
用途
優 れ た パ フォ ー マ ンス と 信 頼 性 、洗 練 さ れ た 控 え め な デ ザイ ン の 
ThinLine®Ⅱ プロキシカードリーダーは、耐候性、耐久性に優れた完全密封
タイプの 2 分割エンクロージャに収納されています。

特長
w  着脱式カバーの採用で取り付け・保守作業が容易。

w  インターフェースは Wiegand とクロック&データから選択可能。

w  高い信頼性、安定した読み取りレンジ特性、そして省電力。

w  マルチカラー LED、LED およびブザーの内部制御・ホスト制御を標準装備。

w  金属部に直接取り付けることも可能。読み取りレンジヘの影響は最小限。

w  4 種類の色から選べ、どんなオフィスデザインにもぴったり。

ACCESS reliability.

プロキシカードリーダー • ウィガンド 5395 (Wiegand) クロック&データ 5398 (Clock-and-Data)

125 kHz 近接カードリーダ

ThinLine® II リーダー
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ThinLine® Ⅱ リーダーはシングルタイプの配電ボックスに 
簡単に取り付けられます。金属部に直接取り付ける場合も、
読み取り範囲性能ヘの影響は最小限です。

プロキシカードを認識すると、LED が赤から緑の点滅に
変わり、認識音が鳴ります。マルチカラー LED とサウンドは
ホストシステムからの個別制御も可能です。

電源が入るとリーダーの内部テストルーチンが働いて、
セットアップ構成の確認・検証、LED とブザーの内部・
外部制御の確認、リーダーの動作初期化を行います。 
外部ループバックテストでは、試験装置を使用せずに 
リーダーの出力・入力の検証を行うことができます。

ThinLine II リーダーは頑丈で耐候性に優れたポリカーボ 
ネート製エンクロージャに密閉。厳しい環境にも悪質ない
たずら行為にも耐える設計で、どんな場所でも信頼性の
高いパフォーマンスが得られます。

どんな Wiegand プロトコルアクセス管理システムにも 
インターフェースで接続可能。出力データは Wiegand  
フォーマットで、クロック&データ磁気ストライプフォー
マットのオプションもあります。クロック&データ磁気 
ストライプ出力を使用すると、データ、クロック、カードの 
TTL レベル出力を使って TrackⅡ磁気ストライプデータを
読み取るタイプのシステムとの接続が可能となります。

1,370 億種類以上のユニークなコードが認識可能です。

ThinLineⅡリーダーは材質および製造上の欠陥に対し出荷
後日からの永久保証。(詳細は保証書類をご覧ください。)

基礎部品番号: 5395 Wiegand インターフェース
基礎部品番号: 5398 クロック&データインターフェース
内容: 3 色 LED、内蔵サウンド オン

・色 (白、ベージュ、チャコールグレー、黒)
・LEDおよびサウンド操作
(オプショナルの明細および関連部品番号については 

「ご注文の仕方」ガイドをご参照ください。)

特徴

最大* 読み取り範囲 (典型値)
ProxCard®Ⅱカード: 5.5 インチ (14cm) まで
ISOProx®Ⅱカード: 5 インチ (12.5cm) まで
ProxKey™Ⅱキーポケット: 2 インチ (5cm) まで
ProxCard®Plusカード: 1.5 インチ (3.7cm) まで
SmartProx™カード: 2.5 インチ (6.2cm) まで
*現地取り付け条件に基づく。

寸法
4.70×3.00×0.68 インチ (11.9×7.6×1.7cm)

材質: ポリカーボネート UL94

電源
DC5~16V
リニア電源推奨

電流条件
平均: 40mA (DC5V) ; 50mA (DC12V)
ピーク: 60mA (DC5V) ; 120mA (DC12V)

使用温度
-22°F ~ 150°F (-30°C ~ 65°C)

使用湿度
0 ~ 95% (相対湿度)、結露のないこと

重量: 3.3オンス (94g)

送信周波数: 125 kHz
励磁周波数: 125 kHz

認証
カナダUL294 登録:
アクセスコントロールシステムユニット
FCC承認 (米国)、国家認証 (カナダ)、CEマーク (ヨーロッパ)
タイプ認証 (英国)、タイプ認証 (ドイツ)
C-Tickマーク (オーストラリア)、EMC (ニュージーランド)

ケーブル距離
Wiegandインターフェース: 500 フィート (150m)
Clock-and-dataインターフェース: 50 フィート (15m)
推奨ケーブルは ALPHA 1295C (22AWG) フルシールド 
5 芯より線または同等品。
場合により LED やブザーの制御用にラインの追加が必要
となります。
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