
情報KIOSK端末

-RS

OKIの「SUKIT-RS」は、

サービス提供者様とお客様とをつなぐ双方向コミュニケーションツールとして、

さまざまな業務をスマートに実現します。

＜ご利用シーン＞

・自動チェックイン端末として
・チケット発券端末として
・クーポン券発券端末として
・会員向けサービス端末として
・訪日外国人向けサービス端末として
・情報検索用端末として
・来店受付け端末として
・電子マネー決済端末として
・公共サービス端末とて



OKIの「SUKIT-RS」は、操作性、機能性、拡張性に優れた情報ＫＩＯＳＫ端末です。
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緋色

前面パネルカラーは、7種類のＳＵＫＩＴ標準色から選べます。
また、お客さまのご要望に応じたカスタマイズ色(*1)やラッピング(*1)も対応可能です。 (*1)有償での対応となります。
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SUKIT-RSの特長

SUKIT-RSは使いやすさにこだわった情報KIOSK端末です。
ご利用者様の操作性（使いやすさ）を第一に考えています。
さらに、運用・保守をされるご担当者様の使いやすさも追求しています。

<ご利用者様の操作性>
・操作に必要な全てのデバイスが利用者様の正面に集められています。
・フリッカーランプの案内により利用者様の操作を誘導します。

<運用ご担当者様の操作性>
・前面からの簡単な操作でロール紙の交換作業ができます。
・大容量のロール紙を収容できるため、用紙交換の頻度を少なくして、
日々のメンテナンス作業を軽減できます。

操作性

機能性

拡張性

SUKIT-RSは赤外線方式タッチパネル、300dpi高解像度・大容量ワイド
プリンタ、照射式2次元コードリーダ、フルページ読取り式パスポートリーダ
など、機能性の高いデバイスを搭載できます。
制御部にはOKIのATMや現金処理機でも実績のある高信頼型PCを標準
で搭載します。

また、SUKITプラットフォームを活用して、デバイスの状態監視機能や、
用紙切れなどのイベント通知機能などを容易に実現できます。

制御部にIntel Core-i5搭載の汎用PCを選択できます。
また、タッチパネルディスプレイサイズ、プリンタタイプおよび用紙サイズ、
2次元コードリーダタイプ、非接触ICリーダタイプなど、各種デバイス群の
中から、最適なデバイスを選択して搭載することが可能です。
豊富なオプション構成により、お客様のご利用シーンにあった端末の
ご提供が可能です。

ロール紙交換操作

カラーバリエーション



アプリケーション開発支援パッケージ

アプリケーションソフトウェアの開発者様にとって複雑で面倒なハードウェアの制御を代行するプラットフォーム
ミドルウェアを用意しています。
各々のデバイスの仕様を意識することなく、統一化されたインターフェースを使用するだけでアプリケーション
の開発が可能になります。
デバイス監視機能や保守用機能も標準装備されており、開発者様は業務ロジック部の開発に専念することが
できます。

保守サービス

OKIグループの保守専門会社である株式会社沖電気カスタマアドテック
（OCA）にて保守を対応いたします。

OCAの各種大規模端末展開の実績を活かして、サービス提供会社様
と連携した対応を実現いたします。

全国250拠点以上、総勢2,５00名の保守員が、 全国のお客さまに
良質で信頼のサポートサービスをご提供いたします。

サービス名 処理内容

デバイスリスト取得 端末に接続されているデバイスの一覧を取得します。

センス ステータス変化を検出するための監視命令です。

UDPにより状況変化をアプリケーションに通知します。

ステータス取得 デバイスの状態を取得する命令です。

読み取り要求 各種媒体の読取り命令です。（デバイス間で共通）

出力要求 印刷など出力系の命令です。

スクリーンセーバー
機能（ブラウザ向け）

一定時間の無操作を検知して自動的に指定のスクリーン
セーバを表示します。画面タッチまたは近接センサの検知
によりスクリーンセーバをOFFにします。

■ 簡略化・統一化されたインターフェースにより開発効率が向上します

異なるハードウェアデバイスを同一のインターフェースで使用することができます。

■ 標準でデバイスの監視ツールを装備

ハードウェアデバイスの状態を表示する監視ツールを標準装備。
アプリケーション開発者様は業務ロジック部の開発に専念できます。

監視ツールの画面例

■ リモート監視エージェント機能を搭載（オプション）

業界標準のSNMP（Simple Network Management Protocol)に準拠したエージェント
機能を搭載。新たに監視エージェントを導入する必要がありません。

プラットフォーム

ハードウェアデバイス群

ｶｰﾄﾞ
ﾘｰﾀﾞ

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
ﾘｰﾀﾞ

ｾﾝｻ
類・・・

ﾌﾟﾘﾝﾀ

従来の開発 (デバイスインターフェースを直接制御)

お客様アプリケーション

DLL
組込み

COM
制御

ﾌﾟﾘﾝﾀ
API

ｼﾘｱﾙ
制御

業務ロジック部 状態監視部

ハードウェアデバイス群

ｶｰﾄﾞ
ﾘｰﾀﾞ

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
ﾘｰﾀﾞ

ｾﾝｻ
類・・・

プラットフォーム

ﾌﾟﾘﾝﾀ

標準監視ツール

デバイス制御プログラム

プラットフォームご利用の場合

お客様アプリケーション

業務ロジック部

改善

<保守画面の提供範囲>

・デバイス状態の一覧表示
・デバイスの動作確認（各種テスト）
・端末音量設定
・端末アドレス設定（マシン名、IPアドレス）
・統計ログ表示

※ 別途、保守契約が必要となります。

※ SUKITプラットフォームはパッケージソフト製品であり、ハードウェア製品とは別売となります。



お問い合わせ先
OKIビジネスセンター 〒108-8551東京都港区芝浦4-10-16☎03-3454-2111

http://www.oki.com/jp/

選択１ 選択２

制御部

標準／汎用 OKI標準 高信頼型PC 汎用PC

CPU Intel Celeron Intel Core-i5

メモリ 2GB (4GB, max.) 2GB (16GB, max.)

ストレージ SSD: 60GB×2基 (RAID-1, 2重化) HDD: 340GB～

OS Windows 7 professional Windows 7 professional

タッチパネル
ディスプレイ

サイズ 17インチ 15インチ

タッチパネル方式 赤外線方式 赤外線方式

感熱プリンタ

プリンタタイプ 高解像度・大容量ワイドプリンタ レシートプリンタ／チケットプリンタ

用紙幅 210mm／170mm（択一） 80mm／76mm／70mm（択一）

印字方式 ダイレクトサーマル ダイレクトサーマル

印字解像度 300dpi 203dpi

ロール紙容量
（1ロール発券数）

最大4,400枚 （85µm厚、21×8cmクーポンの場合）
最大3,000枚 （120µm厚、17×7cmチケットの場合）

最大1,700枚 （65µm厚、8×15cmクーポンの場合）
最大550枚 （120µm厚、7×17cmチケットの場合）

磁気カードリーダ
（接触IC対応）

方式 自走式 DIP式

対象カード ISO track #1, #2, JIS2 ISO track#1, #2, #3

接触IC JISX6303:1999, EMV2000Ver.4.0 JISX6303:1999, EMV2000Ver.4.0

2次元コードリーダ

かざし方式 照射式（コード印刷面が上） かざし式（コード印刷面が下）

対象コード
PDF417, QRコード, Aztec, Data Matrix, CODE39, 
CODE128, ITF

PDF417, QRコード, SQRC, Aztec, Data Matrix, CODE39, 
CODE128, ITF

非接触ICリーダ

リーダタイプ NFCリーダ マルチICリーダ

対象チップ NFC (FeliCa, Type-A, type-B) NFC (FeliCa, Type-A, type-B)

電子マネー決済 不可 対応可（別途、クラウド型決済サービスとの接続が必要）

パスポートリーダ

リーダタイプ フルページ読取り式リーダ 電子パスポート対応フルページ読取り式リーダ

読取対象 ICAO Document 9303 Parts1-4（MRP/MRZ, VISAs） ICAO Document 9303 Parts1-4（MRP/MRZ, VISAs）

イメージ解像度 380dpi 380dpi

電子パスポート 不可 読取り可

その他 標準装備 スピーカ（モノラル）, 近接センサ, フリッカランプ, 保守用キーボード・マウス

その他 オプション 無線LAN, 有線LANポート追加, 係員呼出しボタン, 手荷物タグプリンタ, 顔撮影カメラ, 転倒防止板

※ 機器仕様、デザインは予告なく変更になることがあります。
※ その他、記載されている製品名は一般に各社の登録商標または商標です。
※ 商品の色は印刷の関係上、実際のものと若干異なる場合があります。

製品仕様

電源
電圧 AC 90-264V, 50/60Hz

消費電力 150W以下 （*1）

環境

気温 5-35℃

湿度 30-80%RH

設置場所 風雨の当たらない屋内

外形寸法
本体： 430(W) X 1,460(H) X 610(D) mm （*1）

転倒防止板含む： 680(W) X 1,460(H) X 690(D) mm

質量
本体:90kg以下
転倒防止板:含む:110ｋｇ以下 （*1）

諸元

機器仕様はお客様の用途に応じた組合せになります。
下表はデバイスの選択例です。

(*1) 搭載デバイスによってこれらの値を超える場合があります。

http://www.oki.com/jp/

