美和ロック,ＭＩＷＡ【鍵の卸売りセンター】ＰＭＫ鍵交換方法

ご利用案内

ショッピングカート
カートの中身

※型番は「すべて全角」または「すべて半角」で検索していただくと見つけやすいです:

検索

ホーム ｜ MIWA PMK鍵交換手順

ＭＩＷＡ,美和ロック ＰＭＫの鍵交換手順

カートは空です。

お求め、ご使用前にご確認下さい

PMKと刻印があることを確認して下さい。本製品は、PMK用交換シリンダーとなっております。
交換作業時の注意

強風の時などドアが不安定状態で交換作業されますと大けがに結びつく恐れがありますので、絶対になさらないで下さい。
作業終了まで半開きで固定できるように工夫して下さい。
作業途中でドアが閉まってしまうと入室できなくなります。ドアストッパーなどでしっかり固定して動かない状態にしてから交換作業
されることをお勧め致します。

鍵の卸売セ…
6 「いいね！」の数

このページに「いいね！」

ドアは使用している間に徐々に傾いてきています。

今まで扉の動き・鍵のしまり方がおかしいようでしたら、チョウバンのネジをドライバーで締め直して下さい。
※この際、扉に指を挟まないよう細心の注意を払って作業して下さい。
シリンダー交換の手順

商品カテゴリ一覧
サービス品
合鍵、スペアキー
鍵,錠前（メーカー別）
ロックケース
電気錠

適正なプラスドライバー（#2ドライバー）を使用して、室内側ノブ（又はレバー）の付け根にあるネジを強めに押しながら慎重にはず
して下さい。
（使用状況によってはネジが大変はずれにくいことがあります。）
※外したネジは専用の特殊ネジなので絶対に紛失しないようはで下さい。
ネジは再度使用しますので、ネジの頭をつぶさないよう気を付けて外して下さい。

錠前（メーカー別）
ドアクローザー
装置加算料
ポイント交換対象商品
特定商取引法表示
リンク集
ログイン

新規登録はこちら

ネジが外れましたら室内側のノブ（又はレバー）を外して下さい。
室外側からもノブ（又はレバー）を外して下さい。
この時、左写真のような調整用のプラスチックリングが付いている場合、後で使用しますので、無くさないようにして下さい。

ログインはこちら
家研販売 詳細説明
トステム 扉交換用シリンダー検索
ページ
錠前別対応シリンダー検索
エージェント 詳細説明
WEST スペアキー受注可否一覧表
ウェスト鍵,錠前詳細説明
窓の鍵ｸﾚｾﾝﾄ交換方法

錠本体取り付けネジ4本をはずし、本体を扉から外して下さい。
この時、錠本体が床に落ちないように注意して下さい。

日中室内錠取外方法
戸先錠サイズ確認方法
SEPA TE0 テール縦カム交換方法
電気錠の工事区分例
AGENT取替シリンダー
フキ鍵,錠前詳細説明
ﾄｽﾃﾑ扉名と鍵型番互換表
MIWAロック重量用ケース対応表
鍵検索 ＭＩＷＡ
鍵検索GOAL
鍵検索SHOWA
鍵検索WEST
動画一覧表
鍵検索TOSTEM
フキ インターロック

左写真の錠本体内側のシリンダーを止めている4本のビスを外して下さい。
この時、止めネジはガタツキ防止の為、かなり強く締め付けてありますので、ネジの頭を潰さないように慎重に外して下さい。
ネジに対して必ず直角にドライバーをあて、押しつけながら回します。
動画もご覧ください。

シーズンテック SEASON TECHマネ
ージメントロック／デュアル
ドアクローザ取付方法
ノブ取付方法
プッシュグリップ、プッシュプル錠
取付方法

ネジが外れましたらシリンダーの周りに付いているシリンダー取付板をはずします。
これで今まで付いていたシリンダーが外れるはずです。

レバーハンドル取付方法
内部錠取付方法
特殊開錠用具の所持の禁止等に関す
る法律 （平成十五年六月四日法律
第六十五号）
調査依頼書ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
シーズンテック SEASON TECHマネ
ージメントロック／デュアル
美和ロック製品カタログ2016
アルファ総合カタログ2014
GOAL 総合カタログ2016
ユーシンショウワ総合カタログVol.
10
古代 KODAI 総合カタログ集 vol.5

お買い求め頂いた交換用シリンダーを取り出します。先ほどまで説明致しました逆の手順で取り付けることが出来ます。
左写真のように取り付け穴とシリンダーの裏形状を同じになるようシリンダー装着します。
その後、シリンダー取付板をシリンダーに被せます。
注意点！【シリンダー表面のMIWAの文字が真上】【鍵穴がW型に見える】ようにして下さい。
また、シリンダーが入りにくい時は裏のツマミをカチャカチャしてください。
動画もご覧ください。

キーレックス総合カタログ集 2016
年版
Kaba 総合カタログ集 2016年版
家研販売 総合カタログ集
川口技研レバーハンドルカタログ集
WEST 総合カタログ集
電磁式電磁錠 扉別 施工マニュアル
Kaba カバ 外観図、切欠図、取付説
明書、取扱説明書

先ほどシリンダーを取り付けていたビスをしっかり取り付けます。

ロックマンジャパンカタログ集
ロックマンジャパン関連資料
LOCKMAN ロックマン ドアハンド
ル一体型 - ID402 アベル 取扱説明
書
ロックマンジャパン ID-202JP 取扱
説明書
チューブラ錠 詳細・取付方法・適
合表
電気錠配線の注意点
NEW STAR ドアクローザ 外観図・
切り欠き図一覧表
美和ロック 旧製品カタログ
代理店募集
Mivatek 商品_マニュアル
MIVATEK C1S3プレミアムサービス
とスタンダードサービスの比較表
MIWAフロント刻印適合表
GOALフロント刻印適合表
WESTフロント刻印適合表
U-SHIN SHOWAフロント刻印適合

錠本体を扉の内側に取り付けます。
ビス4本を軽く付けて下さい。
その後、均等に適度に締め込んで下さい。
錠本体は重たいので足などに落とさぬように注意して下さい。

表
MivaTek,ミヴァテック スマートホ
ーム 商品紹介
トステム（TOSTEM）玄関の鍵の対
応表

錠本体に室内側から芯があるノブ（又はレバー）を差し込みます。
プラスチックのリングが付いているようでしたら、この時忘れずに付けて下さい。
芯があるノブを穴に入れる際、穴の中にあるツメの部分に芯の切れ込みの深い側がくるように差し込んで下さい。
もし芯があるノブが入りきらない場合は、反転してみて下さい。
動画もご覧ください。

ART AIRACCESSシリーズ
ART Ns出入管理システム カタログ
ART W-LINE出入管理システム カタ
ログ
ART NW-LINEシリーズ カタログ
ART 電気錠制御盤システム カタロ
グ
ART 換気解錠対応電気錠制御盤シ
ステム カタログ
ART スタンドアロンシステム／カ
ード
美和ロック,MIWA U9シリンダー

室内側からもノブを芯に差し込みます。
左写真のように、ノブのネジ止め用の穴と芯のネジ止め用の穴が合わさるようにして下さい。ノブ止めネジにてしっかり止めて下さい
。

美和ロック,MIWA PR,PR-Jシリンダ
ー
美和ロック,MIWA LB,LB-Jシリンダ
ー
美和ロック,MIWA JNシリンダー
ゴール,GOAL V18シリンダー
日中製作所 セパ,SEPA HDSディン
プルシリンダー
ウエスト,WEST リプレイス ディン
プルシリンダー916
KABA カバスターネオ
KABA カバエース
エージェント,AGENT ディンプルシ
リンダー LS5
アルファ,ALPHA FBロック
MUL-T-LOCK ,マルティロック
家研販売,KAKEN ベルウェーブキー
U-SHIN SHOWA,ユーシンショウワ
WXシリンダー
FUKI,フキ ティアキーシリンダー
ABLOY,アブロイ シリンダー
カタログから探す
指定建物錠の性能表示
鍵の卸売りセンター会員限定サイト
のご案内
エージェント，ＡＧＥＮＴ ＬＳ５
ディンプルシリンダー詳細説明 美
和ロック,MIWA HPD40KJ,HP40,HPL
40交換用
エージェント，ＡＧＥＮＴ ＬＳ５
ディンプルシリンダー詳細説明 美
和ロック,MIWA TOSTEM・LIXIL扉
刻印QD交換用
エージェント、AGENT LS5ディン
プルシリンダー GOAL(ゴール) AD
・GK・GGX交換用
エージェント，ＡＧＥＮＴ ＬＳ5デ
ィンプルシリンダー詳細説明 ユー
シンショウワ，SHOWA CL・397 C
L-50 535交換用
主な仕様/イージーロック

ここでもう一度動作確認しいて下さい。
・ロック時、非ロック時にキーの抜き差しが出来ましたか？
・カンヌキが出たり入ったりしますか？
・ノブ（レバー）は正常に動きますか？
問題がないようでしたら完成です。

地域ぐるみでシリンダー交換を推進しましょう。

集合住宅の場合は1軒替えても他の部屋から侵入され、ベランダ経由で侵入されます。地域ぐるみの防犯を。

