正
な入退室のチェックも万全です。

個人毎に認証パターンを変えること
ができます。（5パターン）
利用者権限に合わせた運用で利便性
アップ。
● カード ● カード+暗証番号
● ID入力 ● ID入力+暗証番号
●  カードまたはID入力のどちらか

専用ソフトを導入せずに、個人の
登録や扉の状態管理をブラウザー
にて簡単にスタートできます。

登録人数

連続解錠時間帯設定

画像履歴保存件数

入退室制限時間帯設定

アンチパスバック機能

Ns－C830と混在可能

装置内に最大100,000名の登録が可能

曜日、特日（8種類）ごとに各15種類のコード
（時間帯）を設定し、タイマー解錠が可能

曜日、特日（8種類）ごとに各3種類のコード
（時間帯）を設定でき、入室制限が可能

Ns-C830/Ns-C850を現存導入済の現場に
追加でNs-C850Aを設置可能
※両面設置は不可　※管理用ソフトVer2.01のみ

装置内に最大10,000件の保存が可能 不正入室・不正退室時の入室・退室を拒否
※リーダーを両面設置した場合
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■システム構成図

■仕様

■外形図 （単位mm）

LAN

管理用パソコン

LAN

管理用パソコン

※電気錠または自動扉のどちらか1台制御可能

液晶表示型
カード照合機

操作表示器アダプター

電気錠

自動扉
アダプター

自動扉

オプション

電源装置

外部接点入出力

入力4点
火報・ループ・読み取り禁止・
一回解錠・連続解錠・火報リセット

出力4点
警備セット・警報・火報・
発報・解錠・開扉

電気錠アダプター
電気錠
アダプター

電源装置

CPEV 1.2×1P

CPEV 0.9×2P CPEV 0.9×3P

CPEV 1.2×1P

または
クラウドシステム
※開発中

CPEV 1.2×1P

CPEV 1.2×1P

CPEV 0.9×2P

CPEV 0.9×2P

CPEV 0.9×2P CPEV 0.9×2P

CPEV 0.9×3P

CPEV 0.9×2P

CPEV 0.9×3P
AC100V

液晶表示型カード照合機

小規模システムから拡張システムまで
運用に合わせてカスタマイズ可能

■基本構成 ■拡張構成

I/O基板
（電源装置内蔵）

（子機）（親機） 操作表示器

（オプションでバッテリー内蔵可能）
AC100V

項目 仕様
外形寸法 98（W）mm×175（H）mm×37（D）mm（±0.5mm）
重量 約330g（±10g）
材質 樹脂
回線数 1回線
入力電圧 DC24V ±10％
消費電力 約6W
データ入力方式 本体液晶タッチパネルまたはWebブラウザー
ディスプレー 3.5インチ液晶
カメラ画像 QVGA（320×240ピクセル）
スピーカー 音量調整 ソフトコントロール11段階調整

通信
オプション機器 CAN（Controller Area Network）
照合機（両面用） Ethernet
管理用パソコン Ethernet

登録可能件数 100,000件

履歴 操作履歴 10,000件
保存画像 JPEG

解錠時間設定 1～30秒間
開扉警報時間設定 10～180秒間
警報ブザー時間 1～300秒間 または 復旧まで鳴動
警備保留時間 1～600秒間
電気錠動作モード 一回解錠モード、警備運用モード

錠種設定 美和ロック（株）/（株）ゴール/（合）堀商店
（株）ユーシン・ショウワの電気錠から選択可

動作温度 0℃～40℃
耐環境性 IPX4：JIS保護等級防沫型相当（コーキング必要）

構成機器一覧
液晶表示型カード照合機（面付型） Ns-C850A
電気錠アダプター TS-AD-4W
操作表示器アダプター TS-OP-4W
自動扉アダプター Ns-r500
I/O基板 TS-IO-MAIN
電源装置 PW-24
バッテリー PW-BU600

対応電気錠 美和ロック
株式会社

株式会社
ゴール

合資会社
堀商店

株式会社
ユーシン・
ショウワ

通電時解錠型電気錠 ● ● ●
通電時解錠型電気ストライク ● ●
通電時施錠型電気錠 ● ● ●
通電時施錠型電気ストライク ● ●
モーター式施解錠型本締電気錠 ● ● ●
瞬時通電施解錠型電気錠 ● ● ●
瞬時通電施解錠型ストライク ●

適応カード　対応フォーマット
・FeliCa対応楽天Edyカード ・MIFARE®対応アート公開カード
・FeliCa対応アート公開カード ・MIFARE®対応アート非公開カード
・FeliCa対応アート非公開カード
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品名：電気錠アダプター

型式：TS-AD-4W

S/N：＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●面付型 Ns－C850A ●電源装置 PW－24 ●電気錠アダプター TS－AD－4W

●「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●FeliCaはソニー
株式会社の登録商標です。●　　はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

TX4・14  22/8-PDF

東 京 本 社
首都圏／広域営業部
西 日 本 支 店
中 部 支 店
札 幌 出 張 所
仙 台 出 張 所
広 島 出 張 所
福 岡 出 張 所

本 社 〒211-0016  神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7（株）アート技術センター内 TEL：044-422-1081 FAX：044-422-1566

URL:https://www.artservice.co.jp E-mail:as-all-info@artservice.co.jp

URL:https://www.art-japan.co.jp E-mail:info@art-japan.co.jp

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル TEL：03-3447-1401 FAX：03-3447-6713
〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 TEL：044-434-6601 FAX：044-430-5322
〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F TEL：06-6945-6600 FAX：06-6945-6700
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル7F TEL：052-856-2323 FAX：052-856-2324
〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル TEL：011-707-1081 FAX：011-757-6703
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F TEL：022-224-1081 FAX：022-224-1082
〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーペック光町ビル2F TEL：082-535-6601 FAX：082-535-6603
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-5-6 SKビル4F TEL：092-687-6811 FAX：092-687-6812


