
ISO/IEC 18092と
FeliCaカードの関係
FeliCa技術の通信方式は、ソニーとNXPセミ

コンダクターズが共同提案したISO/IEC 

18092（NFCIP-1）に準拠しています。NFCの技

術仕様は、ISO/IECで定める国際標準規格に

基づいてNFCフォーラムが策定しており、

ISO/IEC14443・ISO/IEC18092をサポートし

ています。FeliCaはNFCの枠組みの中にある

規格のひとつと言えます。
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●仕様および外観は改良のため、予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
●おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。
   尚、本文ではTM、®は明記していません。
●本カタログに記載されている製品の詳細は、別途個別カタログにてご確認ください。ご不明な点は弊社営業担当までお問合せください。

◎：大変優れる　○：優れる　△：多少劣る

※弊社独自調査に基づく

もっと素敵な未来に向けて、夢の広がる技術がここに

Fe l i C a技術とともに、認証機器の提案を致します

取扱商品のご案内

ファイル
システム

コマンド・
レスポンス
仕様

無線通信
プロトコル

FeliCa
OS

FeliCa

セキュリティ制御／
データ管理

ISO/IEC　18092
（NFCIP-1）

NFCフォーラム
技術仕様

機器間通信プロトコル

FeliCa
インターフェース

ISO/IEC 14443
Type A

ISO/IEC 14443
Type B

各認証方式の特徴
項 目 NFC UHF アクティブ セミ・アクティブ 指紋 静脈 虹彩 顏

○

○

◎

◎

セキュリティ

タグコスト

リーダーコスト

認証速度

△かざす
◎誤読無し
◎タグ電池不要
○一括読み取り

● 電子マネー
● 個人認証
● 入場管理
● オフィスセキュリティ
● 物品管理

● 物品管理
● 個人認証
● 入場管理
● 持ち出し管理

● 交通乗車券
● プリペイド／クレジット
● 社／職員証、学生証
● ビル入退管理
● ヘルスケア機器
● スマホ連動民生機器
● タバコ成人認証カード

○かざさない
◎多数一括読み取り
◎タグ電池不要
△混信注意

● アパレル棚卸／
   スマートレジ
● 通函
● セミナー受講パス
● 見守り(徘徊)

◎かざさない
△タグ電池寿命
△大まかな位置把握
△タグ電池寿命

● 所在管理
● 入場管理
● キーレスエントリー
● 個人認証

● みまもりシステム
● マンション入退管理

◎かざさない
○タグ電池寿命
◎検知範囲の
　調整可能

● 位置管理
● 動線管理
● 範囲検知
● 入場管理
● 個人認証

● 作業者安全管理
● スポーツタイム計測

△読取らせる
◎タグ不要
△1割程度登録
　できない

● 個人認証

● スマホロック解除
● 公共ロッカー
● PCログイン

△読取らせる
◎タグ不要
△太陽光に弱い

● 個人認証

● 銀行ATM
● PCログイン
● ゲームセンター
  （メダル貸出）利用者認証
● 各国入国管理

△読取らせる
◎タグ不要

◎タグ不要
△照明条件変化に
　弱い

● 個人認証

● 入退室管理
● 各国入国管理

● 個人認証

● USJ年間パス
● 各国入国管理

運用と特徴

主な用途

代表的な事例
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NEW

上位
CPU

リーダー/
ライター

FeliCa
カード

RC-S500/
SO2

鍵ありアクセス用
（暗号機能あり）

鍵なしアクセス用（暗号機能なし）
セキュリティ領域の読み書きは
基本的にできません。

新世代標準暗号方式AES及びDES暗号方式に対応

搭載例 電子マネー・多目的カード

FeliCa
通信

ISO/IEC 7816
インターフェース

RC-S020A

●NFC対応
●通信距離：約60mm（FeliCa）
●EAL5+相当のセキュリティチップ搭載
●AES暗号方式およびDES暗号方式に対応する
  アンテナ一体型
●RC‐S494Aとの互換性を確保　●CMOS　●DC 5V

RC-S012C

●通信距離：約100mm
●RS-232CまたはRS-485A
●DC 12V
●RC-S462Cと形状互換

RC-S012B

●通信距離：約30mm
●RS-232CまたはRS-485A
●DC 12V
●RC-S462Bと形状互換

ケースキット 

R/W CASE KIT/2

●RC-S012シリーズを組込可能

※外形寸法
　幅70mm  高さ3mm  奥行き43mm

FeliCaカードやおサイフケータイで利用されている
複数の決済サービスやポイント／クーポンサービスなどを
1台で処理するマルチサービスリーダー／ライターです。

マルチサービスリーダー／ライター

搭載例 PC・タブレット・書庫・キー管理BOX・情報発信端末・CE機器（TV、オーディオなどの家電）

組込み用途に適したコンパクトサイズのリーダー／ライターモジュールです。

機器組込み用 リーダー／ライター モジュール

搭載例 小型電子機器NFC対応１Chipリーダー／ライター用IC

リーダー／ライター用IC

開発キットと対応製品一覧 開発キットと対応製品一覧

●NFCフォーラム認定取得製品
●PC/SC 2.0仕様対応
●通信距離：約5mm
●シンクライアント対応
●マイナンバーカード対応
※動作環境については、別途お問合せください。

※外形寸法（幅6mm×高さ1mm×奥行き6mm）

RC-S956

iOSデバイスとBluetooth通信で
ワイヤレス接続が可能な
リーダー／ライターです。

USBでパソコンに簡単に接続できる
リーダー／ライターです。
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RC-S282シリーズ

RC-S380/S CN
RC-S380/S

id203
RC-S021
id204

アンテナ分離型
セキュリティ機能付き
リーダーモジュール
●AES/DES両対応　      ●UARTインターフェース
●分離型Bアンテナ(約50×6×25mm)
●通信距離：約50mm 　●アンテナカスタム設計可能

●RC‐S020Aを
  組込可能なCase Kit
●USB I/F

id270

id223

●BLE対応のiOS6以降
●リチウムイオンバッテリー内蔵
●通信距離：約5mm
※Windows OS 対応

id224

ダイトロン（株）

ケースキット 

R/W KIT-001
ダイトロン（株）

●FeliCa及びISO/IEC14443 TypeA/TypeB
  カードに対応
●新世代標準暗号方式AESに対応
●1台で複数のサービス提供が可能
●UI制御やホストコントローラーとの入出力が可能
●EMV Contactless Level1準拠（RC‐S282Gのみ）
※本製品はソニー株式会社と
　JR東日本メカトロニクス株式会社との共同開発品です。

搭載例 電子マネー・ポイントサービス

〈接続図〉

FeliCaの相互認証と通信路の暗号化の機能を有する
RW-SAMです。

FeliCa RW SAM (Secure Application Module)

RC-S500/SO2
●AES暗号方式及び
 DES暗号方式に対応
●カードコマンドの生成
●アクセス鍵の管理
●SIMカード形状
●コマンドマニュアル開示
●FeliCa Lite-S対応
●FeliCaポケット対応※
※別途契約が必要です。

●NFC対応
●無線通信仕様：424kbps/212kbps/106kbps
●低消費電力設計
●有線通信仕様：UART I/F

SDK for NFC/FeliCa（開発キット）

Refarence Implementation

for Embedded System

AES 及び DES カード内の鍵あり領域へのアクセス
／鍵変更などのアプリケーション開発が可能

マルチサービスRW対応アプリケーション開発ソフトウェア

ICS-D109/10

ICS-DMS/30

●各SDKには有償にて年間サポート（1年間）を用意しております。（EメールによるQ&A、サポートサイト閲覧期間中の無償バージョンアップ）
●開発キット及び対応リーダー／ライターの最新情報については、弊社営業担当までお問い合わせください。

※1 ソニーのホームページからダウンロード可能です。（http://www.sony.co.jp/Products/felica/business/products/sdk.html）   ※2 別途 NFC Bluetooth Plug-in Option Pack （ICS-D011/011）が必要です。  ※3 FeliCaのみ
●各SDKには有償にて年間サポート（1年間）を用意しております。（EメールによるQ&A、サポートサイト閲覧、期間中の無償バージョンアップ）　
●開発キット及び対応リーダー／ライターの最新情報については、弊社営業担当までお問い合わせください。

ソニー（株）製 対応リーダー／ライター

RC-S012C RC-S012B

● ● ●

RC-S282RC-S020A
RC-S021

●

id271

（中国向けモデル）

（UART I/F）

SDK for NFC/FeliCa （開発キット）
ソニー（株）製 対応リーダー／ライター

for Windows
SDK for NFC Starter Kit ※1
SDK for NFC Lite

Basic Suite

ICS-D010/20J
ICS-D004/50J

ICS-D101/13

RC‐S390/S RC-S620/S RC-S624RC-S390/SW RC-S380/S RC‐S632/U

開発・評価用の無償版
FeliCa、TypeA/TypeBアクセス機能あり

RC-S956用のUSB/UARTドライバー、NFC 
Port-100用のUSBドライバー提供

for Embedded
System

● ※2
※3

●
●

●

●
●

● ● ●●

id202 id201

搭載例 入退管理・住宅の鍵・プリンタ認証・交通乗車券・電子マネー

高度な暗号機能と高速通信を実現した、NFC/FeliCa対応の非接触ICカードリーダー／ライターです。 持ち運びや卓上でのご利用に適したリーダー／ライターです。

シリアルリーダー／ライター モジュール PaSoRi（パソリ）

利用例 PCログイン・インターネットショッピング

RC-S390/S
RC-S390/SW※

●通信距離：約25mm
●NFCフォーラム
  認定取得製品  
●PC/SC 2.0仕様対応  
●USB I /F  
●DC 5V

id243
RC-S632/U

●通信距離：
  約20mm 
●通信速度：
  212/424kbpsに対応　
●NFC対応
●UART DC 3.3V or 5V

id241
RC-S620/S

●通信距離：約15mm
●NFC対応　
●UART I/F　
●DC 3.3V

RC-S624

PaSoRi RC-S390

ポータブルサイズで
持ち歩きに便利

FeliCa通信
Bluetooth
通信

iOS機器※

リーダー／ライター
Reader /  Writer

パンフレットINDEX・・・弊社HPから製品情報をご覧になれます。id***
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RC-S108 
6KByte EEPROM

RC-S109 
6KByte EEPROM

カード発行サービス カードホルダー

AES/DES対応カード DES対応カード

AES/DES対応
コイン型トークン

●EAL6＋認証取得
●セキュリティ
　マイグレーション機能 

● ICエンコードと印刷を一連で行えます。
● 昇華再転写方式のプリンタ以外もご用意しております。  
● ICカードを再利用できるラベルなど、ICカードにまつわる
　様々なシステム運用をご提案しております。

●データ読み書き用ソフト
※AES対応については
　別途お問い合わせ下さい

2次発券ソフト

DSF-002 

鍵あり Serial R/W版

動作環境については別途お問い合わせください。

DSF-003 

鍵なし PaSoRi版

１次・２次発行、デザイン印刷 ホルダー、リール、ストラップ

カード発行
プリントシステム

●FeliCa Lite-S の発行及び
  データ読み書き用ソフト

FeliCa Lite-S 発行ソフト

DSF‐LITES01
●IDの取得とCSV出力

ID取得ソフト

DSF-004
id302 id303 id304

id401

※当社工場で発行

FeliCa Lite-S
リストバンドタグ

NEW

〈シール〉 

●MAC（メッセージ認証コード）を活用した相互認証、書き込み改ざん検知　●チップサイズを小型化し様々な形状にも対応可能

富士フイルムイメージングシステムズ（株）製

FLS-966
      
FeliCa Lite-Sカード（PET材）

FLS-966/S

FeliCa Lite-Sシール

id171

FLS-966PV
 
FeliCa Lite-Sカード（PVC材）
id172

ピナクル（株）製

（株）イーガルド製

金属対応銘板タグ
（株）イーガルド製

FeliCa Lite-S
リストバンドタグ（sBand）
SAGジャパン（株）製

SAGジャパン（株）製

FeliCa Lite-S
キーホルダータグ

富士フイルムイメージングシステムズ（株）、（株）アイアンドディ  他

ダイトロン（株）

ソニー（株）製

id101

RC-S889
      
9KByte FRAM

id108

RC-S888
      
4KByte FRAM

id107
RC-S100 
      
6KByte EEPROM

id109

●AES対応
●FeliCa・Edy検定準拠
●フレキシブル素材

RC-S111
id122

●高セキュリティ

id112

RC-S966 

シンプルな
ファイルシステムで
セキュリティ機能を
持つ低コスト製品

FeSCa（FeliCa Lite-S）

●ICチップ（ウエハ）で
　ご提供

利用例 ゲームカード・会員証・玩具

カードサイズの他に、シールタグ、φタグ形状をラインナップし、お客様のご用途に合わせたカスタムサイズにも対応可能です。 社員証や会員証等、様々なカードの発行受託、発行システムをご提案いたします。

リストバンドやキーホルダーをはじめ、金属対応タグ等多彩な形状を取りそろえています。
少量即時発行等、カード内データの書き込み／書き換えが行えるオリジナルソフトをご用意しております。

FeliCa Lite-S

利用例  社員証・電子マネー・ポイントカード 利用例 電子マネー・玩具搭載

スタンダード

FeliCa Lite-S 多形状TAG

43

スタンダードカードとLite-Sカードの相違表

ユーザーメモリ容量

セキュリティ

コスト

マルチアプリケーション

主な用途

FeliCa Standard FeliCa Lite-S

224バイト

○

◎

△

3984バイト

◎

○

◎

●社員証　●電子マネー　●交通乗車券
●工程管理　●各種セキュリティ

●会員証　●ポイントカード　●Bluetoothハンドオーバー
●WiFiハンドオーバー　●ゲームカード　●工程管理
●各種セキュリティ

カードソリューション

オリジナルソフト

利用例 アミューズメント、会員証、物品管理

電子マネーや社員証等、高セキュリティシステムに適しています。

カード／ICチップ
Card /  IC chip

その他カード関連商品
Card others

パンフレットINDEX・・・弊社HPから製品情報をご覧になれます。id***
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PitTouch Biz PitTouch Pro2

●FeliCa/MIFARE/eLWISEに対応（eLWISEはBizのみ）
●LAN対応 ネットワーク機能を装備
●専用テンキー（オプション）
●用途：勤怠管理／入退室／ポイントサービス等 
●Pro2では用途ごとにパッケージ製品を提供
  （勤怠管理向け）ピットタッチ・プロ2勤怠パッケージ
  （登降園管理向け）ピットタッチ・プロ2登降園パッケージ
   別途SDKを利用し、独自コンテンツ（画面プログラム）の開発も可能

● 外付け組込み型
● 多彩なインターフェース
  （Bluetooth/RS-232C/USB）

●業務用NFC/Androidアプリ
●FeliCa社員証管理システム
●店舗向けモバイルポイントサービスのご提供

小型・軽量・高精度で
認証可能な指静脈機器

お客様ニーズに合わせたFeliCa/NFCアプリケーション
受託開発対応可能です。

製造業に最適な
IoTプラットフォーム

FVA-M2ST
FVA-U4BT

● IC免許証読み取りシステムの構築が可能
● IC免許証関連アプリケーションの受託開発

免許証読取システム
PaSoRi対応 IC免許証読取ライブラリ

KE-DL-100

id702

（株）スマート・ソリューション・テクノロジー

（株）モフィリア

（株）日立ケーイーシステムズ

Windows/Android/iOSなど

事 例

テックファーム（株）他

テックファーム（株）

id504

id505

NEW

FeliCa Plug

NFCフォーラムType3 Tagに準拠

RC-S801  
RC-S802
RC-S926
●Plug ICチップ

id103RC-S732 
id803

RC-S732/P01
id803 id103

id121

写真：RC-S801

FeliCa Link ICチップ
（RC-S967）搭載

通信特性調整
コンデンサー搭載

整流回路

マイコン マイコン

本体基板

FeliCa Link ICチップ
（RC-S967）

本体基板

FeliCa Link

● I 2C  I/F
●ユーザーメモリー　224Byte

●Link ICチップ

RC-S730

RC-S967/1V
RC-S967/2V

RC-S730

id801

RC-S967/1V・/2V id802
● 一体型モジュールとして接続
●Lite‐Sモードで動作

● セパレート型アンテナとして接続

FeliCa Plug/Link
搭載機器
FeliCa Plug内蔵の機器が
各社から発売されております。
本体をNFCリーダー（PaSoRiや
FeliCaポート、おサイフケータイ）に
かざすだけで、データを送受信できます。

人・モノ・設備を強固な無線で
クラウドへ繋ぎ、あらゆる情報の収集と
コントロールが可能になります。

血糖測定
システム

活動量計

データロガー

One-touch
対応製品

テルモ（株）

（株）タニタ

（株）藤田電機製作所

ソニー（株）

●有線端子付きFeliCa対応無線インターフェースモジュール　●通信距離：10mm

HFラベル製品
大阪シーリング印刷（株）製

UHFラベル製品
大阪シーリング印刷（株）製

RFIDタグ製品
（株）村田製作所  製

● ビジネスソリューション：勤怠管理／安心安全メール／入退室管理／カードポイントサービス等。
電子機器に、かざすだけのデータ転送機能を付加することができます。

●ご用途に合わせ、最適な紙質・糊質・寸法・構成で加工したRFID製品のご提案が可能です。

●マジックストラップは小型で
　堅牢なRFIDタグです。

インレット：3002974
インレットサイズ：14.5㎜×14.5㎜
ラベルサイズ：19.0㎜×19.0㎜（2R）
ICチップ：I-CODE SLIX

インレット：ALN-9740-R
インレットサイズ：94.8㎜×8.1㎜
ラベルサイズ：98.0㎜×12.0㎜（2R）
ICチップ：Higgs4

NFC Dynamic Tag

搭載例 小型電子機器（電子玩具、体重計、歩数計、体脂肪計などの健康機器、体温計などの医療機器など）
家庭機器（スピーカー、ヘッドフォン、AV機器、Bluetooth機器、Wi-Fi機器）

組込事例

RFIDラベル／タグ

お客様のご用途に応じた下記ソリューションの提案が可能です。

ピットタッチシリーズ

認証システム

アプリケーション受託開発

Beaconソリューション
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NFC Dynamic Tag／その他関連商品
NFC Dynamic Tag /others

認証システム／無線アプリケーション
Appl icat ion

NFC/Fel iCa

パンフレットINDEX・・・弊社HPから製品情報をご覧になれます。id***




