
電気錠をお選びになる前に

1.7に気錠 (I.I;気ストライク)を作動させる

ためには''li気錠だけでなく､必ず',t気

錠 ･制御部 ･操作部の3点が必要です｡

(制御部と操作部が一指l:なったタイプ

もあります｡)

'l-じ気錠システムをお遊び(:なる場合は上

記3点をご発注いただきますようお願い

申し上げます｡

また､I.'Li気錠を正 しく作動させるため

には､姐-,ri-エ琳だけでなく'.Ti気工三拝も

LE嘆です｡配管 ･配線はもちろんです

が､第線や機?..iの取付等､殺初から施

工区分を明確にしてください｡

扉の磯 による電気錠の選び方

1.フラッシュ扉の場合

ほとんどすべてのタイプの'.li気錠をl附てHlることができます｡

2.桓扉の場合

+[:Fの兄イて日日 法が100mm程度1三u二の場合 (11効rノ叫 80mm以上ある

的)は本締'.r防 櫨とAL3M型が使用できます｡それ以外の場合は

枠LJ"(こ'luLj{-1ストライクを取付け､扉にlヨ軌施錠タイプの錠 (AH､

HK等)を炊榊するのが一般的です.

3.強化ガラス扉の場合

節自身に'.li気錠を刀昨rける事ができないので､難EH:本締',t気錠

を~Fll■1き(=枇付けて､扉の上梶にデッドボル トを落す方法になり

ます｡

4.その他の場合

_7rti正b盲やエアタイト入りの防音扉等にはグレモン了に気錠をご使用

ください｡まlJ､木製扉をご使用の場合はb-FメーカーとJiくご柵

淡くIJさいo

どんな(:如 ､錠前でも､その取付けられる5'し ろるいは辞の支持金物が良 くない場合は､そ

の機能 カL卜分に果たせません｡扉およびb7支持食J,1も良いものをお遊びくださるようお願い

いたしますO

I,防 tdlは､Tに気で施解錠することを除いては､通縄の錠前とまったく同じです01附;jUに際

しては､)貞川･',の錠前と同様のご注71j.をお払いいIJJ.くようおJ,gfrtいいたLます｡

'屯飢的に施解克己しない場合には､錠前 としてil三しいJl州 -けがなされているかとうか､また､

'･TEtil-鳩とと制術鵬のJEE,JはiL=しい結線がなされているかどうかを､i:Lっ先にご確認 くださいC
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電気錠の動作モード

電 気 錠 の 動 作 は使 用 目的 に よ りい くつ か に分 業頁され ます ｡当社 で は電 気 的 な 動 作 に よ り､
A､B､Eの 3種 操 の モ ー ドを設 定 して い ます ｡Aモー ド 閉扉自動施錠機能

電気錠 (電気ストライク)を扉が閉まると自動的に施錠になる機能で使用する場合をAモードと言います｡解錠するときの

モ-ド動作の仕方により､一回解錠と､連続解錠があります｡

1.-回解錠

操作表示器詩の一回解錠ボタンを押すと､あL,かじめ設定したFl封iiJだけ'.lLLL斉し錠が解錠LますOこの時ILlJ内に扉を排日ナて､再び

閉めると'.l-u気錠は自軌的に施錠になります｡一回解錠ボタンを押して附錠Lてもblr_を開けなかった場合は､設定Lたl馴iが

過ぎるとfLi気錠は施錠になります｡なお､キ-またはサムターンで解錠Lた場合は扉を即日ナて再び閉めると自動的に施錠に

なりますが､解錠Lでも扉を開けなかった場合の'.E気錠の動作は錠柾により輿なります｡

操作表示器の
.-一･回解捉ボタンを押しますO 脚 は解錠とTJ.ります｡ 扇を開けてかb閉めます. 電気矧 ま施銘となります｡

2.連続解錠

扱†憾 示IR詩の連続牌錠ボタンを押すと､もう一度連続牌錠ボタン糾 ‡け までのfl耶ま解錠のままになります｡連続解錠状態で
はキーまたはサムターンでも施錠はてきませんO施錠に戻すにはもう一度連続附錠ボタンを押LますO

●電気錠を解碇する場合 ●電気錠を施錠する場合

操作表示書芸の
連続解錠ボタンを押します. 電気錠は解錠のままにtJ.ります｡

もう一度操作表示器の

遵杭解錠ボタンを押します｡ 電気垂足は施錠となりますOBモード.施解錠繰り返し機能

電気錠を施錠と解錠を交互に繰り返して使う場合をBモードと言いますO

モ~ド Bモ ー ドの 場 合 の 電 気 錠 の 動 作

杖作表示器のFJL'(錠ボタン捌 け と施錠中の''Jに気錠が鮮錠します｡まIJ施錠ボタンを押すと解錠中の電気錠が施錠しますO
キーまたはサムターンでも同様にノ施錠と鮮錠がてきます｡

操作表示器の

祈銭ボタンを押します. 電気錠は解錠とfJ.ります

操作表示器の

施錠ボタンを押します. 電気盛は施錠となります｡
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Aモードと同様に開扉自動施錠機能ですが､キーまたはサムターンで解錠したときのみ解鐘のままになる機能をEモードと言

います｡

1.Eモードの場合の電気錠の動作一一操作表示器で解錠した場合(電気的に解錠した場合)

芯気錠が施錠中に操作表示器の押しボタンを押すとあらかじめ設定Lた時間だけ屯気錠が解錠 します｡ この時IliJ内に扉を開

けて再び閉めると電気錠は自垂加勺(:施錠します｡押しボタンを押 して解錠しても､b-Eを牌けなかっT=場合は設定した時間が

過ぎると施錠となります｡

懸れ錠は施盛中です｡ 操作寮示器の

押しボタンを押します｡

限 錠は塀錠となります｡ 扉を開けてから閉めます｡ 屯気重定は施錠となります.

2.Eモー ドの場合の電気錠の動作- キーまたはサムターンで解錠 した場合

'LTに与W,とが施錠中にキ-またはサムターンで附虹LI=似合は円び扉を閉めでも牌錠のままです｡施錠するにはキ-またはサム

ターンで施錠するか､あるいは操作表示器の押しボタンを押します｡

敬 錠11磁 中です. キーまたは､サムターンで

電気錠を暇 します｡

房を開けてから再L形lめても

敬 淀は潔窪のままです｡

操作表示器の押しボタンを押すか､

キーまたはサムターンで

施錠するかしてください｡
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操作方法の違いによる出入り口管理の機器

出入り口の管理方法を何にするかによって､システムをお選びいただけます｡

操作方法 方 式 種 別 管理人員 野里ゲート(郷 システム糾 売…制御機器(型式)掲載ページ

カー ド 接触式 磁気 1250 1 MC-2130 452

2800/1台 2 ー6 MC-2520 453

10′1ゲー ト 2 BAN-Y2 433

10 1 BAN-WS 435

バーコー ド 1000/1ゲー ト 1 50 BAC-001 451

7 1 BCL-001 278

lC 制限な し※ 1 制限な し※ lCC-002 449

非接触式 16 1 NTC-001 447

1000/1ゲー ト 1 45 NTC-002 448

テンキー 1 T-3110 445

ランダムテンキー 1 TK-001 443

1 TK-002 444

1 TKU-001 442

キー 1 KS-(10.20.31.41)464

キー キー 500 3 KMS-002 450

カー ド併用 磁気 2000 51 KHBOX 454-456

マグレス 2000 51 KHBOX 454-456

lC 2000 51 KHBOX 454-456

集中監視盤 5.10 BAN-RS 437

10 BAN-LS 436

インターホンタイマー 2 BAN-Y2 433
1 BAN-WS 435

2 BAN-A2 432

遠隔操作 1 ssp-C12 434

2 swp-C2巨EP 434

インターロック 2 BAN-Q2LA 438

i;‡パソコンの記憶容i正によります｡

管理ゲー ト数は制御機器l台て制御できるゲート数(電気錠数)を示します.また､システム最大接続数はパソコン等により集中管理する場合の制御

機器数を示します.
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HOUSE:電気錠システムの例
一服住宅

冒 . ､

･一 康 一 J望

システム例1-HOMET-07

【システムの棚 宅】

1.操作盤を使って解錠する

求.TJJ梢 をインターホン竿でrr'挺VhlLI=接.操作表装の押しボタン酬 目すと'.Li鮎 とはあらかじめ設定した)Wrl,Jlさけ肘掛 二なります｡b71を川けた後神び

F判めると'.G細 とはLludr勺に施易さしますC

2.キーまたはサムターンで解錠する

キーまたはサムターンで魚椎とLIJ場合は扉を閉めでも解名立のままになりますO施錠するため(:は扉を閉めた状態でキ-またはサムターンを施錠

方ltJJに担けか搬†憎盟の押Lボタンを押Lます｡なおb7lがr刺し､1ご状態でサムターンを施錠位置にlgしてb7_&l判めても自gEJXl'.)(二施錠となります0

3.操作盤でのランプ表示

I.Liを鳩iiが内緒とすると操作卓注の鮮錠ランプが.点灯し､所が11日くと川前ランプが.,三,.fJLます｡

【システムの機能】
1.テンキーでの解錠

テンキーにJT_い､暗証布号を入力すると､屯気産はあらかじめ設定し1=峠r即fり解錠します｡扉を開けた後再びl射めると',GLJLも錠はEl蜘(.)t二施錠します｡

2.線作表示器での解捉

来訪者をインターホン等職 級t操作表示器の.セl解錠ボタンi,押します｡あらかL+め設定しII棉5111け屯5Ettiか;解錠しますので､その間に扉をF榔1Tll'に入ります｡扉を閉めると
rI#LrL)I:施錠(:なります｡連紛半荘ボタンi･押すと'E気左は臓 のまかこなり.扉を側めでも施錠されません｡機 長ボタンを押すと施錠にIJります｡

3.キーまたはサムターンでの解錠

一回角緒…ボタンを押し1ごときと同株に設定した時間だけ脈錠し､扉馴判めるとEJ釧伽二施錠します｡

4.操作表示器のランプ表示

屯丸鎚が角描け ると射 乍表示器の牌錠ランプが点灯し.扉がE剃くとし別所ランプが点灯します｡
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APARTMENT&DORMJTORY:電気錠システムの例
マンション/案

【システムの槻 巨】

1.入鹿時

III汁1満は'itfiJ,のキーを北合封刈株のキースイyチ(:差し込んTT‖けと'r防収が僻錠するので中に入ります｡

･釆aJ]抑 よ地合玄r対機で.VJl【り先と連結を取 り､住戸のインターホンの附鉱ボタンで'.11気錠を解

錠してもらし､■lJt二入りますO

･いずれの似合も扉をrylめると自動dl'tJに施錠Lます｡

2.退出時

･JJ7Fに近づくとセンサーが感知しでTi;気錠が解錠Lますので､外(:JLJr.ます.

岩 岳
iZJtは自由閃き不可. トアクE]-ザ
坤はストソプ,IL/t=促開く1_Jさい.

【システムの機能】
1.入館時

･居住掛ま各tb-I-のキ-をキーリーダ-1こ差し込むと'rE訊錠 が解銘するので中(:入ります.

･A.TJJ部は姓介玄E対榛で.iJJFHJ先とi鮎告を収り､住戸のインターホンの解錠ボタンで'lii気錠を解

錠してもらい小(=入ります｡

･いずれの場合も扉を閉めると自動的(:施錠します｡

･このシステムはキーを個別に記憶しているので､キ-の至23jr抹消がmJ恥(:でき､キーの紛失

や入用I者の事誹 :71ど(:も迅速に対応できます.

2.退出時

Ib7日=並づくとセンサーが感知して'lLi気錠が解錠しますので､外(:.LLます｡

-=---
xJIlJEf由丸さ不可.t:7クE)-サ
書はストップJiLをご使用くださしゝ
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OFFICE&BUルDING:電気錠システムの例
オフィスビル/インテリジェントビル

i _ I_ i ∴

【システムの機能】

1.人貞官時

･星間は出入りEll1l｡夜rZi】および休Elは､テナント入店者は自室のキーでキ-スイyチを操 作

して■iH5(laEを鮒鉱 して中に入ります｡

2.退館時

･扉に近づ くとセンサーが感知して屯気鎚が角緒とし､外に出ます0

3.タイマ一

･二のンステムは株作鮭にタイマーを追加し､平Elと休l≡】の解錠Il封it,]の設定をしておきます｡

EfjEej発茄は自由開き不可｡ドアクE]-ザ等はストップなしをご使開く1=さい｡

【システムの機能】

1.入室時

･カードをカートリーダ-に通すと''fi汚しストライクが解名立LLF.(二入りますCこの時人蓋し7JH

嶋､個人コ-ド､山人の区別等をプリントアウトLます｡

2.退室時

･カートをカード1)-ダ-に過すと屯気ストライクが解錠 し､外に 出ます｡この時jii重し[=E:l

時､個人コ-ド､出入の区別等をプ1)ントアウトします｡
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【システムの機能】

1.退出時

･各テナントのl鵬 .llJ.者はテナントのキ-をKHBOXのキ-ロッカー(:差し込んで回すと､自軌的にキ-が保省状態になります｡

キーが保管状態になると同峰に､テナントの空調と照明の'-電源が切れ省エネ状態となり､フロアの 全 テナントのキ-がKHI30Xのキーロノカ

-に保省されるとエレベ-タが不仔｣[となりますOま7∴ テナントの錠前を施錠しないとキ-が保管できないので､防犯上安全ですし､キ-保

管中に扉がこじ脚 ナL,れると防災センターに糾 出力LますC

2.出勤時

IKHBOXのカード1)-ダ-にカードを通Lでテナントのキ-を抜き取ります｡この時点でテナントの照明の'EEiT,Elが入り､エレベ-タ不侶止が

解除されます｡キ-でテナントの錠前を解錠Lで入室しますO

【システムの機能】

1.入室時

･プレミyドか-ドを判ってFlH二近づくとセンサー (NTC-002･D)がカートを感知し､'FE気錠が締錠するのでqjへ入りますo

･パソコンと地軸Lて､人iL.;ES=kを取ることもできます0

2.退室時

･I.LLLi袖とAMTAのノブをIiiけたけr'iLljX-し錠が角織さしますので､外へ 出ます｡

各テナン ト
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HOTEL:電気錠システムの例
ホテル

【システムの機能】

･フロントでカード先行機t:よりゲストカードを発行します｡

･ゲストカードを客室のカードロック-仲人するとカードロックがA'指定するので小に入れます.

1ゲストカードはチェックアウトタイムを過ぎると無効になるので､セキュリティーも万全です｡

【システムの機能】

･客室IAH:設iLiLlJカードホルダ-(:ゲストカードを苑し込tj･と､浴室内の.lITL明やテレビ等の屯指がONL:なります.外山峠1:ゲストカードを抜

きlTkると､.lh'iJJJJ巧の''ii源がOFFとなり省エネに'(姐 二ちます｡またカードホルダーにゲストカー ドが差し込まれているとき(=在室信号を出力し

て非'iiLL衣示鰍 二ランプ衣示することもできます｡
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【システムのuLLE】

･ホストコンLPユ-タと連動させること(:より,チェックイン岬のカード発行菜鞘を御 糾ヒLI_-り､ゲストカードを利mLでホテル内のショッピ

ングやレストラン等のキャッシュレスシステムを柵案することも可fIEです｡

‥ て こ 一 ･ 一
※Al土日ddlき不可.ドアクローサ書

はストップlJLを=使用くださI,～
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LABORATORY&FACTORY:電気錠システムの例
研究所/病院/工場

【システムの機能】

･桐生巧で､2つの扉が閉まっているとさは両方の屯知 立とも魚椎正しています｡ どちらか-71の扉を排】けるともうー力のJJWの'.T防 TS,主が施錠 となり

両プ)の扉が同時に帆 くことはあ りません｡

研究室 ⊂蚕 室云亘=〕 前室

【システムの鵬 】

･バーコー ドカー ドをカードリ-ダーt:通すと'1'i気錠がfb織さします｡ホストコンピュータ､パソコンと連動 して従R･Liの.'l'.迎勤甘j!I'や､食党の自

軌版･p,lこ横のキヤyシュレスシステムの逆用も可能です｡

･バーコードは亦夕協皇読み取り方式なので､耐久ifI=がよく､付梢iが汚れや磁気等l二対 し17如 ･ので._T域などにII左通です｡
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EMERGENCYEXIT:電気錠システムの例
非常n

【システムの機能】

･火災,附加.lJHh'lrJ等と迎糾して､'6非,･;汀1の''11気鎚を-iklt:肺錠できます｡また棟f憎芸の角描主スイッチで各々の非.･i'.1コの■Li気錠を解錠できます.
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