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型番 D-Tag / SIC4310 DE-ABM6 DE-ABM6　※アンテナ分離タイプ DE-ABCM-TB DE-ABCM6

外観

100 x 35 mm ※MCU搭載タイプ リーダライタ：43.5 x 32 mm

24 x 20 mm ※MCU非搭載タイプ アンテナ：29.5 x 14.5 mm

種類 ダイナミックタグ アンテナ一体型リーダライタ アンテナ分離型リーダライタ アンテナ一体型リーダライタ アンテナ一体型リーダライタ

MCU搭載品/非搭載品 および マルチプロトコル対応

チップ（QFN3x3-16pin）を用意 SAMスロット搭載（ISO7816）

ISO14443A/B・Mifare・ ISO14443A/B・Mifare・ ISO14443A/B・Mifare・ ISO14443A/B・Mifare・

ISO15693 準拠品 ISO15693 準拠品 FeliCa (NFC) FeliCa (NFC)

ＮＦＣ対応プロトコル NDEF（カードエミュレーション） - - P2P / NDEF / LLCP / SNEP P2P / NDEF / LLCP / SNEP

RS-232またはUSB UART UART UART(RS-232C) UART(RS-232C)

※GPIO（SIC4310チップ単体） （TTLレベルまたはRS-232C) （TTLレベルまたはRS-232C) および USB および USB

ホスト接続端子 ※準備中 5P ※1.25mm 5P ※1.25mm 5P (UART), 4P (USB) ※2.0mm 5P (UART), 4P (USB) ※1.25mm

マイクロコントローラ ※準備中 STM8S105K6 STM8S105K6 STM32F103 STM32F103

交信距離　※参考値 ～50 mm ～20 mm ※ISO14443A（コインタイプ） ～20 mm ※ISO14443A（コインタイプ） ～50 mm ※ISO14443A ～40 mm ※ISO14443A

ＲｏＨＳ対応 対応 対応 対応 対応 対応

電源・電圧 DC5V DC5V または DC3.3V DC5V または DC3.3V DC5V DC5V

備考 認証不要　※カスタム製品対応も可 認証済 / カスタムファーム可 認証済 / カスタムファーム可 未認証 / カスタムファーム可 認証済 / カスタムファーム可

マルチプロトコル対応 マルチプロトコル対応

対応ＲＦＩＤ規格 ISO14443A (NFC)

ホストＩ／Ｆ

HF（13.56MHz)帯

外形寸法 43.5 x 32 mm 70 x 45 x 8 mm 43.5 x 32 mm

特長 マルチプロトコル対応
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型番 D-Tag / SIC4310 DE-ABM6 DE-ABM6　※アンテナ分離タイプ DE-ABCM-TB DE-ABCM6

外観

  100 x 35 mm ※MCU搭載タイプ    リーダライタ：43.5 x 32 mm

  24 x 20 mm ※MCU非搭載タイプ    アンテナ：29.5 x 14.5 mm

種類 ダイナミックタグ アンテナ一体型リーダライタ アンテナ分離型リーダライタ アンテナ一体型リーダライタ アンテナ一体型リーダライタ

MCU搭載品/非搭載品 および マルチプロトコル対応

チップ（QFN3x3-16pin）を用意 SAMスロット搭載（ISO7816）

ISO14443A/B・Mifare・ ISO14443A/B・Mifare・ ISO14443A/B・Mifare・ ISO14443A/B・Mifare・

ISO15693 準拠品 ISO15693 準拠品 FeliCa (NFC) FeliCa (NFC)

ＮＦＣ対応プロトコル NDEF（CARDエミュレーション） - - P2P / NDEF / LLCP / SNEP P2P / NDEF / LLCP / SNEP

RS-232 または USB UART UART UART(RS-232) UART(RS-232)

※GPIO（SIC4310チップ単体） （TTLレベル または RS-232C) （TTLレベル または RS-232C) および USB および USB

ホスト接続端子 ※準備中 5P ※1.25mm 5P ※1.25mm 5P (UART), 4P (USB) ※2.0mm 5P (UART), 4P (USB) ※1.25mm

マイクロコントローラ ※準備中 STM8S105K6 STM8S105K6 STM32F103 STM32F103

交信距離 ～50 mm ～20 mm ※ISO14443A（コインタイプ） ～20 mm ※ISO14443A（コインタイプ） ～50 mm ※ISO14443A ～40 mm ※ISO14443A

ＲｏＨＳ対応 対応 対応 対応 対応 対応

電源・電圧 DC5V DC5V または DC3.3V DC5V または DC3.3V DC5V DC5V

備考 認証不要　※カスタム製品対応も可 認証済 / カスタムファーム可 認証済 / カスタムファーム可 未認証 / カスタムファーム可 認証済 / カスタムファーム可

70 x 45 x 8 mm 43.5 x 32 mm

HF（13.56MHz)帯

ISO14443A (NFC)対応ＲＦＩＤ規格

ホストＩ／Ｆ

特長 マルチプロトコル対応 マルチプロトコル対応 マルチプロトコル対応

外形寸法 43.5 x 32 mm


