
 Item       必要スペック

  最大ユーザ数 1,000 ID
 MDB 接続可能ターミナル数 30 台
データ  UNIS Client 数 3 台
ベース MS 最大ユーザ数 無制限
 SQL 接続可能ターミナル数 無制限

 Server UNIS Client 数 100 台

カメラで守る監視システム
コマ落ちなしのHD TVI / AHD なら高精細映像を既存 /新設の同軸ケーブルで 400ｍまで伝送可能

シンプルなカメラ監視から多種多様なセキュリティーソリューション構成まで

アウトバーン等ヨーロッパの高速道路用カメラ

遠隔監視 / メンテナンス対応
集中管理システムで一元的に監視・管理（CMSソフト） 

マルチ生体認証で入退出を守る監視システム
偽造指紋拒否・顔・カード・暗証番号認証

・施錠電子ロック制御　・警告灯制御　・警告音制御

UNIS（入退出管理システム for PC）

入退検出設定・登録・勤怠管理

高精細HD映像録画機
　　　　　 / モニター

けん制モニタ設置

識別可否ともに画像保存 赤外線＆カラーで識別

UNIS リモートマネージャー ( 生体認証端末管理ソフト for PC )

映像保管サーバー /クライアント

TRONVIEW

UNIS-PLUS

AC5000

AC6000

i-UNIS

TRON

TRON
CMS/TRONVIEW

UNIS/I-UNIS

・アンチパスバック機能
・自動解錠 / 施錠管理機能
・扉開閉履歴機能
・メール転送機能
・強制解放機能
・ブラックリスト機能

メールでログの記録を転送

 ( スマートフォン・アプリ )
監視カメラ映像の確認録画映像の検索と再生を実現

 ( スマートフォン・アプリ )
勤怠管理、ログの確認、メール送信、画像チェックなど全てスマートフォンから実現

住宅
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（PC/ タブレット /
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●　最大限の拡張性と合理的な導入費用節減が両立します ! 
 設置済みアナログ CCTV 同軸配線に、そのままフル HD カメラまで追加可能。
 またネットワーク カメラも本体接続できシステム改変時に不必要な費用や産業廃棄物を発生させない
 ハイブリッド ソリューションです。
 既存の CCTV 設置配線を 100%活用可能 !　複数台での集中監視設定も容易です

●　施設用ホームページなど ! 安心便利な拡張性 
 TRON HD レコーダーはフルHDカメラ、既存アナログ CCTV カメラ、ネットワーク IP カメラに至るまで接続でき、
 多彩な映像を施設ホームページ等に高速インターネットでリアルタイム配信可能。
 動画用ストリーミングサーバと連携可能なソリューションです

 託児施設ホームページ等の映像ストリーミングサーバー可能

幼稚園ホームページ

TRON HD レコーダー

既存の同軸　(400m) 　HD-TVI HD-AHD CAMERA

既存の同軸ケーブル 

IP カメラ

既存の LANケーブル   

GIGA Internet

アナログ カメラ

( ハイビジョンカメラ）

TRON 
Streaming Server

* 標準アナログ規格カメラ対応
*標準ネットワーク IP カメラ対応 

PC のセキュリティーソリューションは世界中で活躍中

交通監視（ITS）
スカイライナー  パリ地下鉄・バス

車両用

欧州トラックメーカーのサイドミラー

車載用（安全確認）
タンデバーグ TV会議のカメラシステム

テレビ会議システム向け（画像伝送）

ODBCでのサーバ互換
(MDB, MS-SQL, OracleDB サポート）

超高速指紋アルゴリズム適用

ファームウェア
アップグレード支援

入退室管理 /勤怠管理機能が
統合されたGUI 提供

MDBバックアップ Text データの書き出しが可能
(CSV ファイル）

特 徴

AC7000

モバイル監視

いつでもどこからでも状況チェック
スマートフォン・タブレット・PC

PC システムの特徴
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