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Suica や社員証などの入退室も可能となる。
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パッケージングにも Fusion 360 を活用した

Akerun Pro とカードリーダーをドアの外側に設置したところ

有線または無線通信によって Akerun を常時ネットワークに
接続する WiFi対応の IoT ゲートウェイ、Akerun Remote

Fusion 360 だけで設計された
最新のプロダクト
〈Akerun Pro〉

クセスするだけで見ることができる。打ち合わ

アプリになっており、Web ブラウザを開くだけ
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URLが生成されるので、それを伝えるだけで相
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