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1. システム概要と特徴

■ 本システムは、顔認証リーダーと入退管理コントローラー、
それを管理統合する専用ソフトウェア『 GV-ASManager 』で構成された
小規模から、複数拠点の大規模向けまで幅広い運用が可能な顔認証入退管理
システムです。

オフィス 小型店舗・施設 大型店舗・施設 ビル 工場

■ 出勤時の入室履歴と退勤時の退室履歴を残すことで、勤務時間を集計する
ことが可能です。

■ タイムカードの形で作成できるので、社員全員の勤怠記録を把握すること
ができます。
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■ ご要望に合わせて、ドアの認証方式を選べます。
本資料ご提案の顔認証リーダーの他に、非接触ICカードリーダー（テンキー付き）
や、QRコードリーダーなどもございます。

1. システム概要と特徴

■ 既存システムの追加など、他社製入退室システムとの連携が可能。
電気錠付のドアと連動することができます。
※要検証が必要となります。

火災警報
システム

ランプやブザー 電気錠・自動ドア 防犯カメラ

カード QRコード

暗証番号
顔認証
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 1台のGV-ASManager（管理用ソフトウェア）で最大1000台のGV-ASコントローラー
（ドア制御機器）を管理・制御

■4つのアクセスモードに対応︓カードのみ・カード+PINコード・カードまたはコモンモード・
リリースモード

■利用可能なアラーム︓ドアの開放、強制侵入、アクセス拒否、緊急コード、火災警報
■GV-ASコントローラーでは最大100,000枚のカードに対応
■入/出管理︓アンチパスバック機能・ツーパーソンルール・スケジュール設定
■システムユーザー︓最大1000人
■Webブラウザー接続︓最大100台

■照合端末︓顔認証リーダー（DS-K1TA70MI-T、GV-FR2020、JVS-SC01）
その他︓非接触カードリーダー・テンキー内臓非接触カード⁻リーダー・QRコードリーダーなど

■照合方式︓顔認証カメラまたは非接触ICカード（Mifareカード）

※FeliCaカードをご利用いただきたい場合はご相談ください。

1. システム概要と特徴
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2. システム構成例
※システム構成図は一例です

ドア制御ケーブル

顔認証カメラ付
カードリーダー

電磁式電気錠

UTP(LAN)
ケーブル

GV-AS4110
ドア制御コントローラー

カード情報ケーブル

顔認証リーダー

スイッチングハブ

スイッチングハブ

ルーター

ルーター

インターネット

事業所 1

GV-ASManager
入退室管理用ソフトウェア

GV-TAWeb
勤怠管理用ブラウザ
ソフトウェア

管理本部

各事業所
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※システム構成図は一例です。

2. システム接続例

電磁式電気錠

ドア（入室用）

ドア（退室用）

DS-K1TA70MI-T
顔認証付カードリーダ

GV-ASManager

入退室管理用ソフトウェア

GV-AS1620

ドア制御コントローラー

GV-APOE0400
POEハブ

UTP(LAN)
ケーブル

UTP(LAN)
ケーブル

ドア制御ケーブル

カード情報ケーブル

GV-TAWeb
勤怠管理用ブラウザ
ソフトウェア

DS-K1TA70MI-T
顔認証付カードリーダ
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ドアの開錠方法
が選べます︕

GV-R1325

Mifareカード対応
カードリーダー

カードで開錠したい カードまたは暗唱番号で開錠したい

GV-RK1325 GV-RKD1325

カード認証時の状況を撮影したい

GV-CS1320

カードリーダー
（Mifare）

+
パノラマカメラ内臓

+
ドア制御コントローラー

カード（Mifare）+ 暗唱番号リーダー

QRコードまたはカードで開錠したい

GV-QR1325

QRコード
+

カード（Mifare）
リーダー

顔認証で開錠したい

GV-FR2020 JVS-SC01

顔認証+カード（Mifare）
+ 暗唱番号リーダー

顔認証カメラ

3. 選べる認証リーダー

DS-K1TA70MI-T

顔認証+
カード（Mifare）リーダー

リーダーは用途に合わせて選べます。
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■ 入退室管理をおこないたいドアの数によって制御コントローラを
お選びいただけます。

1ドア制御コントローラー

GV-AS1620

Wiegandカードリーダー ×2

GV製リーダー ×2
(RS-485 / ネットワーク経由）

2ドア制御コントローラー

GV-AS2120

Wiegandカードリーダー ×4

GV製リーダー ×8
(RS-485 / ネットワーク経由）

4ドア制御コントローラー

GV-AS4110

Wiegandカードリーダー ×8

GV製リーダー ×8
(RS-485 / ネットワーク経由）

8ドア制御コントローラー

GV-AS8110

Wiegandカードリーダー ×8

GV製リーダー ×16
(RS-485 / ネットワーク経由）

4. 選べるドア制御コントローラー
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5. 入退室管理用ソフトウェア
GV-ASManager メイン画面概要

メニューバー

ツールーバー

操作命令を大項目で
分けドロップダウンで
さらに細かい命令が
表示されます。

機能を割り当てた
アイコンの表示。
機能を即座に呼び出せ
ます。

ドア制御
コントローラー
接続中のコントロー
ラーを表示して現在の
状態を確認できます。
ドロップダウンリストで
設定の変更も可能です。

カメラリスト

接続中のカメラのリストを
表示します。
※防犯カメラ連動時のみ

必要に応じてメイン画面のレイアウトを変更することが可能です。

イベント
モニター

ドアの監視されたイベントを
表示します。
解錠・施錠・開扉・閉扉など

アクセス
モニター

ドアのアクセス状況を表示します。
誰が・いつ・どこへ入ったかをリ
スト化します。
※防犯カメラ連動時、周辺状況の
撮影が可能です。 ライブ映像

接続中のカメラ1台
のライブ映像を表示
します。
※防犯カメラ連動時
のみ

再生映像

録画されたイベント
を再生します
※防犯カメラ・
レコーダー連動時
のみ

マルチビュー

複数の接続中カメラ
のライブ映像を表示
します。
※防犯カメラ連動時
のみ
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6. 勤怠管理用ブラウザソフトウェア
GV-TAWeb タイムカードリスト画面概要-1

従業員全員の出退勤時間をリスト化できます。
・日付・役職・部署での検索が可能です。
・遅刻・残業・早出・早退などの条件でも検索が可能です。

■ タイムカードの必要がなく、入退室するだけで勤務時間の把握
ができます。

【タイムカード リスト】

リストの出力ができます。

・CSV
・HTML
・PDF
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6. 勤怠管理用ブラウザソフトウェア
GV-TAWeb 従業員タイムカード画面概要-2

【従業員タイムカード 】

従業員の個別の詳細なタイムカードを表示します。
遅刻・早退・残業など勤務状況も把握ができます。
・日付・役職・部署での検索が可能です。

リストの出力ができます。

・CSV
・HTML
・PDF

■ 毎月の総務のタイムカード集計がより効率化されます。
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7. システム機能のご紹介（例 1）

■ ご利用の用途によってさまざまな運用・管理がおこなえます。

ドアの認証スケジュールを時間・曜日で設定することができます。
例)10時～16時の間は、ドアを開けたままにしたい。

セキュリティがかかった状態 セキュリティがかかった状態ドアの開放状態
（セキュリティなし）
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7. システム機能のご紹介（例 2）

■ ご利用の用途によってさまざまな運用・管理がおこなえます。

リスト、及びMAP表示でカード保有者（従業員）がどこにいるかを
把握することができます。
ドアごとの履歴・全体の履歴の表示が可能です。
マップ上からドアの開錠をおこなうことが可能です。
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7. システム機能のご紹介

■ ご利用の用途によってさまざまな運用・管理がおこなえます。
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お問合せは トーカイセキュリティへ

創業1981年 ISO9001認証取得

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル３A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL： https://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurity.net

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

革新性と独自性貫く

ISO9001認証取得
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