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ご提案の概要

フードディフェンス対策

・ユニフォームのノンポケット化
・セキュリティカメラの設置
・入退室管理（指紋認証・静脈認証・網膜認証）

※セキュリティ（監視）カメラについては、結果の検証であり防衛にはならない機器とされて
います。

※指紋・静脈・網膜認証については、反応の個人差とレスポンスの悪さがあり運用には
適しません。

※ユニフォームのノンポケット化については、異物侵入を防ぐ効果があり採用する企業も
増えております。

弊社のポイント

弊社が永年に渡り、リネンサプライ向けユニフォーム管理で実績のあるランドリー用
ＩＣタグをユニフォームに装着してユニフォームを鍵として入退室管理を行うご提案を
させていただきます。いろいろフードディフェンスを目的とした入退室管理を検討され
る食品工場様において、弊社のご提案は避けては通れないと確信をしております。



食品工場向け入退室管理システムの概要

電気錠

子機用
カードリーダ
MTL-100K

AC100V

入退室リーダ
MTL-100

管理用PC
(オプション)

24V電源装置

トーカイセキュリティの入退室管
理は、ユニフォームに貼り付けたラ
ンドリー用ＩＣタグ、及び非接触IC
カードを利用して、電気錠等の扉周
りの機器を制御し、個人毎で入室、
退室を制限する装置です。

ランドリー用ＩＣタグをユニフォー
ムに貼り付ける事により、ユニ
フォームを鍵として機能させ、個人
毎の入退室を管理する事が出来ます。

ランドリー用
ＩＣタグ

一般的な
ＩＣカード

ICIC

コントローラー
MTL-200

LAN接続



ユニフォームのノンポケット化

ランドリー用ＩＣタグの貼付について

ランドリー用ＩＣタグ
工業用クリーニング対応で
熱にも強いのが特徴です。

耐洗ラベルで強
力に熱圧着での
貼り付けます。

非接触で
入退室管理

が行えます。

ＩＣタグを貼り付け個人識別

異物 ゴミ・埃 入室権限の無い人

相乗効果



ユニフォームレンタル導入時の登録業務の流れ

ユニフォームレンタル会社

レンタル

御社工場・管理事務所

ユニフォームレンタルをご利用の場合
ユニフォームにランドリー用ＩＣタグを

貼付ける作業を、
レンタル会社で行う事も可能です。

その場合、工場や管理事務所で行う事は、
管理するＰＣへの従業員の登録と、

従業員がどのドアを開ける事が出来るかの
権限の設定は行う必要があります。



ＬＡＮ回線を使った拡張機能

電気錠

入退室リーダー
MTL-100

この様に、扉毎のコントローラーと管理ＰＣはLAN回線
で繋げる事が出来ますので、管理個所を追加する場合

LAN回線と電源さえ確保出来ていれば、
比較的簡単に後から追加出来ます。

LAN回線

専用線

最初に正面玄関を管理・翌年に工場入場口
その翌年に機械室・薬品保管庫と事務所入口等

計画的に段階を踏まえて導入出来ます。

つまり

徐々に導入する事で、従業員の方々が
管理されているという違和感を無くし、

ＩＣタグやＩＣカードに徐々に慣れる事で
スムーズな導入が可能です。

IC



集中管理接続系統 イーサネット

ＵＰＳ

AC-100V

LAN

管理用PC

カテゴリー5ケーブル

DC24V DC24V DC24V

管理用PCとの接続
管理用PCのLANポート(RJ45) →イーサネットハブもしくはルータ →MTL-100

イーサネットケーブルはカテゴリー5ケーブルを使用

※ハブ、ルータは１０BASE-T、100BASE-TX

管理用PCのLANポートを利用し、255回線の仮想COMポートを作成します。

AC-100V DC24V

イーサネットハブ

もしくはルータ

MTL-100

電子錠



入退室管理の導入事例

例① 正面入り口のセキュリティ強化

このタイプのドアは電子錠のタイプは「モータ錠」の取付になります。

2人以上のまとまった通行を感知する共連れセンサーを導入する場合、

このドアのタイプは外開きの為、ドアの内側に設置する必要があります。

また、ドアの内側にビニールシートがあり、それが触れるとセンサーが

誤動作を起こす恐れがありますので、少し離した内側に設置します。

その際は入退室管理よりも玄関を記録中の監視カメラと連動させて、

1度に2人以上通行を行った場合の映像ログを残す事で、共連れを監視

するという方法もあります。

監視カメラと連動

共連れセンサー

入退室リーダー
MTL-100

入退室リーダー
MTL-100



入退室管理の導入事例

例② 工場入口（エアーシャワールーム）のセキュリティ強化

エアーシャワー室の入口の自動ドアを、コントローラーで制御します。

エアーシャワー室が作動中は、いくらＩＣタグを近づけても反応しない設定を行い、

動作中の自動ドアの誤動作を無くします。

出口専用のドアにもコントローラー（親機）を設置し、個別に管理します。

出口のドアは、電磁錠（マグナロック）を取りつける事になります。

エアーシャワー室

出口専用ドア

入退室リーダー
MTL-100

入退室リーダー
MTL-100

入退室リーダー
MTL-100



入退室管理の導入事例

例③ 薬剤保管庫や機械室等のセキュリティ強化

このドアは両方ともに電子錠の取付が可能です。

ランク付けにより、権限のある人しか入室出来ません。

コントローラーの位置は左右どちらかに設置するかは、現状の配線次第で

変わります。

入退室リーダー
MTL-100

入退室リーダー
MTL-100



食品工場への入退室管理の運用提案

ＩＣカードとＩＣタグ付きユニフォームの使い分け

カード＆タグ併用可能なシステムの利点を活かします。

①工場作業員の方

ユニフォームに加え、ＩＣカードを1枚支給します。

入社・退社時はユニフォームに着替えていない為、ＩＣカードで玄関の入退室を

行います。更衣室でユニフォームに着替えた際に、ＩＣカードもロッカーに入れ、

その後はユニフォームについたＩＣタグで入退室を行います。

②来客の方・事務、管理系でユニフォームに着替えない方

ＩＣカードで入退室を行います。

来客の方には、ゲスト用のＩＣカードをお渡しして管理します。

+



管理用ソフトウェア概略

●ＩＣタグ及びカード登録・設定
新規のＩＣタグ及びカードの登録、氏名等の入力、発行済の抹消・再登録を行います。
ＩＣタグ及びカードをランク付けし、ランクごとに利用制限をかけることができます。
管理用ソフトウェアのＩＣタグ及びカード登録画面にて直接設定することができます。

●パターン登録
接続されているどのコントローラを通過できるかという入室権限情報を決定するランク設定、
曜日・時刻による入室制限を行うグループ管理、曜日・時刻によるスケジュール設定による
リーダ・コントローラの操作などの条件作成を行います。

●機器操作
手動、もしくはスケジュールによりリーダの停止・不停止、解錠・施錠を個別もしくは指定した
コントローラに対し、実施することができます。

●状態監視
各コントローラからのＩＣタグ・カード使用履歴、扉状態情報、エラー履歴を収集し、画面に表
示、記録します。常時コントローラと通信を行っており、リアルタイムで各種状態を監視するこ
とができます。

●情報閲覧
各種設定情報、履歴情報はハードディスクに蓄積保存されます。閲覧機能を使い、条件設定に従
い、各種情報をきめ細かく検索・抽出し、画面表示・テキスト出力・印刷が可能です。



遠隔解錠入力

■接点入力による動作

遠隔解錠機能
接点入力を行うことにより連続解錠、一回解錠、施錠ができます。

火報連動(強制解錠)
火災報知機からの接点入力を行うことにより、強制的に連続解錠することができます。

アクティブスイッチ機能（スイッチ連動）
通常はリーダが停止している状態で、なんらかのスイッチが押されている間のみカードリーダが動作する運用が

可能です。
（例）
・ある場所に立って、赤外線センサが動作している時のみカード読取が可能
・他の工程にて個人認証が成功し、許可信号が出力されている時のみ読取が可能

アクティブスイッチ機能（警備連動）
警備システムからの接点入力を受け、リーダの停止、不停止を行うことができます。警備中は警備信号の接点が

ブレイクし、カードの読み取りができません。警備がとかれ、警備信号の接点がメイクされるとカードを読取れる
ようになります。



ランドリー用ＩＣタグのご紹介

NEW ARIO LAUNDRY
ISO15693 Small size

ARIO 340DL

●水透過性、設置環境、ノイズの影響などに最適

●ＩＳＯ標準の互換チップで供給メーカーが多数

形状の選択

コイン型

●厳しい環境下の工業クリーニングに耐える形状

●海外・国内試験と使用実績が証明

耐久性重視

●世界の実績を重視。（国内需要はこれからの市場）

●永年の実績で無償補償制度を採用

Ａｒｉｏ370-DL
スモールコイン型

ＩＳＯ１５６９３世界標準

周波数 １３．５６MHｚ

サイズ 15.5×28mm
無償補償 ５年



（オプション）鍵管理システム ＫＢＸ-4000のご紹介

【特徴】

キーホルダーにICタグが付いており、

またキー設置部分にセンサーが付いています。

これにより鍵が正しい位置にセットされているか
も、詳細に管理出来ます。

ＩＣタグだけでなく、FeliCa、MifareのICカードに対応しています。
カードをお持ちでないお客様にはユーザーID認証方式で社員
番号等ユーザー固有の番号をテンキー入力後、パスワード入
力して使用可能です。

KBX－4000はキーホルダのICタグを読み取って鍵の持出・返却を管理する鍵管理ボックスです。
ICカード、ユーザーIDとパスワードでユーザーを認証し、いつ、誰が、何の鍵を持出、返却した
かの履歴を内部メモリに記録します。

+
入耐室管理と同じ運用方法で、カードを持ち込めない工場内にも安心して設置出来ます。



（オプション）耐洗ラベル「スーパーラベル」のご紹介

○極細繊維のラベルにネームなどを印刷できます

○アイロン圧着するだけで簡単に衣服に貼付可能

○工業クリーニングでも擦れず印字が消えません

○ピンク・ブルー・イエロー・ホワイト・グリーンの各色

○食品工場用ユニフォームのネームラベルとして使用

○大型ラベルにてセキュリティーカメラの目視管理に対応

○バーコードを印字してユニフォーム管理も併用

サイズ
60mm×100mm
60mm×80mm
24mm×80mm
35mm×50mm
20mm×50mm

特 長

用途
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