
Key Cube® 5S
管理ソフトウェアいらずの簡単運用で、シンプルな 5ホルダータイプの鍵管理機。

もっと高度なセキュリティ対策ならKey Cube®  
※裏面をご覧ください。



比　較

CSVファイルで簡単運用

開扉しなくても鍵の有無が
確認できるLED表示

キャビネットにも収納できる
コンパクトサイズ ネットワーク運用も可能

かんたん運用
CSVファイルで簡単運用

導入のその日からご使用いただけるよう、同梱のUSBメモリ内にCSVファイルを登録して管理ができる簡単設計となっています。認証にはFeliCaとMIFAREの2種類の非接触型ICカードが対応しており、社員
証や交通系ICカードなどの身近なカードをご使用いただくこともできます。専用の管理プログラムを使用しないことで、インストール時のトラブルや、管理PCのOS・ブラウザのバージョンアップなどによる運用障
害もありません。Excelやメモ帳等の使い慣れたソフトウェアの単純機能で利用者情報の登録を可能にしています。

Key Cube 5SとKey Cube Infinityの仕様比較

オフィスなどでよく使用される壁面収納庫（キャビネット）に収納で
きるコンパクトサイズです。鍵管理機を収納したキャビネットを施
錠することで二重のセキュリティが保たれ、より安全に運用してい
ただけます。

ネットワーク運用をする場合は、ブラウザを利用して直接本体にア
クセス。上図のプログラム画面が立ち上がり、PCで作成した利用
者・カード・権限情報のCSVファイルをネットワーク経由で本体に
送信することができます。 また、履歴情報は本体からCSV形式の
データを取得し、PCで閲覧可能です。
ネットワーク環境の設定をしなければ、従来どおりUSBメモリを使
用するスタンドアロン形式としての運用も可能です。

カードリーダーの下部には、鍵ホルダーの番号と対応したLEDラ
ンプが付いており、扉を開けなくても鍵の貸出状態を判断できま
す。赤く点灯している番号が貸出中のサインです。

登録時
利用者・カード・権限の登録は、USB
メモリに利用者情報を入力した
CSVファイルを登録することで行え
ます。情報を登録したUSBメモリを
本体に差し込むだけで設定は完了
です。

運用履歴取得時
USBメモリにCSVファイルのデータ
を抜き出すことができ、PCで閲覧可
能です。履歴は本体内に1万件まで
記録でき、USBメモリを本体に差し
込んだタイミングでメモリ側に書き
込まれます。

かんたん確認
開扉しなくても鍵の有無が確認できるLED表示

かんたんネットワーク
ネットワーク運用も可能

かんたん収納
キャビネットにも収納できるコンパクトサイズ

Key Cube®  5S

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）
KeyCube5／KeyCube5S用　ICカード 814-57 追加カード ¥9,000
※旧KeyCube5でもご利用いただけます。

非接触ICカード（MIFARE・5枚）

種　別 品　番 本体価格（税抜）
カラーホルダー各色 各　色 ¥1,000

※ご注文の際は色とホルダー番号をご指定ください。

カラーホルダー

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）
KeyCube5S 814-10 ¥225,000
壁掛け金具　オプション 814-67 ¥20,000

●ホルダー：5個（黒） ●登録人数：最大1000人 ●電源：AC100V（電源ケーブル2m） ●外部インターフェス：LAN（RJ45・
10/100Base）・USB（TYPE・A）USBメモリで使用 ●対応ICカード：FeliCa（IDM）MIFARE（UID） ●非常開錠機構あり
●セキュリティワイヤー対応 ●カラーホルダー（赤／青／黄／茶）オプション ●壁掛け金具　オプション ●筐体材質：スチー
ル ●外寸：W418.9×H256.8×D184.5㎜（置台含む）／壁かけ設置時：W418.9×H250×D120.2㎜ ●重量：約5㎏
※カラーホルダーをご要望の場合、色とホルダー番号を指定していただきます。
※机上設置用の置台が標準で付属します。
●同梱品：ホルダー（黒）5個、ワイヤー5個、ICカード（MIFARE UIDコード記載）5枚、保証書、操作説明書、USBメモリ

KeyCube5S

オプション
カラーホルダー（左から茶、黄、青、赤、黒）

開扉状態

仕様 機種 Key Cube 5S Key Cube Infinity

コンセプト かんたん設定、わかりやすく 便利に使いやすさを追求

カードリーダー部 FeliCa（IDM）／MIFARE（UID） FeliCa（IDM）／MIFARE（UID）／TYPE B／
ISO15693

登録人数 1,000人 9,999人
管理PCとの接続 USBメモリ接続／LANケーブル接続 USBメモリ接続／LANケーブル接続

仕様 機種 Key Cube 5S Key Cube Infinity

収納ホルダ数 5 5／10／15／20／25／30
ホルダ色 黒（標準）／茶／青／赤／黄（オプション） 黒／茶／青／赤／黄（選択）
認証方法 非接触ＩＣカード 非接触ＩＣカード、暗証番号
重量 約5kg 約9kg～15kg

外形寸法（㎜） W420×H250×D120 W420×H250～580×D120

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜）
KeyCube5S用LAN対応CD 814-11 SKN-50Sa-CD ¥28,500

LAN対応CD

※ネットワーク運用時必須（1枚／台）



鍵の状況はタッチパネルで確認可能。運用に合わせてホルダー数が選べるコンパクトな鍵管理機。

もっと簡単なセキュリティ対策ならKey Cube® 5S

Key Cube® 
※裏面をご覧ください。
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多彩な認証方法で運用 USBメモリで一括管理タッチパネルで簡単操作 人感センサー搭載
認証は非接触ICカードや8桁までの暗証
番号を組み合わせて行います。

利用者情報や履歴データは暗号化して
USBメモリで送受信します。

5インチの液晶タッチパネルで、鍵の持ち出
し、返却状況等の確認、操作が可能です。

センサーが60秒間人の動きを感知しない
場合、自動で画面表示が消えます。

Key Cube® 

機種
仕様 Infi nity-NX5 Infi nity-NX10 Infi nity-NX15 Infi nity-NX20 Infi nity-NX25 Infi nity-NX30

制御部 Linux
表示部 静電容量式5インチタッチパネル

カードリーダー部 Mifare,Felica,TypeB,ISO15693対応(ICにエンコードされた情報での認証も可能)
認証方法 ICカードのみ、ICカード＋暗証番号、暗証番号のみ、二者認証可能
登録人数 9,999人
利用履歴件数 10,000件
管理PCとの接続 USBメモリ接続／LAN接続（ネットワーク対応モデル）
収納ホルダー数 5 10 15 20 25 30
ホルダー色 黒／茶／青／赤／黄（選択）
対応OS Windows7以降
消費電力 最大80Ｗ
重量 9㎏ 10.5㎏ 11㎏ 12㎏ 14㎏ 15㎏

外形寸法（㎜） W420×D120×H250
（5ホルダーは最下段目隠し板）

W420×D120×H415
（15ホルダーは最下段目隠し板）

W420×D120×H580
（25ホルダーは最下段目隠し板）

電源 ＡＣ100Ｖ（電源ケーブル２ｍ付）
設置方法 壁取付式（取付板は標準添付品）／机上などに据え置く場合は卓上置台（オプション）

赤くマーキングされたボタンをタッチすると直前
にホルダーを持ち出した人の情報を表示。青の
ボタンをタッチすると直前にホルダーを返却し
た人の情報を表示。

側面のUSBインターフェース。

開扉状態（Infi nity-NX10）

カードをかざして前扉を開扉すると、取り出し権限のあ
るホルダー脇の赤いLEDライトが点滅します。

タッチパネル

貸し出し中のホルダーは
赤くマーキング。

種　別 注文番号 品　番 本体価格（税抜） 備　考
５ホルダー 814-12

OPEN 設置は壁取付式。USBメモリ同梱。
ネットワーク対応モデルもございます。

１０ホルダー 814-13
15ホルダー 814-14
2０ホルダー 814-15
25ホルダー 814-16
30ホルダー 814-17

KeyCube Infi nity（USBメモリ接続モデル）

● 同梱品：ホルダー（標準黒）、ワイヤー、保証書、管理ソフトウェア収録CD（インストーラー、操作説明書を併せて収録）、壁掛け金具、USBメモリ
※ネットワーク対応モデル用の管理プログラムは別途有償

種　別 本体価格（税抜）
Infi nity 卓上置台 OPEN

KeyCube Infi nity 卓上置台（オプション）

 ※注文時に本体のホルダー数をご指定ください。 

※ホルダー色は黒・茶・青・赤・黄から選択可能です。指定のない場合、すべて黒となります。


