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利用用途･･･入退室管理、セキュリティ管理などに

M06 - S8E カードリーダー
■サイズ：約 96(W)×130(H)×27(D) mm

■重さ：約 ２００ｇ

※LED はイメージです

概要
M06 - S8E カードリーダーは、M0601A「 ̲E」非常通報装置を離れたところ（玄関／勝手口／通用口／共有部など）から警備の開始／解除を行う
13.56MHz IC カード専用、簡易型のカードリーダーです。チャンネルごとの詳細表示確認が行えます。操作カードには新たに専用のカードを持つ
ことなく、お手持ちの FeliCa、MIFARE など、13.56MHz の非接触 IC カードが利用できます。

特長
１．シンプルな外観でコンパクトサイズ
２．非常通報装置のチャンネルごとの表示がカードリーダー表示と連動します
３．操作カードは 13.56MHz の非接触 IC カード専用。FeliCa 系 (Suica などの交通 IC カード、おサイフケータイ )、MIFARE 系、IC 型運転免許証 *、
ISO15693 などに対応。
（対応した社員証などをオプションで作成することも可能。
）新たなカードの発行も不要で、コスト低減だけでなく、
ユーザーにとっても従来のカードが利用できるため、新たなカード管理に悩まされることがありません（* 一部府県で利用不可）
４．配線の省線化と高速化、LAN 対応を実現
従来の M06-S1 の接続配線 12 芯から、M06-S1E は 6 芯または 4 芯で接続可能になりました
データ速度が 38.4kbps に高速化へ
LAN（RS-485）対応になり、他の LAN 機種との配線が共用可能になりました
５．ブザーを内蔵し、操作をブザー音でも報知が可能。スピーカーを内蔵し、６芯での結線を行うと、非常通報装置からの音声メッセージでの操作
ガイダンスを利用できます * （* 距離や複数台接続時などにより音声が小さくなる場合があります）
６．玄関や通用口など ２か所の入り口に設置して、どちらからでも操作が行えます
７．１台の非常通報装置で複数の警備先を管理する場合は、１台１台のカードリーダーを複数警備先に割り当て、専用の操作リモコンとして利用で
きます。*（* 非常通報装置での設定が必要）
８．いたずら防止検知回路（タンパスイッチ）を内蔵。ケースの開閉が行われるとただちにセンターへ通報し、もしもの際にも安心です
９．カード登録枚数は、最大 4,000 枚まで。登録は M0601A「̲E」非常通報装置本体側で行います
10．カードリーダーの表示には、戸締り確認用に、全体の戸締り表示と入口（共有部）の２種類があります

接続例
全開始表示

全体の EMG 表示
共有部表示

カードリーダー 1 台仕様
長所
１）非常通報装置と離れた場所に設置したカードリーダーで警備開始／解除が行えます
２）戸締りが正常か赤色 LED で確認が行えます
３）入口の戸締り（共有部）と全体の戸締りを区別して表示し、確認が行えます
４）カードリーダーのスピーカーを利用し、非常通報装置の音声メッセージで操作
ガイダンスが利用できます
５）M06-S1E では非対応の、戸締りの詳細表示に対応しています
＊カードリーダーで日本語表示が必要な場合には M06-MULTI カードリーダーなどをご利用ください

6 芯（または 4 芯）接続距離 最大 1200ｍ以内

接続例
つづき

カードリーダー 2 台仕様
同一内容を表示

長所
１）玄関と通用口（勝手口など）または、玄関と２階など２ヶ所に
設置して、どちらからも操作ができます
２）配線が共用でき、省線化が可能
３）エリア分けを行い、各エリアにカードリーダーを割り当てる
と、エリアごとの警備開始／解除ができます

6 芯（または 4 芯）接続距離 最大 1200ｍ以内

カードリーダー 2 台仕様で非常通報装置を効率よく運用する
操作と表示は割り当てられたエリアのみ

長所
１）ビル管理など、２ヶ所の警備先が存在する場合、１台の非常
通報装置を２警備先に割り当てて監視することができます
２）共有部を設定し、２ヶ所の警備先がどちらも警備開始になっ
たら自動的に共有部も警備開始にすることができます
このとき、共有部の戸締り監視は設置のどのカードリーダー
でも確認ができます
３）カードリーダーでの確認は警備先ごとに行えます
6 芯（または 4 芯）接続距離 最大 1200ｍ以内

複数台カードリーダーを設置し、警備先を個別に操作する ( 最大 8 台まで )
操作と表示は割り当てられたエリアのみ

操作と表示は割り当てられたエリアのみ

6 芯（または 4 芯）接続距離 最大 1200ｍ以内

長所
１）非常通報装置１台で、各警備先を独立し、それぞれに割り当てられたカードリーダーで個別に独立して警備開始／解除が行えます
２）カードは警備先ごとに、登録枚数（最大 4000 枚）を等分した枚数を利用 * できます（*4 台設置時は最大各 1000 枚、8 台設置時は最大 500 枚）
３）各警備先のカード種類が FeliCa 系、MIFARE 系、社員の携帯電話など混在していても登録、利用が可能
４）新規発行カードにかかる経費の削減、利用者の新たなカード所持負担もなく利用できます
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M06-S8E ˨̵̵̧̆˽̵ƈM06-S8E
96(W)Ć130(H)Ć27(D)mmƈ᎓ 200g
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13.56MHz ᭹ណ IC ˨̵̵̧̆˽̵ӈᘷ
ƍኑᯌ
1ƂFeliCa ᎏƓSuica/ICOCA/PASMO/SUGOCA/TOICA/Kitaca/PASPY/nimoca/ʵˊʑʗ˙/PiTaPa ዾʴΦᥨᎏɱʐᶲᶩ᷃ᶰᶧᶷᶩɱFeliCa ξණቅـឭʰʯ
2) MIFARE ᎏƓISO14443Atype 3ƂIC ۶ᦀᤀүឦឭ
͜ᦼԙᄄʭʓʰʊूᇁʒʈː˄ʟ
4ƂISO15693Ɠ̒ˠ̧̀̔˶ቅᝉɱTI ቅᝉԙᄄפ
៝גᢸᭆʒ 4Ǘ8cm ʮ᭹चʱ᫅ʊʴʒ။᫅ʭʟ
च༝Ɓ20ǦƂʭ 30mmǗ40mm
˨̵̆˼ˡ̔ʱˎːᖆफʴࣽʒᄀʞ˄ʟ
಄ ݸ4,000 ೌ
ᆄᩲʵ M0601A ᭹चᥨܢᑔಙϰʭᜊʌ
SETƓᏬᕢ LEDƁᠦѰᫌƓ࿙࿇ƈᠦѰឍᬇƓ࿇Ƃ
EMGƁࣹƂ/רƓᢝᕢ LEDƁᄫचᆃᄀషƓ࿙࿇ƈรचƓ࿇Ƃ
EMGƁרƂƓᢝᕢ LEDƁᄫचᆃᄀషƓ࿙࿇ƈรचƓ࿇Ƃ
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EMG()רʵɱӀಇᦼឥࠪషʱʵӀಇᦼʦʗʴᄫचቃʮʰː˄ʟɲӀಇᦼឥࠪʒʛ˒ʬʊʰʊװܣʱʵɱͯ״షʱ࿙࿇ʝ˄ʟ

RDYƓᏬᕢ LEDƁ᭐༽ ON షƓ࿙࿇/OFF షƓ࿇Ƃ
CRD1ƓᏬᕢ LEDƁ࿙࿇᎓ 2 ቷ࿇Ƃ CRD2ƓᏬᕢ LEDƁ̵̧˽̵ՠϷͳƓ࿙ཏƂ
ᮣ˵̵˸̞̀ݠƓM0601Aɻ_Eɼ᭹चᥨܢᑔಙϰʱˎˑ ˶̵̑˨̵ƓӈᘷƁ28Ǿ̒ˠ̨̝˰̵̰Ƃ
ᮣ ᧺ ៣ ƓM0601Aɻ_Eɼ᭹चᥨܢᑔಙϰʴᦼݰᄄ̵̧̢̙̝ʱˎˑ(RV5)
1)ཛྷඥᥬ
ඥᥬʭʵʈː˄ʡ˙ 2)͢ᦼಙϰʮͣᦼˮ̵˶ʱԋᭆƁዟࠄץʵͣᦼˮ̵˶ʱឥѰƂ
3)Ɗлᄄ܅ឥ̙̀ˬ˶גρƁPanasonic ᭐ࣸᝉƂʱ಄ᦕ 4)ᥨᏱךƓ26(W)Ć15(H) ͣᦼˮ̵˶ѥ
5)ʊʥʠˏᇴƓˮ̵˶ʴ᫊ᫌᇴʱˎˑ 6Ƃ̨̛˾˻̵̰ឥࠪʒৌᝯ
DC10ǗDC16Vƈ᎓110mAƁᥨचషƓat DC14VƂ
ƍᕲ˄ʥʵƏᕲ ȩƄB,Ȫ0V,ȫLAN+,ȬLAN-,ȭSP+,ȮSPLAN ˮ̵̨̓ᄄ 0.5mm ֢Ᏹ
ৌʠᶹᶩᶴᶻᶰᶧ᷐᷃ᷕ(0.5SQ ኆॄʴ֢Ᏹ)˘ЂᄄʝʬͣʛʊƁЇƓ಼ΫΫ͡᭐ᏱɱNETSTAR SPC-73D,0.5mmĆ4PƂ
Ђᄄפᓞᢸᭆӈʭˈ SP ˘ԙᄄʟˑװܣɱᢸᭆˊᝍץᏐషʰʯʱˎːᮣݠʒʛʕʰˑ৽˒ʒʈː˄ʟ
಄ ݸ1200m ωӈ
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発売・製造元

株式会社 メ

MEL ウェブサイト

ル

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 5-5-1

お問い合わせ先
受付時間

http://www.mel.co.jp
048-444-6019

9:00 〜 12:00

13:00 〜 17:30( 土･日･祝祭日および弊社休業日除く )
本カタログの内容は、2010 年 5 月現在のものです。

