
機能と特長
•	 コンタクトレス機能：ISO	14443	Type	A	&	B	
Mifare/ISO	18092	NFC 対応モバイル端末対応

•	 活用例：小売業のドライブスルー窓口、発券
機、交通システムの出札口 /料金徴収システ
ム /マネーチャージ機、空港のセルフチェッ
クインシステム、駐車場の駐車券管理システ
ム /集金ボックス /メーター管理など、多く
の屋内・屋外で利用可能

•	 柔軟なシステム：別パッケージのコントロー
ラモジュールと RFID アンテナモジュールは独
立。

•	 コンタクトレスペイメント機能とホストシス
テムを柔軟に統合可能

•	 高速性：自販機ベースの通信速度を向上

•	 SRED バージョンも提供

PCI 認証のセキュリティ
SREDKey™ は、LCD ディスプレイ付き暗号化キーパッドと暗号化磁気ス
トライプリーダからなる製品で、小売業のお客様に、PCI-PTS 認証の一
貫して高い信頼性を持ったソリューションを提供します。本製品は優れ
た読取り性能を持つと同時に、磁気ストライプ読取り / キー入力した重
要なデータを暗号化し、PCI-DSS 基準に基づいたセキュリティ管理を可
能にします。SREDKey は、全データ処理の各過程をセキュアな暗号化で
守り、不正行為やデータの毀損を防止します。データの暗号化により、デー
タ保管時や処理中のいずれの場合も、カード所有者情報への不正アクセ
スを防ぎます。また、復号にあたり、顧客は適切なパーティを自由に選
ぶことができます。SREDKey は、DUKPT キー管理 TDES/AES データ暗号
化に対応しています。

暗号化データの保護
ID TECH の SREDKey は、 セ キ ュ ア な デ ー タ の 読 取 り と 交 換 (SRED) を
保証し、データ受取り時にカード所有者のアカウント情報を守ります。
SREDKey は PCI 規格に準拠し、暗号化された磁気ストライプリーダとセ
キュアなデータ入力プロセスにより、PIN 無しのカード所有者データも
保護します。SREDKey はトラッキングのために、装置毎にユニークなシ
リアル番号を持ちます。暗号化されたデータ出力と平文の確認データは、
アカウント番号の最初の 6 桁と最後の 4 桁までを最大プログラム可能で
す。さらに強固なデータ保護のために、SREDKey は、運用セキュリティ
レベルを数段階に分け、必要に応じてユーザ毎にセキュリティプロファ
イルを設定できます。

簡単な設置と信頼性
SREDKey は、USB キーボードと USB-HID インターフェースを装備し、多
様な設置方法が可能です。SREDKey は、 ID TECH の高い信頼性を備えた
製品のひとつであり、動作寿命は 1,000,000 スワイプ / キー入力以上を
保証します。

SREDKey™ 
暗号化磁気ストライプリーダ付き PCI キーパッド

機能と特長
•	 PCI-PTS	3.x	SRED	キーパッド /磁気ストライプ
カードリーダ

•	 TDES/AES 暗号化アルゴリズム対応

•	 DUKPT キー管理

•	 磁気ストライプカードデータと手動キー入力
のカード番号を暗号化

•	 適度なサイズとタッチ感のキー

•	 最大 3トラックの情報を読取り

•	 USB 給電、他の外部電源不要

•	 2 行 20 文字表示のバックライト付き LCDディ
スプレイ

•	 カードリーダの動作寿命は 100 万回

•	 認証済みキーインジェクションサービス

磁気ストライプカードリーダ

カードデータ入力



SREDKey™ 
製品仕様 IDSK-53X833AAA

電気仕様
必要電源： +5.0 VDC ± 10%、最大 60mA
インターフェース： USB キーボード /USB-HID

動作環境
動作時温度： 0℃ 〜 55℃
保管時温度： -20℃ 〜 65℃
湿度： 最高 90%( 結露無し )
落下テスト： 高さ：610 mm から
 落下箇所：4 角、6 面、すべての辺

信頼性
動作寿命： 各キーの操作 4,000,000 回、1,000,000 カードサイクル
MTBF： 通電時間 60,000 時間以上
ESD 耐性： 4KV( 接触時 )、8KV( 空中放電時 )
認証： FCC class B and CE, RoHS 2, REACH
保証期間： 1 年間 ( 部品及びサービス )

機構
製品サイズ ( 縦 x 横 x 厚さ )： 160 mm x 96.7mm x 37mm
メディアフォーマット： ISO 7811, AAMVA
カード厚さ：  0.39 〜 1mm
ケーブル長： 1.83m
ケーブルコネクタ： USB-A コネクタ
キーボード材質： ABS( 難燃性 UL94HB 認定 )
キートップ文字： レーザー刻印
カラー： ブラック

ISO 9001 認証

United States Sales Office
Corporate Headquarters
10721 Walker Street
Cypress, CA 90630
Phone: (714) 761-6368
Toll Free:(800) 984-1010
Fax: (714) 761-8880
sales@idtechproducts.com

International Sales Offices
Asia
+866-3-496-6988 (Taiwan)
asia@idtechproducts.com.tw

Canada
+450-465-5261
robertop@idtechproducts.com

South America
+55-11-3079-2255
internationalsales@
idtechproducts.com

Europe
Germany & United Kingdom
emea@idtechproducts.com

日本
042-595-7720
sales@idtech-japan.co.jp

設置サイズ：

©2013 International Technologies & Systems Corporation。ID TECH と ViVOpay は International Technologies & Systems Corporation の商標です。
SREDKey と Value through Innovation は、International Technologies & Systems Corporation の商標です。仕様はすべて予告無く変更することがあります。 

80137502-001 R11/13


