
CardlocksandCipherlocks
キーレス錠

C0NTLENTS
型式 本文PⅦ洲 団

TK3｣ ランクムテンキーロック･- 268287

TK3LT ランダムテンキーロック(日賦 タイプ)･ 268288

MC20 ハイプリッドカードロック･ ･272289

MG!5 ハイブリッドカ-ドロック ･.･ 274290

BCL-001バーコードカードロック - -278291

EL-K3290.3380キーカードロック ･ ･ ･･280292

LTKll ロッカーテンキーロック ･ -282293

LTK20 ロッカーテンキーDツク - - 284293

MCT20 ハイフリットカードロック(自動施錠タイプ) 2B6294
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TK3L∴.5ンダケテンキ~ロック

使うたびに数字の配列がランダムに変わるテンキーロックです｡

■数字の配列がランダムに変わ ります｡

ランダムテンキーロックの特長は､テンキーの数字の配列が使

うたびにランダムに変わることCだから､Ir7指【番号が他人に知

られる危険だl一は全くといっていいほどありません｡

TK3し ■使い方によって2タイプあります｡

テンキーで暗証芥号を押 Lで施解錠するTK3L型 と､テンキ

ーでIrf.一証芥号を押 して解錠し､扉を閉めると白軌的に施錠する

Tlく3LT型があります｡

)いたずら防止機能

嶋証希号を速,iJ-LLで3【白川り違R_ると､自軌的に5分LFrl作動を停

止 Lます｡いたずらやドロボウに対 しても､確実なセキュリチ

ィを約束します｡

■万一のときでも安心

'lriL池g)れなど､万一の場合や噌言【1番号を忘れた場合でも､非瑞

相ンリンダ-がついていますので､非'.;;･',用のキ-で施牌錠 伯

軌施錠タイプは解錠のみ)することが可能ですO

■停電でも大丈夫

'屯池内磯のため､付llLiなどの非常HTli:も1,-･多皆を受けることがあ

りません｡
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■さらに便利な機能

"音誰番号(最大10桁一品小 1桁)を3通 りまで記放｡家族のみん

なが自分の党x_やすい番号を選べますoま1一､施錠 と解錠はレ

バ-ノ､ンドルを回すだけの操作でOKという倣利さO

■夜でもハツキり

テンキー操作のとき､いつで もバ ノクライトが点れ LますO嶋一

いところでもテンキーの文字が明るく表示され楳作 しやす くな

っています｡

■省エネ設計

テンキー操作のとき8秒間以上操作I.".115品をあけると日勤的に節

I-1LilX態になり表示は消えますO

■親切設計

'rLt池の消耗をあらかじめ2段階でお知らせする野報機牝がつい

ています｡

■工事が簡単

特別な配鶴i:l二執 よ必要ありません｡従来の製品 と比校して､_T.

部のための時Illuと手‖りが大帆 二少なくなりました｡

■洗練 されたデザイン

流面形のフォルムとマテリアルのユニークな机令せによる､こ

れまでに見られないア-バン感党のニューデザイン｡玄関のイ

メ-ジを新しいものにLでくれますO

■匂
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シルバー(SV)

グレイメタリック(GM)
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サンドメタリック(SM)
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基本的な使い方

このランタムテンキーロックはキーのかわりに､テンキーで帽

融解号を州Lて､施仰錠(L;lg,JJ施錠タイプは附錠のみ)を行いま

す｡

1.外から施解錠するとき

①テンキ-のカバーを開けて､/1下の枠の｢11(テンキーの二日が

表示される位fEf)を押すと｢ピノ｣という音がして'lE源が入 り､

回 とE]の表示が.LFJ.ますO

■ l ･ -

②可糾 tlす と垣]からB]までの数字がランダムに表示されますo

(回を2I･･r州すと数字はプ yシュホンの配列 となり､3回押す

と数字はすべて消えますO)

磨
TK3L
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虹を2回押すと E]を3回押すと

③背録した暗証Fir',7を押LますO

尉 灸にE]を押す と､テンキーの左上

に- の表示が8秒胤･よ減Lます｡

暗証番号を登録するとき

暗証番)I-)は10桁までの数守 (オール0は除 く)を3柾朔登録す

ることができます｡3つのうちどの番号ても施附錠できます.

1.暗証番号の登録の しかた

(丑案内側のカバー と室外側のテンキ

ーのカバ-を開けて､左下の枠の中

(テンキーの匡]が表示される位芯)を

押 します｡

②喜内側にある

登録ボタンを押

すと､テンキー

に ｢登録｣ とい

う文字が点滅 し､

[∃[∃[司の番号

が表示されますO

(動- の表示がL三･:滅してい引糊にレバーノ､ンドルをITTrLてくだ

さい｡

●解錠Irlの場合は､デットボル トが.LLiて施錠になりますO

●施紛 rrの場合は､デ yトボル トとラッチボル トが同t的 こ引っ

込み附錠になります｡

●自動施錠タイプは- の表示が点滅 しているILrllにレバーノ､ン

ドルを回して解錠 します｡扉を閉めると自動的に施錠になりま

す｡

2.家の中から施解錠するとき

●サムターンを回してデ ットボル トを操作 して施術錠します.

●自動施錠タイプはレバー-ンドルを回して扉をriFHナます｡古市

を閉めると自訴)J的に施錠になります｡

3.ご注意

(かテンキ-は正確に押 Lでください.IHJ違った暗証市号捌 け

と ｢ピッ｣ という-It=Jl-が4回鳴 りますのて､もう一度正 しいl暗証

番号を抑 LでくださいO

②回を3回以上押 LlJときは数字がすべてlHx.ます｡もう-liz

左下の枠の■ll(テンキーの匡]が表示される位芯)を押 して､や

り祉してくたさいC

③テンキーを押すときに8秒以上のH排高をか 1ると表示が消え

ますのて､もう一度左下の枠の中 (テンキーの且が表示され

る位道)7._,,押 Lで､やり赦してくださいO

④暗証希号を連 続 して4[姓は ちがえたときと､回を連 続して12

1叫LllLfJときは5分間操作不能になりますO

③[刀を押すと匝]一匹]の数字 と[司が表示されます｡10桁までの数

字を選んで順に叩 Lでください.i読後に[司を州 して ｢ピー｣ と

音がしたら､1番目の幡;jL]希),Ilが登録完了です｡

D]を押す 慌正番号を押す 回を押す♂

④2布目､3番目のFlm l番号を登録するときは､もう一皮重内

側登録ボタンを押 して凪 B]糾flL③の操作を嫉 り返 してくだ

さい｡

⑤表示が途中で消えたときは､もう一度左下の枠のLrr(テンキ

ーの厄 が表示される仏道)を州 し､登録ボタンを押 して③から

の振作を紋 り返 しでください｡



もしもの ときは

';に池がり)れてい1=り､暗証番号を忘れ1=ときなどの非輔.llTIJ･(二も､

施解錠で きる方法があ ります｡

1.電池が消耗 して きた とき

①テンキーの右上に ｢',G池｣の表示が点滅 し1ごときは窒r人側 の

ふ1=を開けて'ttl也(ili-3アルカ リ乾一,E池×4本)を速やか(:交

換 Lて くIJさいoなおこの状態では通';･it.の他用がで きます｡

(診さらに'lliE池が消耗 してくると､テンキーのIq両全体が点滅 し

ます｡テンキー画術が点滅しているときは通常の使用がで きま

せん｡点滅 しているテンキ-L1両の:司とコ を同時に押す と､テ

ンキー画Tlriの点滅は伴止し､｢'Lに池｣表示のみの点滅 とな ります｡

この状態では施附鈍拙作のみ使川可能 とな りますo(噌乱番号

の登録 ･巾解忍はで きません｡)
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電池の点滅/ / / lテンキー画面の点成＼

③ さらlニ';Li池が.L柵 三して',li池がyJれると､テンキー操作が不可

能 とな ります｡(何 も表示されません｡)

2.電池が切れた り時言正番号 を忘れた とき

①笠外川のシリンダーカ--を下にスライドして非常川シリン

ダ-をLll_lJL､非瑞相のキーで施術錠 (自動施錠タイプは肘鉄の

み) して くだ さい｡

非常用シリンダー

型 式 外 側 略 匡l 内 側 用 途 例 LAS規格

∪4 TK3L39-1 テンキ- 宣 サムターン 住宅玄関 C111

●マスターキー装正己はできませんのでご注意くT='きいD
●直接雨のあたる場所には雨よけを設けてください｡
●TK3LT型は自動施錠タイプです｡

エスカチオン:黄銅ダイカスト 焼付雀装仕上､-ヤーライン仕上

レバーハンドル 黄鋭.合成ゴム 焼付塗装仕上､ヘヤーライン仕上

バックセット(rnm) 51･64･76(TK3LT型は64のみ)

扉厚可能範囲
(IP以上～t■禾^)

Tlく3L型 33-37･37-42142-46･46-50
50-54･54-58･58へ42･62-46

TK3LT型 -33-42･42-50･50-58･58-46

電源 阜3アルカリ乾電池4本 (DC6V)

電池寿命 1日10回操作して1年1人上

許容温度範囲 OoC～+50°C(ただし結課しないこと)

左右勝手 TK3L型■共通/TK3LJ型 左右勝手あり
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MC20__∴ ､イフリ_ツトカ~ ト廿 ノク

スリットとマグネットのハイブリッドカード方式を採用した
ハイブリッドカードロックです｡

■ハイブリッドカー ドロックシステム

MC20はF比非で初めてのスリットとマグネットのノ､イブリッド

カード方式を採用､鍵違い数は10位以上となり従来のメカニカ

ルカード方式に比べて安全性がより確'-jiなもの(:なりましたC

■ウィークリーマンションに最適

MC20は室州別にセットされたコードカードに合ったカードで

のみ施解錠てきるシステムを採用LていますO従って有効なカ

ードな変吏する場合は､カードと重内側のコ-ドカードをIfRり

替えるだけですみ､両脚なシリンダー交換の必聖がありませんC

入居省の代わる'WL度のT:..;L､ウイ-クリーマンション等に応過で

す｡(マスターカードシステムの場合はカ-ドシリンダ-の交換

の必要があります｡)

■逆マスターカー ドリーダーも用意

共通玄離日二設芯して､各部屋の1=(効なカードを差し込めば施仰

錠できる逆マスターカードリーダー (MC20SW)もあります｡

●操作はスムーズワンタッチ

施解鉱捉作はカードを軽く押し込んでレバ-ノ､ンドルを動かす

だけです｡軽いタッチで拙作できます｡

⊥万一のときでも安心

非常用シリンダーがついていますのでカードを紛失LIご域合で

も非依田のキーて施桝錠てきます｡

■カラーバ リエーションも豊富

玄脚 二合わせてお好きなカラ-バ リエーションをお遊びいただ

けます｡



【室外側】

室外わIJD力J(-を聞けたところ

■カラーバ リエーション

i _ : : _ : ;
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型 式 外 側 略 図 内 側 用 途 例 uS規格

∪9 MC20*-1 ↓ サムターン 住宅玄関A集合住宅 Cュll

ニ読評警l 井銅ダイカスト8S SV SM GM BM

柑 ●
ー9 ●
39 ●●●●●
50 ●●
5L1 ●
52 ●
53 ●
66 ●●

C主卜本壬ゼ晶はエスカチオンの仕上で発,iしてく1=-きい
･t8.19型は木製レパ-ハンドルです
エスカチオンの仕上かSVの鳩舎
ステンレスハンドル(50-53.66)の仕上はSTとIJ.ります

パ ックセット(lTIm) 64･76

扉厚可能範囲
(一以上～■■乗5A)

33-37･37-42･42-46･46-50
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MC25sER.ES :盟 :!*iyi宅ぎ力~ ドロック

普及型のハイブリッドカー ドロックです｡

■ハイブリッドカー ドロックシステム

スリットとマグネットのノ､イブリッドカード方式を採用し､鍵

違い数は10億1三LLとなり､従来のメカニカルカ-ド方式に比べ

て安全性がより確'ji=なものになりました｡

IIIウィークリーマンションに最適

MC25は室内側にセットされIJコードカードにあったカードて

のみ施解錠できるシステムを採用しています｡従って有効なカ

-ドを変電する場合は､カ-ドと室内側のコードカードを取り

替R_るだけでよく､面倒なシリンダー交換の必要がありません｡

入居者の代わる頻度の=Lniいウィークリーマンション等にlJrlk過で

すD(マスターカードシステムの場合はカードシリンダーの交

換の必要があります｡)

■逆マスターカー ドリーダーも用意

共用玄関に設置して､各部屋の有効なカ-ドを差し込めば施術

錠できる逆マスタ-カードリーダー (MC20SW)もあります.

■操作はスムーズワンタッチ

施解錠操作はカードを軽く押し込んでレバーハンドルを軌かす

だけです｡軽いタッチで操作できますo

■普及型のハイブリッドカー ドロックMC25シリーズ

従来のノ､イブリッドカードロックとほぼ同等の機能を持ち､さ

らにコストダウンをはかっIJ普及型のノ､イブリッドカードロッ

クです｡
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l｣ 【室外訂 . :転 側】 {寧∴室内側,
tカラーバリエーション

装着可能シリンダー 型 式 外 側 略 匡ユ 内 側 用 途 例 LAS規格

∪9 MC25*-1 甘 サムターン 住宅玄関案集合住宅 C111
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しこ霊空誓三 ステンレスST SM BM GM WT

20 ●●●●●
21 ●●●●●
22 ●●●●●
23 ●●●●●
31 ●●●●●
32 ●●●●●
33 ●●●●●
34 ●●●●●
35 ●●●●●
50 ●
51 ●
52 ●
53 ●

(,i)●本製品はエスカチオンがSTの場合､レバ-ハンドルはアルミシルハ-､また
はステ/レスへヤーラインとflります｡

●エスカチオンがSM､BM､GM､WTの場合はレバ ーハノドルはアルミフラノクと

なります｡(P276参照)

パックセ ット(mm) 64･76

B監禁 ～空E:禦 33-42･42-50



レバーハンドルバ リエーション
MC20(黄銅 ･合成ゴム/水目桜強化木/黄銅)

匡 仁 一 ::コ 遍 繭 :≡∃ t ≡ ≡ ヨ

39型 18型 19型 74型

MC25(アルミ合金)

モ = := ヨ

23型

｢ 一 二 )

33型

㌶呂…≡MC25(アルミ合金)
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遍 i iii

1軒 ≒ ピ タ

20型

23型

33型

ヽ 一 一 F F
21型 22型

ヽ 一 一 ヽ ■ ■ ■ -

31型 32型

ミ i こ こ rl~ 妄ここゴ
34型 35型



MC20･MC25(ステンレス)

5.k ., 5呈 - = ヨ 5㌢ = -

53型
TL j P ■＼

66型 (66型L=は津銅製 もあります.)

MC20標準カードデザイン MC25標準カードデザイン

ハイブリッドカー ド

表 裏

コー ドカ- ド

特別仕様カー ドデザイン例

ハイブリッドカー ド

長 日恕

コー ドカー ド

お客様の二一希望により､様々なデザインカー ドを作成いたしますのでこす日談 ください.

㈱大京北海道支店様

こ採用晶

匿璽

㈱大京北海道支店様

こ1采用品

I
仙台土地開発㈱様

こ頒用品

㈱大京北7毎道支店様

こ採用晶

*
安比冶合開発㈱様

APPlメゾンシリーズ こ1采用品

MC20SW型逆マスターカー ドリーダー

写真はMC20SW型

■MC20および25シリーズの各部屋のカードを､共用玄関

に設置したMC20SWに差し込むだけで､共用玄関の電気

錠を解錠できます｡

(軸',TG庄A格点出力)

仕 上 ステンレスへヤーライン

大型四角アウトレットボックス

スイッチカバーセツHJISC8336､客先御手配)に取付

出 力 無電庄A接点

MC20

MC25
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BCLl001SER.ES :R'= i三二 ､£空~ドロッ慧

BCL-001･C 型 バーコー ドカー ドロック操作盤

■バーコー ドカー ドロックBCL-001･Dの操作盤です｡

遠隔所から押ボタンでバーコードカードロックを挽作します｡

■3個用スイッチボックスに取付けられるので施工性､大 き

さとも家庭用 として最適です｡

■施錠 ･解碇表示ランプと開扉 ･開扉表示ランプで錠 と扉

の状態が確認できます｡

■｣EM-A端子イ寸

JEM-A端子付ですので各社のHAシステムとのインターフェ

ースが容易です｡

278

バーコー ドカー ドロックは錠前とカー ドリ

ーダーが一体型になった力-ドロックです｡

■バーコー ドを使用するカー ドロック

BCL-001/リ-ガはバーコードを光学的にL-3Lみ耽 り､施解錠す

るシステムですo非接触jiiJなので､耐久性は抜桝です｡

■高度なセキュリティ

バ-コ-ドを使用 Lた紅違い数は約9倍以上 となり､セキュリ

ティはフJd全てすOまた､バーコー ド部に特殊ラミネー ト加工 し

てありますので不正使用を防止しますO

■マスターカー ドシステムが可能

7スタ-カード､グランドマスターカー ド､グレー トグランド

マスターカ-ドの各システムが可能です｡

■逆マスターカー ドシステムも可能

共用玄関用に､逆マスターカードシステムもできます｡

}バーコー ドカー ドロックBCL-001･Dの機能

手軌(キ-またはサムタ-ン)抜作 と'.t気的(カー ドまたは操作

ボタン)操作での錠前の動作が興なり､日･.L;1.の自然な動作で切

り替わりますO

①手 動操作をすると､次の操作(手軌まナJは.LL肘l'･J)をするまで､そ

の状態を保ちます｡

･施錠操作一次の棟作をするまで施錠のまま

･解鉱操作一次の操作をするまで牌名立のまま

(参施錠峠(:カードで掛や､または操作盤の押ボタンを州寸と､肘鉄

します｡扉を捌けて閉めると自動JjWたしますO扉をliHけなかった似

合は8秒後に白山施錠Lます｡

(訓ギ鉱時にカードで拙作､または抹作製法の押ボタンを押すと､施錠

します｡

BCL-001･S 型 増設用操作表示器

■BCL-001･Cに増設 して､別の場所か らバーコー ドカー

ドロックを操作できます｡

t最大 3台 まで接続可能です｡

■操作方法､表示ランプは､BCL-001･Cと同一です｡

12個用スイッチボックス深形に取付けますO



1.カー ドで施解錠操作

･施彰拙 作一解組l封二､か-ドをカ- ドリーダーに差 し込み､

上から下へスライドさせるとバーコー ドカー ドロ

ックが施錠になリます｡

･解錠操作一施脚 1:に､カー ドをカ- ドリーダーに差 し込み､

上から~トへスライドさせるとバーコー ドカー ドロ

ソクが附金こするので､レバー-ンドルをl･･)して扉

をr抑ナてください｡671をr-yJめると自軌ll'･)に施錠に

なります.

2.操作盤で遠隔所から施解錠操作

･施鉱'拙作一節錠畔に､操作盤の押ボタンを押すとバーコー ド

か-ドロyクが施錠になります｡

･解錠操作一施錠峠に､操作盤の州ボタンを押すとバ-コー ド

カ- ドロンタが解錠になります｡レバ--ンドル

を回して扉を開けてください.扉を閉めると白亜lJJ

的に施錠になります｡

3.キー､サムターンで施解錠操作

･施錠操作一脈鉛 件に､キー､サムタ-ンでバーコー ドカー ド

ロソクが施錠になります｡

･附あさ)染作-地組韓に､キー､サムターンでバーコー ドカー ド

ロソクが角緒さするのでレバ--ンドルを阿して扉

を開けてください｡b7_を閉めても次の操作をする

まで角緒巨を依持します｡

･上記のいずれの場合も.操作盤の表示ランプは錠と扉の状態

をランプの点灯で袈'TiLます｡

型 式 外 側 略 図 内 側 用 途 例 l̂S規格

●シリーズ名の次にある*は､レバーハンドル形状20･21･22･23･31･33･34･35型を示します｡

●カー ドロック

エスカチオン 黄銅ダイカスト/策現ノ†7仕上

レバーハンドル アルミ/アルミゴールド仕上

カード/キー 標準3枚付/標準3本付

バックセット(mm) 64

慧 冒盟 , 33-42･42-50150-58･58-66

電源 DC12V

許容温度範囲 OoC～+40oC

型式 BCL-001･C(操作盤)､BCL-001･S(操作表示器)

材質 ABS樹脂

スイッチ 施解碇操作スイッチ

LED 槻 ラン71開扉ランプ 瓦 施錠ランプ､賑 ランプ 緑

外部入力 ｣EM-A入出力(BCL-001･C)

電源 ACIOOV 50/60Hz

警報ブザー装置付 BCL一001lC

Ci)操作盤と練作艶示器は屋内仕様なので.雨水等の水演がかからflLい場所でご使

用 ください.

BCL-001
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EL-K3290/3300SER,ES

キーカー ドロック
■用途:マンション共用玄関/ビル通用口等 (屋内仕様)

転覆艶ダー蔓厚
カード1)-ダーシリンダーレバーハンドル

EL-K329)
EL･K3300

280

一体化キーカードロ′クでは､小型の紙カードを使用します.

キーカー ドロックは電気卓､コントローラ-､操作部を一

体化 し､リチウム電池で作動する電気錠システムです.辛

-カー ドの操作により施解任を行なう入退室管理に最適の

システムです｡

r電気錠､コントローラー､操作部を一体化 したために取

付工事が非常に簡単です｡

'6スぺ-ス化のJjミ現ととい二大幅なコストのt■川減が可能です｡

■キーカー ドロックの操作はキーカー ド(小型の磁気カー

ド)を使用｡

キャッシュカードの%程度の大きさてⅦR扱いやすく､ケース付

です｡一般錠の鍵のよう1:桓製されないので'左=心です｡

登録の変更だけで紛失し1=カードを伸恥に無効l:することがで

きますので錐のよう(:万一紛失しても錠前ごと耽り替える必安

はありません｡

Tキーカー ドの他にキー､サムターンで施解錠できます｡

■施錠モー ドの選択 ･変更

自助/yWとモ-ド一㍍を榊めると自動的に施錠する機fJE設定｡

手軌施錠モードー施師錠の両方の操作を手動 (キーカード､キ

ー､サムターン)で行なう機能設定｡

施錠モードの選択は収1tJll和二'lじ奴綻本体のスイッチ設定だけで

行なえます｡

■電源はリチウム電池です｡

jq,臥 カメラ用の',t源として市販されているr2CR5｣を1佃

使用します｡'.i:池交換のLl射的が近づくと､キーカード操作時に

Iに子7_'l=でお知らせしますので､I.E池をお早め(:お耽 り杓えくTJ.

さい｡

1.入室方法

①屯気錠が施錠されている時は､カ-ドを仲人し扱いでください.

翌録されたカードであればブザ-音が1回 (ピッ)llLiり'.ti'気長さがh椎とされます｡

(参入重役､扉をrylめてください｡

●日勤施錠モード時

扉をIWめると自MJl'･)(こ'['Il気錠が施錠されます｡

●手動施錠モード時

サムターンを施錠nIIJへ回すとft;気錠が施錠されます｡
2.退室方法

①',tt気錠が施錠されている時は､サムターンを附錠側へ回してください｡

'EIG気錠が肘鉄されますo

②退室後､玩l_を糾めてください｡

●日動施錠モード嶋

酢を閉めると白跡l'Jに'lil気錠が施錠されます.

●手動施錠モード時

カード操作ま1Jはシリンダーキー(=よって､I.t気錠が施錠されます｡



装着可能シリンダー 型 式 外 側 略 図 内 側 用 途 例 LAS規格

∪9ディスク EL-K3290-* カードリーダシリンダー 丑サムターン C111またはCl12

+シリーズ名の次(=ある*はレバーハンドル形状20･21･22･23･31･32･33･34･35･50151･52･53型を示します｡

EL-K3290-*型 (扇厚33-42mm用)

EL-K3300-*型 (扉厚42-50mnl用)

エスカチオン ステンレスへヤーラインイ土上

材質〃士上 レバーハンドル ステンレスへヤーライン仕上
またはアルミシルバーイ土上

バ ンクセット(mm) 64

扉厚可能範囲 33-42(EL-K3290-*型)

(･¶以上～-兼瓜 42-50(EL-K3300-*型)

カー ド/キー 標準3枚付/標準3本付

最大可能カー ド登毒責枚数 768枚(6グループ×128W

電源 2CR5型リチウム電池 1個

電池寿命 1日50回の操作で3年以上

使用温度範囲 -10°C～+50°C(結露､7柏吉しないこと)

(′i)本製品は屋内仕様 tJ.ので雨水等の水滴がかかbrJ:し､場所でこイ吏用く1:さい

EL･X3293

EL-K3n]
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LTK11型 三 途tyA Tテンキ~ロック

写真は∪4LTKll型(DB)

dテンキー操作でロッカーを施解錠 します｡

怖liil'蘇1･)は4-8桁の数丁を任意に設定できます｡LTI(11型は解錠すると同峰に登録

し1ご暗証番号を自gLJJ的(:抹消するので､次にご他日になるときは､新 い .Ilfhjl1希号を

設定できます｡

■スポーツクラブ等の ロッカーに最適です｡

カー ドが外かL,nt-1,JuJ.できるので､名前等を?:くことによって佼川名が-Hでわか りま

す｡

Aいたずら防止機会E.a
略言1l:番号を辿殺 して4回まちがぇると､｢ピー｣ という音がrlLn 1'JIF'HJn･軌JJfli-｣1二しま

す｡このときに再度テンキー操作を行 うと､｢ピーJという汗がuLt,り､その時,I.㌔.:から1

分FEH作動を停止 します｡

■万一のときでも安心です｡

I.芯地gJれなど7才-の域令や､帽証番IT1-を忘れた域介でも､非'ii川Jシリンダーがついて tJ

いますので､非'ii･'.'JIJのキーで附錠できますo

非':･;:.FHのキーでは肘鉄はできますが､施錠はできません｡

■電池の消耗をあらか じめ2段階でお知 らせ します｡
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1施錠操作

(Dカー ド1･T･入l｣糾 Ilしてく1='さい｡

②カー ドTrf.入rlが捌きますのでカー ドi･入れてください｡

このとき(:､カー ドを･完全(:4'T.入しないとカー ド押入Ilが閉

まらないのでニLl丑:ください｡(カー ドを入れないとテンキ

-｣鮒 ができませ/Lのてこは..TLr.くIJさい｡)

(勤カー ド挿入Jlを押 して閉めでくださいb
④テンキーにて惜品卜芥号を苛fl(してくlJさい｡

暗SLll.終り-は4-8桁の数字を作.TI.L:(:登録できます｡

④匝司をJIElす と人力番'･-]肺認窓に｢MJが10秒Il''J点灯 します｡

⑤｢MJが,I.!約 ･I,(:4-8桁の数耳を遊んで押 してくIJさい｡

人)J芥号確認者にIr.･-1託芥号がぷ示されます｡

㊤匝司糾 =■寸 と｢M｣,,.■.I:fJが5秒Jll"の点滅に糾 っります｡

/I ⑤｢M｣が.･!.t滅小にTjl手北用施彬錠-ンドルを)_,_(CLOSE)方向

に90●Ll･ILでください｡

2解錠操作

0登録 し1ご暗証番T;-を押 してくださいB

施錠操作④の㊥-◎ と同じ操作をしてください｡

②~M｣が.･E･.滅中(:･jI平瀬用施脈錠-ンドルを右(OPEN)jjllTJ

に90.1TilLでください｡

③カー ド挿入口からカー ドを抜き肥 りI-mめてください｡

カードを挿入 テンキーの操作

(この蛤 はTm 4) 図 を附

叙事を押す

●カラーバリエーション

R

u

.
一

f

ダークフラウン(DB) クレー(GR) コールド(GD)

型式 ∪4LTKl1

エスカチオン ABS樹脂

扉厚可能範囲
(-以上-一以内)

t9-20･Zlへ.22･23-24･25

(,i)本封晶には力II:が含まれておりませんので､製品とは別(=カードをdZ朋
こ′発注く/='さい｡

電源 車3アルカリ乾電池4本

電池寿命 1日10回操作して1年以上

使用温度範囲 0-十40pC(結露しないこと)

左右勝手 右勝手のみ

用途 木製ロッカー積丹製ロッカー(=も二頂用になれます｡)

LTKl1
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LTK20ロッカ-テンキ-ロック
型 ■用途 木製ロッカー

写真はLTK20型(DB)

LTK20
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■テンキー操作で ロッカーを施解錠 します｡

帽.jll_布-/]一は4桁の数■トを任志に設定で きますoLTK20型は､仰鉦すると同時に登録 し

定て きます｡

q操作 は簡単でスムーズに｡

LEDの.,.■1減によって､操作jJ法をご案内Lますので､初めてご仙mになる力にも大安

わか りやす くなっていますo

ldいたず ら防止機首Ec

幡就番号を辿縦 Lで4Ir･ほ ちがぇると､｢ピー｣ という1キがrTLM 1分II"lj作動 を1･I,1止Lま

すOこの ときにmljiAテンキー拙作を才Jうと.｢ピー｣ という音が I糾 ､その時.･1･.から1

分rll,Jfや動を倍止 Lます｡

■万一の ときでも安心です｡

芯地L)Jれなと77-の場合 も､暗証界-I,上を,a.れた場合で も.非･i;･'.JIJンリンダーが伺いで ＼-/

いますので非'.･i川Jのキーで牌錠できますO

■電池の消耗 をあ らか じめ 2ExlbP皆でお知 らせ します｡

Lテンキづβ｢



1.施錠操作

(Dスター トキーを7LllLます.

4桁の暗証蘇1;･を入力することを促 し3:す｡

③テンキ-で作.T3･A.の暗証番'fI4桁を登録 してください｡

例: 略.;ll'.解[,i-が1234の城令

･暗証蘇号肺認窓の表示は､｢1234｣と表示されます｡

･LEDG)は消frL､LED②が点滅 します｡

注)暗;liE布L･j･の人力をFFり述R_1ご場合は､クリアキーを押 して②より

印度拙作 してくfJさい｡

⑥塔証希号の人力が正しい かどうか暗証市号確認窓に表示 Lている希

'･7を再度-Wl_'認し､JIIしければ縦iEJキーを州してください｡

(勤LED(参が汀JfJL､LED(参が !!.I.減となります｡ま1∴ 略討希J,i-の表示

も消れします｡

⑥LED③が!三(跡 い(:引手池川施解錠-ンドルを左へ909回して施錠 し

てくlJさい｡

2.解錠操作

①施錠払作eXD～⑤と同じ杖イ1をしてくださいo(③では､if.鍬 した帽証怒号をJIIlしてくださいQ)

②LED③が,･t,J跡L,に引=7-3糾J地相鉱-ンドルを1l-へ90oJdLて肘鉄してください.

3.電池が消耗 してきたとき

(》スター トキーを押したとき(:､暗証番号確認窓(:｢E｣が...If滅LI=ら内

(州の'.lii池交換川フタをl拝HJで､幣3アルカリ乾';ii池4本を7l=l以内

に交換してくTJさいoなお､この状態では通北のJlh用ができます｡

(塾さらに､芯地が消耗 Lてきた域令､スター トキーu lfIすと､暗証希

T]仰誌思窓に｢EJが衣示されたままになります｡この状態になるとテン

キー操作はできません｡

■カラーバリエーション

ダークブラウン(DB) クレー(GR) コールド(GD)

型式 LTKZO

エスカチオン ABS樹脂

監 禁 禦 19-25

電源 車3アルカリ専調を池4本

電池寿命 l日10回1;LU乗作して1年以上

使用温度範囲 0-+40oC(結露しないこと)

配線コード長さ(mm) 500

左右勝手 右勝手のみ

用途 木製ロッカー(鼎 ロッカーにもこ使用に1Jれます｡)
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MCT20sER.ES :霊 ン三,'#!霊 等ドカ- ドロック

自動施錠タイプのハイブリッドカードロックです｡

MCT20
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■マンションの共通玄関等に最適

rj動施錠タイプの∃I;適玄rAIFFlのカ- ドロック｡アパー トやマン

ションの居室玄快=二MC20やMC25を使用した場合､共通玄rW

に収付けることにより､各住居者が所持しているカー ドをその

まま使用できます｡

■操作はスムーズワンタッチ

b7.を閉めるとlヨ軌的に施錠 しますDま1=解錠操作は､カー ドを

軽 く押 し込んでレバーノ､ンドルを動かすだけ｡軽いタッチで操

作できます.

■万一のときでも安心

シリンダーが付いていますので､カードを紛失し1=域介で もキ

ーで解錠できます｡

型 式 外 側 略 図 内 側 用 途 例 LAS規格

バックセント(mm) 76

扉厚可能範囲

(■■以上～lV末弟)



TK3LsE｡.ES .左右勝頼 通

∪4TK3L39-1型 3 2 30

12

｢f

~匂.

97ー6 15

じF7レ -8- x14皿
7- L 12_5/巨周 60 60

20 25WIyrF 22 小

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mn)

7t45

i○､､､､､ia､､llI LI 罵 小ねじ

戻

I一o

装筋可能シリンダ- 型 式 パックセッ ト(mm)/ケース深さ(mm) 扉厚(mrn以上～rnm未満)

∪4 TK3｣39-1 51/7264/85

76/97 58<2.62-66



TK3LsE｡.ES
■左右勝手あり

本国は右勝手を示す

∪4TK3LJ39-1型

●扉厚によるストライクのL寸法(単位¶m)

288

7572

rl 沼LL} N

千 -.

17I1

A.5yタ ･yト64 11031

一千｢

l

110 一食

装缶可能シリンダー 型 式 バックセット(m)/ケース深さ(mm) 扉厚 (mm以上～m未満)



EgP ■~-= .

MC20sER.ES .左右勝手瑚

∪9M2039-1型

パックセット
jiiii

●扉厚によるス トライクのし寸法(単イ】加m)

小

1ノ

害Ilo

裳酢摘シリンダー 型 式 機 能 ルソクセット(m )/ケ-ス深さ(mm) スペーシング(mm) 扉厚(mm以上～mm未満)

∪9 MC20 ー8,19.39505ー52 1 64/85 80 ■33-3737-42

MC20
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MC25sE｡.ES .左右勝轄 通

∪9MC2533-1型

3.51718 )815 令

チ

2-M4×1LLJlヽ ′

′ 18-l8.5 48.518 25blW/
小ねじ 2-～

●扉厚によるス トライクのL寸法(単位Ⅶ)

76

2ll1 lI
lr〉

4ー5 パ../セット 川や2]

108 76｣‖
蓋

宍

型 式 機 能 パックセット(mm)/ケ-ス深さ(nm) 扉厚(mm以上～mrn未満)

∪9 MC25 203121,22.2332,33,34 1 64/85 80 33--42



BCL-001SER.ES `雲志濫 鎧 を示す

∪9BCL-001･D-33型
9390

A

要 l l=l l り-ド 7~巴
/ /

_ )7り 12

lll
㌔.

ノ I.

4.5 121.5
rll 35

ケース■≒さ99

(,王1)マグネットがストライクの上Rl(こrlるようL:Jか賓があれば付け替えてください｡
(,王2)電気錠の切欠には油揚とプソソングの余裕をみてください｡(10nd呈庶)

9040棉

+ill5L

ll1Il
l

I.ート
●扉厚によるス トライクのL寸法(単位m)

64/99
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EL-K3290､3300sER.ES ■左梯 手共通

EL-K3290-52型

73

l

車 リー ド線6本Tlllll.~~

F LLD(の

l ｣

ll

4.54.5

装着可能シリンダー 型 式 パックセット(rm)/ケース深さ(rnm) スペーシング(mm) 扉厚くmm以上～mm未満)

UgディスクPXEC EL-K3290 53 64/99 80 33--42
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∪4LTKll型･LTK20型 .右折 専用

6-M3×12JA小hじM3)く86-≠3.1)く16帆-~ねじ II

芦 L= . 茸 1害 い1PAT.ド

盟

十
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過
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]5回
789
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宍
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6

58

0

I蛋すご
㌔.

'J/.

監事,小
三

465】27≡名
7万

30

62

7474

¢ O Ig3 竺 :'l p､ft 90 こ)UU5 68I冊 …酢U≧ 至 芸 .
e r1ー

N /

芸 宅 三豊 { 753 2 1 50

柁

1岳4塾 4×LI5⊂⊃沼rpl巨
㌫

30

Ci)製品二は肘寸ステ-O l寸い

諾 Ii苦さ窒㌔ 袈 妄謡
を風二加工してホノタイカハ
■≡叛取付けて(f:きい.千
の脚 )取付ねじの‡木ねじ
が1X16を使用LTく1=きし､｡
木柵 加工てきない場合は､

yl芸,天蓋 課 EL,;I?岩
さい｡その脚 )取付ねじ④
はM3×6を使用してくf:きい.

U4LTKll

LTK20
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MCT20SER.ES ■完 冨 鎧 を示す

MCT2054型

S3 1g

iFj ll.

6バ ッタ 80
セット6 31

MCT20
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●扉厚によるストライクのし寸法(単伽 m)

+シリンダーリング出寸法(単イ如m)

型 式 機能 バックセット(mm)/ケース深さ(mm) 扉厚(mm以上～m∩ー未満)




