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Akuvoxとは



スマートインターフォンのグローバル
リーディングカンパニー
Akuvox社は、スマートインターフォン、スマート入退出管理機器とソリューションを提供
するグローバルリーディングカンパニーです。コミュニケーション、セキュリティ、利便性を
追求し人々の生活を向上させることを使命としています。

Star-netグループ
Akuvox は、年間売上1800億円の通信大手Star-net のグループ会社であり、
中国の大手ICTソリューションプロバイダーです。

1996年設立 年間売上1800億円

4000人以上の研究開発エンジニア 70,000㎡以上の製造工場
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ユーザーに最適な最先端の
インターフォンシステム

他システムとの連携も
可能なインターフォンシステム

様々な環境で使用可能な
インターフォンシステム

スマートインターフォンのパイオニア
Akuvoxは AI、クラウド、Android、SIP、セキュリティ、最先端技術を
駆使し、業界に画期的な変化をもたらします。スマートインターフォンとソ
リューションの組み合わせを提供することで、より多くの人のスマートライ
フに貢献します。 SIPAndroidAI クラウド セキュリティ
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スマートインターフォンの利点



スマートインターフォンの利点：AI
最先端のAIテクノロジー

顔認証技術
高度なオフライン顔認証により、個人を顔データにて特定しま
す。なりすまし防止機能により、写真や動画を使用した不正
認証も防ぐことが可能です。また、顔認証データは、認証時
に毎回更新されるため、顔の変化にも追随していきます。

ボイスコントロール
ボイスコマンドでインターフォンを操作します。ボイスデータはオ
フラインで直接処理されるため、オンラインと比べ、高速でかつ
安全に利用可能です。

画像認識による転倒検知・通知
画像認識技術とディープニューラルネットワークの相乗効果に
より、インターフォンで高齢者の家庭内での安全確保に貢献しま
す。

05



スマートインターフォンの利点：クラウド

SmartPlusアプリ

リモート：いつでもどこでもインターフォンや訪問履歴に
アクセス可能
柔軟性：あらゆる規模のシステムに対応したリモートサービスとメ
ンテナンス
安定性：24時間365日のログ管理、毎月100万回以上の
監視テスト実績
セキュリティ：内部データを保護するバックアップシステム

SmartPlus は、クラウドベースのインターフォンアプリケーションで
す。インターフォンと入退出管理機器は、場所に関係なく相互に通信
し、建物をスマート化して安全にします。

クラウドサービスで世界中どこでも
インターフォンがつながる
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スマートインターフォンの利点：Android

Akuvoxのスマートインターフォンをホームオートメーションやセ
キュリティシステムなど、他システムと簡単に統合させることができ
ます。

AkuvoxのAndroidのシステムはとても使いやすく、システムの
高い柔軟性により、お客様のニーズに合わせたオーダーメイドのカ
スタマイズサービスを提供することが可能です。

室内モニターは、GooglePlayストアからAndroidアプリや
デジタルコンテンツをインストールすることができます。

Akuvoxスマートインターフォンは、Crestron、Control4、
KNX等ホームオートメーション機器と相互運用が可能です。

Androidで様々なサービスとの統合
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スマートインターフォンの利点：SIP

スマートフォン

IPテレビ電話

インターフォン

室内モニター

コミュニケーションの向上

ユニバーサル IPであるSIPをベースにしているため、
拡張性が高く、大規模施設にも導入可能です。
また、操作やメンテナンスがしやすく、電話システムへの組
み込みも可能です。

クリアな音声と鮮明な映像

SIP対応IP電話などシステム間での
通信が構築可能

携帯電話や固定電話などの
デジタル電話機器の利用も可能
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スマートインターフォンの利点：セキュリティ
連携でセキュリティを強化

Akuvoxのスマートインターフォンは、火災報知器等をは
じめとするさまざまな警報システムと柔軟に連携し、ホー
ムセキュリティを強化することが可能です。
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Akuvoxは、お客様により高い
セキュリティと利便性のニーズを
満たすべく、パートナー企業と
連携し、スマートインターフォンと
入退出管理システムを提供して
います。

免責事項：Akuvox以外のすべてのロゴ、ブランド、製品名は、各社の商標または登録商標です。

最先端の技術力をもったパートナーと共創

I P電話ホーム
オートメーション 映像管理システム

入退出管理
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スマートインターフォン製品



ドイツデザイン

ハイエンド・スマートインターフォン

IK10 耐破壊性評価 顔認証

12



Akuvox X915S
顔認証Androidインターフォン

8インチのフルカラータッチディスプレイと超広角カメラを搭載顔
認証
写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
メインカメラにはHDRモードが内蔵され、様々 なハイコントラストシーンに対
応可能
IK10規格に完全準拠
顔認証、カード認証、暗証番号認証、QRコード認証など
複数の認証方法に対応
誘導ループアンテナとの連携機能を搭載

重さ：5kg

高さ：40cm

Android 9.0

PoE+ IP65

Wiegand

IK10
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インターフォン



R29C

R29C
世界初の顔認証インターフォン

顔認証

非接触エントリー

洗練されたUI
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Akuvox R29C
顔認証・QR認証カメラ付き IP液晶集合玄関機

手袋にも対応する7インチのタッチスクリーン
あらゆる環境に強いアルミボディ
デュアルカメラ：IR付き広角120° 3MPカメラ&1MP補助カメラ
複数の入退出管理方法が選択可能：顔認証、QRコード、暗証番号、
13.56MHzおよび125kHzのカードキー
幅広い温度帯での利用が可能(-40℃ ～ 55℃)
ブラックカラーもラインナップ

Android 5.1

PoE IP65

Wiegand

IK06

表面取り付け金具 壁埋め込み金具
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E16
顔認証インターフォン集合玄関機
スマートインターフォンを
導入して建物をスマート化しましょう

顔認証

リモートアクセス

体温検知（オプション）

E16
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モバイルアプリ 顔認証 NFC

QRコード 暗証番号 ICカード

Akuvox E16C
顔認証インターフォン集合玄関機

5インチのフルカラータッチディスプレイと超広角カメラを搭載顔
認証
写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
SIP通信による、信頼性の高い双方向の音声通信とテレビ電話を実現複数
の入退出管理方法に対応：顔認証、カード認証、暗証番号認証、 QRコー
ド認証
設置スタンド利用可能（オプション）
体温検知機能（オプション）
PoEまたはAC電源による電源供給

PoE IP65

WiegandLinux
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省スペース IP65 スマート
ホーム統合

カメラ付きIP玄関子機
コンパクトでスタイリッシュ、そして用途が広く
あらゆる玄関に最適

E12

E12
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Akuvox E12
カメラ付きIP玄関子機

ライブ映像
クラウドまたはオフラインでの利用
防水性
モバイルアプリとの互換性
Wi-Fi機能（オプション）

PoE IP65

WiegandLinux
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Akuvox R29C-L
LTE搭載 顔認証IP液晶集合玄関機

手袋にも対応する7インチのタッチスクリーン
あらゆる環境に強いアルミボディ
デュアルカメラ：IR付き広角120° 3MPカメラ、
1MP補助カメラ
複数の入退出管理方法に対応：顔認証、暗証番号、
13.56MHzおよび125kHzのカードキー
SIMカード使用で、取り付け場所を選ばない施工

Akuvox R29C-B
体温検知機能付き IP液晶集合玄関機

手袋にも対応する7インチのタッチスクリーン
あらゆる環境に強いアルミボディ
デュアルカメラ：IR付き広角120° 3MPカメラ、
1MP補助カメラ
複数の入退出管理方法に対応：顔認証、暗証番号、
13.56MHzおよび125kHzのカードキー
体温検知
屋内使用のみ

Akuvox R28A
カメラ付きテンキーIP液晶集合玄関機

4.3インチ TFT LCDディスプレイ
クリアな音声と鮮明な映像
あらゆる環境に強いアルミボディ 自
動照明付き広角116° 2MPカメラ
複数の入退出管理方法に対応：暗証番号、
13.56MHzおよび125kHzのカードキー
幅広い温度帯での利用が可能（-40 ℃ ～ 55℃）

Akuvox R27A
カメラ付きテンキーIP液晶集合玄関機

クリアな音声と鮮明な映像
あらゆる環境に強いアルミボディ 自
動照明付き広角116° 2MPカメラ
複数の入退出管理方法に対応：暗証番号、
13.56MHzおよび125kHzのカードキー
幅広い温度帯での利用が可能（-40℃～55℃）
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Akuvox R20A
カードリーダー付きIP玄関子機

クリアな音声と鮮明な映像
自動照明付き広角120° 2MPカメラ
13.56MHzおよび125kHzのカードキーに対応
コンパクトサイズ

Akuvox R20K
カードリーダー テンキー付きIP集合玄関機

クリアな音声と鮮明な映像
自動照明付き広角120° 2MPカメラ
暗証番号、13.56MHzおよび125kHzのカードキーに対応
スリムサイズ

Akuvox E11R
カメラ付きIP玄関子機

クリアな音声と鮮明な映像
自動照明付き広角116° 2MPカメラ
13.56MHzおよび125kHzのカードキーに対応
コンパクトサイズ

Akuvox R20B
カードリーダー付き集合玄関機

自由に割り当て可能な5つの通話ボタン
自動照明付き広角120° 2MPカメラ
ONVIF規格に準拠し、あらゆるネットワーク監視システムと連
携可能
スリムサイズ
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イタリアデザイン AI音声
アシスタント

スマートホーム統合

ハイエンド室内モニター
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Akuvox X933
スマートホームソリューションのための
Android室内モニター

解像度1280 x 800の7インチタッチスクリーン
Android 9.0
8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能デ
ュアルマイク
Androidアプリインストール可能（オプション）
スタンドタイプ利用可能（オプション）

Android 9.0 PoE
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ハイスペック
スマート液晶室内モニター

音声アシスタント

ウェアラブルペンダントとの連携

SIPサーバー内蔵

C319



Akuvox C319
スマートホームソリューションのための
大型Android室内モニター

10インチ静電容量式IPS LCDタッチスクリーン
1MPのCMOSカメラ内蔵
HDビデオおよびオーディオ通話
Wi-Fi機能（オプション）
音声アシスタントの内蔵
8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能
Androidアプリインストール可能（オプション）
RF 433/869アプリケーションおよびAkuvoxEP10に対応（オプション）

Android 9.0 PoE

表面取り付け金具 壁埋め込み金具
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C315
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スマート液晶室内モニター

クリアな音声と鮮明な映像

スマートホーム統合

スリムでコンパクトなデザイン

C315



Akuvox C315
Android 液晶室内モニター

解像度1024 x 600の7インチタッチスクリーン

RF 433/869アプリケーション（オプション）

8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能

Android 6.0 PoE

Androidアプリインストール可能（オプション）
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Akuvox IT83
Android液晶室内モニター

解像度1280 x 800の10インチタッチスクリーン
8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能
Androidアプリインストール可能（オプション）
1MPカメラ（オプション）
スタンドタイプが利用可能（オプション）
Wi-Fi機能（オプション）

Akuvox C313
液晶室内モニター

解像度800 x 480の7インチタッチスクリーン
8チャンネルIOとリレーでホームオートメーション連携可能ス
タンドタイプが利用可能（オプション）
Wi-Fi機能（オプション）
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クラウドベースの
入退出管理 ログ管理 複数の認証方法

入退出管理ソリューション
住宅やオフィス向けの安全かつ便利な
最先端の入退出管理
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36.2°C

Akuvox A05S
顔認証入退出管理機器

5インチのフルカラーディスプレイと超広角カメラ内蔵顔
認証
写真や動画へのなりすまし防止アルゴリズム
顔認証、カード認証、QRコード認証など複数の認証方法に対応
設置スタンド利用可能（オプション）
体温検知機能（オプション）
PoEまたはAC電源による電源供給

PoE IP65

WiegandLinux
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Akuvox A01
カードキーモデル入退出管理機器

強化ガラスとアルミニウム合金ボディ
複数の入退出管理方法に対応：13.56MHzおよび125kHzカードキー
他システムと連携可能
不正アクセス防止機能を搭載
容量：最大20,000枚のカードと100,000件のログ
コンパクトサイズ

Akuvox A02
カードキー&暗証番号モデル入退出管理機器

タッチキーパッド
強化ガラスとアルミ合金ボディ
複数の入退出管理方法に対応：暗証番号、13.56MHzおよび
125kHzカードキー
他システムと連携可能
不正アクセス防止機能を搭載
容量：最大20,000枚のカードと100,000件のログ
コンパクトサイズ
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Akuvox A092
入退出デバイス管理機器

Wiegandインターフェイス（4ポート）

２台の自動ドアに対応

リレーインターフェイス（2端子）

バックライト機能アイコン

予備電源をサポート（電池は別売）

RS485、OSDP、およびWiegandに対応

不正アクセス防止機能を搭載

容量：最大50,000枚のカードと100,000件のログ
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Akuvox SmartPlus
Akuvox SmartPlus は、スマートクラウドベースの住宅用インターフォンアプリケーションです
。スマートフォンを利用したご居住者様の入退出管理にすることで、外出先でも使用しやすく、さ
らに物件のオーナーや管理者による入退出管理も容易になります。
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SmartPlusアプリ
SmartPlusを利用することで、スマートフォンから訪問者を確認、通話、ドアの解錠、建物のエント
ランスを監視、QRコードを発行することができ、建物の出入りがより便利になります。

ドアの解錠
アプリのボタン一つで
どこにいても解錠可能

ドア解錠ログ
ドア解錠時のログを写真付きで確認

プッシュ通知
着信時にアプリが起動していなくても
ポップアップでお知らせ

テレビ電話
ライブ映像を見て、訪問者と会話

QRコード
期間限定のコードキーと
ゲスト用の暗証番号の発行

プレビュー
呼び出しに応答する前に
訪問者を確認

34
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クラウドサービス
ウェブベースのクラウドサービスは、建物の管理を大幅に向
上させる情報が集約されています。

1つのインターフェースから全部屋を管理
すべてのドア解錠ログを写真付きで確認期
間限定のコードキーと暗証番号を発行ご
居住者様にメッセージ送信

35
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Akuvox ACMS
中小企業向けの入退室管理
システム（PCベース）

従業員の情報管理
デバイス管理

入退出管理
詳細な入退出ログ管理

Akuvox Vfone
インターフォンアプリwith SIP

オーディオ/テレビ電話
リモートオートロック解除
オフラインでプッシュ通知

主要なSIPサーバーとの互換性

Akuvox SDMC
インターフォン管理用PCソフトウェア

サーバーインストール型
リアルタイムビデオ監視
入室ログ管理

メッセージや広告等の送信が可能

Akuvox FacePro
外部顔認証用データマネジメント（PCベース）
R29Cデバイスの自動検索と接続
顔画像のインポート、顔データの取り込み
R29Cとソフトウェア間の顔データの同期
R29Cの顔データの追加、変更、削除
異なるR29Cの間で顔データを共有

Akuvox Sight
インターフォンテレビ電話PCソフトウェア

マルチスクリーンビデオ監視
リモートオートロック解除

インターフォンとのオーディオまたはテレビ電話

Akuvox PC Manager
PCベースのインターフォン設定用管理ソフト

インターフォンデバイスの自動検索と接続
インターフォン構成の追加、変更、削除

インターフォンの一括設定とソフトウェアのアップグレード

36
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スマートインターフォン
ソリューション



Smart Intercom Solution

マンション・アパート 戸建住宅

Hightlights of Akuvox Smart Intercom Solution
戸建て住宅におけるテレビ電話、オートロック解除、 ア
ラームプッシュ通知およびメッセージ送信などの見守り

クラウドサービスからPCブラウザでのリモートメンテナンス

大規模なマンション全体の通信システムを構築
スマートフォンアプリと携帯電話・固定電話のどちらも選択可能ホ
ームオートメーション、ビデオ監視、施設管理システムと連携エレ
ベーターを制御し、許可された階のみアクセス可能

生活スタイルの変化により、現代の生活には、
より高いセキュリティと利便性が求められています。
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Solution Overview
マンションをリモート管理する総合システム

施設マネジメントプラットフォーム：
リモートシステム管理

AkuvoxSmartPlus

SmartPlusアプリ

X933
X933

E21A

E11R

A05S

X933

R29C

X933

共有施設：
緊急通話

外出中•お部屋外：
アプリにてテレビ電話、リ
モートオートロック解錠

マンション自動管理：
ホームオートメーションの統合
エレベーター制御

マンションのドア：
入退出管理
エントランス管理

マンションのエレベーター：
エレベーター制御

マンションのエントランス：
入退出管理
エレベーター制御

X915S

テナント商業施設：
サービス対応通話

メインゲート：
入退出管理

管理室：
サービス対応通話
緊急通報受信・通話

マンション付帯施設：
サービス通話
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Smart Intercom Solution
オフィス&商業施設

世界経済の急速な変化に伴い、企業は競争力の向上、コスト削減、生産性の向上などのビジネス上の課題を克服する必要があります。人々と
テクノロジーが連携することでビジネスの潜在的な成長を最大化するために、インターフォンテクノロジーが必要です。

Highlits of Akuvox Smart Intercom Solution
顔認証、暗証番号、事前配布できる QR コードなどの多彩な認証方法を使用し、遠隔でのオートロック操作で無人運営入室
制限、電話、ビデオ監視、および入室時間管理システムを統合

不在時に外出先でも来客対応ができるスマートフォンアプリ
商業施設、物流施設、病院など様々な施設で入室管理システムとして総合的に利用
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Solution Overview オフィス•施設無人受付サービス

各従業員デスクIP電話

入室時間管理

ビデオ監視

アクセス許可管理

SmartPlus
スマホアプリ（各従業員）

外出時

社内入室管理

エントランスインターフォン
入室認証

QRコード 暗証番号

顔認証RFカード

ロビー：A05S
アクセス管理
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Smart Intercom Solution
ヘルスケア

高齢化に伴い、すべての医療システムは重大な課題に直面しています。安全性、信頼性、セキュリティは、高齢
者の健康と安全な生活に重要であり、自宅にいる場合でも、施設にいる場合でも同様です。

Highlits of Akuvox Smart Intercom Solution
SIP、Android、AIを含む最新テクノロジーであらゆる人を見守るシステムを提供高
齢者向けに設計された使いやすい機器をラインナップ
緊急サービスセンターへの100%SOS信号送信（10秒未満の誤差）
SOS信号送信、オートロック解除ができるウェアラブルペンダントをラインナップ
ドアセンサーや煙探知器などのさまざまなアラームセンサーを使用して、ホームセキュリティを強化多数
のインターフォン、室内モニターのリモート操作とメンテナンス

システムをリモートアップグレード可能
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Solution Overview 住宅医療•介護•見守りサービス

緊急通報

ご居住者様の利用助けて
！

AI音声認識による
緊急通報・通話

緊急サービスセンター

ペンダントによるドアロック解除

AIスピーカー等を使用しての
インターフォンの応答

登録済み家族の
アプリへ通知・通話

ウェアラブル
ペンダントによる
緊急通報・通話

動体センサー感知による
緊急通報・通話

Akuvox室
内モニター
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Smart Intercom Solution
公共施設

都市におけるテロと犯罪が増加しているため、安全性、セキュリティ、リアルタイム情報の取得方法の問題が重要になっています。公共の安
全を守るためには公共施設、公共イベントには総合管理できる高度なインターフォンテクノロジーが必要です。

Highlits of Akuvox Smart Intercom Solution
あらゆる状況で通話ができる優れた音声品質
耐衝撃性ボディで破壊から守る筐体
ビデオ監視システムとの連携で総合管理
警報センターまたはパトロール中の警備員へダイレクトに連絡
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Solution Overview 公共施設での緊急通報•通話対応サービス

警備員：Vfoneアプリ
テレビ電話
オフラインでのプッシュ通知

通信司令室
テレビ電話
ビデオ監視

VMSとの連携

通信指令センター

公共の場：インターフォン
緊急通報・通話
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モデル X915S R29C R29C-L R29C-B R27A R28A E16C R20B

機種

表面取り付け金具
（オプション）

壁埋め込み金具
（オプション）

レインカバー
（オプション）

デスクトップスタンド
（オプション）
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アクセサリー/取り付け金具



モデル R20K R20A E12 E11R

機種

表面取り付け金具
（オプション）

壁埋め込み金具
（オプション）

レインカバー
（オプション）

デスクトップスタンド
（オプション）
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アクセサリー/取り付け金具



モデル X933 IT83 C319 C315 C313

機種

表面取り付け金具
（オプション）

壁埋め込み金具
（オプション）

レインカバー
（オプション）

デスクトップスタンド
（オプション） 有り 有り
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アクセサリー/取り付け金具



モデル A05 A02 A01 A092S

機種

表面
取り付け金具
（オプション）

壁埋め込み金具
（オプション）

レインカバー
（オプション）

デスクトップスタンド
（オプション）
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アクセサリー/取り付け金具



モデル X915S R29C R29C-L R29C-B R27A R28A E16C R20B

機種

ディスプレイ 8インチ 7インチ 7インチ 7インチ 128x32ドット 4.3インチ 5インチ ×

タッチスクリーン ○ ○ ○ ○ × × ○ ×

素材 ステンレススチール アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム プラスチック アルミニウム合金

PoE PoE+ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SIP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OS Android Android Android Android Linux Android Linux Linux
カメラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ONVIF ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wi-Fi × × × × × × × ×

暗証番号/カードキー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

顔認証 ○ ○ ○ ○ × × ○ ×

Wiegand ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体温検知 × × × ○ × × オプション ×

LTE × × ○ × × × × ×

IP仕様 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Androidアプリ
インストール ○ ○ ○ ○ × × × ×
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モデル R20K R20A E12 E11R

機種

ディスプレイ × × × ×

タッチスクリーン × × × ×

素材 アルミニウム合金 アルミニウム合金 プラスチック プラスチック

PoE ○ ○ ○ ○

SIP ○ ○ ○ ○

OS Linux Linux Linux Linux
カメラ ○ ○ ○ ○

ONVIF ○ ○ ○ ○

Wi-Fi × × オプション ×

暗証番号/カードキー ○ ○ ○ ○

顔認証 × × × ×

Wiegand ○ ○ ○ ○

体温検知 × × × ×

LTE × × × ×

IP仕様 IP65 IP65 IP65 -
Androidアプリ
インストール × × × ×
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モデル X933 IT83 C319 C315 C313

イメージ

ディスプレイ 7インチ 10インチ 10インチ 7インチ 7インチ

タッチスクリーン ○ ○ ○ ○ ○

素材 プラスチック アルミニウム プラスチック プラスチック プラスチック

PoE ○ ○ ○ ○ ○

SIP ○ ○ ○ ○ ○

OS Android Android Android Android Linux
カメラ × オプション オプション × ×

ONVIF - - - - -

Wi-Fi オプション オプション オプション オプション オプション

暗証番号/カードキー - - - - -

顔認証 - - - - -

Wiegand - - - - -

体温検知 - - - - -

LTE - - - - -

IP仕様 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用
Androidアプリ
インストール ○ ○ ○ ○ ×
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モデル A05 A02 A01 A092S

機種

ディスプレイ 5インチ × × ×

タッチスクリーン × ○ × ×

素材 プラスチック 強化ガラス 強化ガラス SGCC

PoE ○ ○ ○ ×

SIP × × × ×

OS Linux Linux Linux Linux
カメラ ○ × × ×

ONVIF ○ × × ×

Wi-Fi × × × ×

暗証番号/カードキー ○ ○ ○ ×

顔認証 ○ × × ×

Wiegand ○ ○ ○ ○

体温検知 オプション × × ×

LTE × × × ×

IP仕様 IP65 IP65 IP65 ×
Androidアプリ
インストール × × × ×
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革新性と独自性を貫く
防 犯 シ ス テ ム の 設 計 ・ 施 工 販 売
建設業許可取得・全省庁統一資格取得
創業1981年 ISO9001認証取得

お求めはこちらへ
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