
対応力をアップ。まちのパーキングに。
信頼性と機能美を融合しました。

料金の例

基本の赤に加えて黄・緑・茶・青のパネルの選択ができます。

オプションでクレジットカード、高額紙
幣、交通系電子マネーに対応可能です。

過去に発生した精算機荒らしの対策内容を盛り込み、機能性を損なわない防
盗性に優れた筐体を設計しました。防犯性の破壊テストを繰り返し、本体、扉、
狙われやすい開口部を強化しています。

異なる時間帯の最大料金の併用も可能
です。複雑な料金体系でも精算時に一番
安い料金を選択します。

最大２００台までの駐輪ラックに対
応します。自動車、バイク、自転車の管
理が１台の精算機で対応可能です。

ホームページやナビゲーションシステ
ム等に事業地を登録することで、満空
情報を表示することが可能です。

200台

管理台数
最大

特許出願中(ヒンジ構造・カギ構造）

カラー７インチ液晶画面、
音声、LEDによるわかりやすい精算操作案内

※外部システムが当社通信システムに対応している必要があります。

※満空情報を表示するには通信ユニットが別途必要です。



オプション装備仕様

正面図　→

駐輪ラック対応

HT-PA17

・オリジナル筐体取付型テント
・磁気カードリーダー
  サービス券・クレジット・プリペイド対応
・電磁ロック装置
  専用ICカード＋暗証番号による認証機能
・高額紙幣リーダー
  千円札をつり札として使用できる循環式
・電子マネーICカードリーダー
  交通系ICカード決済に対応 
　※マネー事業者・通信事業者と別途契約が必要です 

・遠隔管理システム機能
  HT-NETWORK-PAS
  ※別途、通信ユニット・回線契約が必要です

・安心の防犯筐体設計
・カラー７インチ液晶画面、音声、
　LEDによるわかりやすい精算操作案内
・タッチパネルにより操作できる
   メンテナンスモード
・自由な料金設定
・管理台数最大２００台　　
・駐輪ラック対応
・豊富なデータ集計
・選べるカラーパネル
・前払い式に変更可能
（チケット式）

型名
形状
材質

表面処理

環境条件

入力電力

消費電力

屋外自立型 ( 防雨構造 )
本体：鋼板製 ( 二重構造 )
扉：鋼板製 ( 二重構造 )
防犯パネル：鋼板製 t3.2
アクリル焼付塗装

温度：-10℃~+40℃ ( 結露なきこと )

湿度：10~90Rh

AC100V±10％　50/60Hz
1Φ2W　D種接地

待機時：90VA 以下
最大：384VA 以下 ( オプションを除く )

1500

1031

552

42540

70
0

15
00

約 900（テントフレーム幅）

2500
約 790（テント幅）

クレジットカードご利用にあたっての注意事項

・ クレジットカードは、　　　　　　　　　に挿入してください。

・ 現金とクレジットカードを併用する場合は、必ず 現金を先 に入れてください。

・ ご利用限度額は、 10000 円 となります。（サインは不要です。）

・ クレジット決済完了後、ご利用明細書が発行されますので必ずお受取りください。

・ お支払い方法は、一括払いのみとなります。

・ その他、各カード会社の規定に準じます。

交通系IC カードご利用にあたっての注意事項

・PiTaPaのご利用はできません。

・ 交通系ICカードをご利用の場合は、駐車料金表示後に
　                                    ICボタンを押してください。

・交通系ICカードは、 ピピッと鳴るまでしっかりタッチしてください。

・ 残高不足の場合は精算できません。 現金等でお支払いください。

・ 現金及びプリペイドカード、回数券と交通系ICカードを
　                                 併用して精算することはできません。

・ 精算中以外に交通系ICカードをタッチすると残高照会を行います。

クレジットカードがご利用いただけます

全国相互利用交通系IC カードがご利用いただけます

Confirm your parking device unlocked.

つり銭 / 領収証

駐車した駐車番号を
押してください。

ロック装置が解除された
事を確認してから
出車してください。

表示された番号を
確認して、 精算ボタン
を押してください。

料金をお支払い
ください。

領収証の必要な方は、
領収証ボタンを押して
ください。

一枚ずつ入れてください

一枚ずつ
入れてください

水ぬれ・シワ
折れ・やぶれ
高額紙幣

使用不可

紙幣投入口

使い方手順

車室番号をまちがえられた
場合は返金できません。

1

1
2
3
4
5

2

3
4
5

硬貨投入口

10
100 500

50

Enter your space number.

Please pay the parking fee.
If you need receipt , press             key.領収証

Confirm your space number. Press             Key.精算

P A R K I N G   F E E
ADJUSTMENT MACHINE

Bills

Change / Receipt

Coins

10000
5000

2000

HT-PA17

サービス券挿入口

重ね入れ禁止
カード類は、料金表示後に一枚ずつ入れてください

Card

　　　　　ご利用はできません。 
残高不足の場合は精算できません。 現金等でお支払いください。
現金及びプリペイドカード、回数券と交通系IC カードを併用して
精算することはできません。

交通系 IC カードご利用は
ボタンを押してください

Please press the button 
for using IC card

点　滅 ボタンを押してください
Flashing Press the button

点　灯 IC カード支払い可能
Lighting IC card  use  OK!　

”ピピッ”と鳴るまでしっかりタッチしてください。

オリジナル
筐体取付型
テント

カードリーダー

高額紙幣リーダー

交通系
電子マネー
リーダー

案内プレート

防犯ベルト

サービス券挿入口

Card

一枚ずつ入れてください
1 万円 ・ 5 千円 ・ 2 千円
千円紙幣がご利用できます
Can use high bills 使用不可

水ぬれ・シワ
折れ・やぶれ

紙幣投入口

Bills

高額紙幣対応
1000500010000 2000

その他、防犯ベルトや大容量紙幣リーダー
つり銭補助機付きコインメック、内部金庫鍵
など、多数オプション品をご用意しています。

420


