
取説番号 838H3870LD 錠ケース交換説明書
１．交換前に、次の工具を準備してください。

①プラスドライバー（＃２：普通のサイズ）
②マイナスドライバー（小さ目サイズ）
③扉の閉まり止め：交換作業中に、扉が閉まってこない程度に支えられる物を準備してください。
④養生材（新聞紙、ダンボールの切れ端し等、テープ）：扉に傷を付けるのを防ぎます。
⑤部品入れ（小皿または、タッパー）：取り外した部品を保管するために使用します。
⑥定規、またはメジャー：お客様がご使用されている製品の寸法と、購入された製品の寸法が合っているかを確認するために使用します。

２．交換前に、現在扉に取り付いている錠と、ご購入された製品について、次の
ことを確認してください。
現在取り付いている錠は、扉を開けて確認してください。

①製品型式の確認をしてください
扉に付いている錠前のアーマープレートに「ＬＤ」のマークが付いています
か？
→【図解（１）】

※ご購入された製品の箱側面の型式欄表示と異なる場合は、購入先に確認し
てください。

②シリンダー取付位置の確認をしてください
取付位置は、次の寸法があります。２９ミリ，３１ミリ，３８ミリ，５１ミリ，６４ミリ
→【図解（２）】
※ご購入された製品には、錠ケース本体に数字が表示されていますので確認
してください。
測定された寸法と異なる場合は、購入先に確認してください。

③錠ケースの種類を確認してください（ハンドルのデザインによって２種類あ
ります）
右図のハンドルを使用しているケースは、重量ハンドル用ケースです。
右図のハンドルに該当しない場合は、軽量ハンドル用ケースです。
※ご購入された製品には、錠ケース本体に白字で英字が表示されています
ので確認していただき異なる場合は、購入先に確認してください。
Ｈ：重量ハンドル用ケース、Ｓ：軽量ハンドル用ケースを示します。

３．ご購入製品の内容物を確認してください。
下記の④の部品は、現在使用している部品を紛失した場合に使用してくだ
さい。
①錠ケース（１個）
②アーマープレート（１枚）
③アーマープレート取り付けネジ（Ｍ４×４.５、皿、２本）
④取付ネジ（Ｍ４×１２、皿、２本）
→【図解（３）】

４．交換手順
取り外した部品は、錠ケース交換に再度使用しますので、紛失しないように
ご用意していただいた部品入れに保管してください。

①扉を半分ほど開けて、カギなどでデッドボルトを突出させてください。

②扉の閉まり止めを設置してください。
交換作業中に扉が閉まってしまうと、扉を開けることが困難になる場合があ
ます。
万一作業中に扉が閉まってしまった場合、角軸付きハンドルを差し込み、ハ
ンドルを回して扉を開けてください。
→【図解（４）】

③ハンドルを取り外してください。
ａ．屋内側ハンドルの止めネジを左へ（反時計方向）３～４回転緩めてくだ
さい。
→【図解（５）】

ｂ．止めネジが付いている屋内側ハンドルを抜いてください。
→【図解（６）】

ｃ．反対側の角軸付きハンドルを抜いてください。抜きにくい場合は、前後
にゆすりながら抜いてください。
→【図解（４）】

④座を取り外してください。
座には、【はめ込み式丸座】と【ねじ込み式丸座】と【長座式】の３種類が
あります。
扉に取り付いている座を確認してください。
！座の種類によって取り外し方法がことなります。取り外し方法は、１－１）又は
１－２）の手順で作業を進めてください。
！長座の場合は、取り外す必要はありません。

１－１）はめ込み式丸座の場合
ａ．屋内側の丸座カバーを外してください。
マイナスドライバーを丸座カバーの凹部付近の端部と扉面の間に差し込
み、丸座の端を持ち上げるようにして外してください。
→【図解（７）】

ご注意：扉面へキズ付け防止用の養生材（新聞紙、ダンボールの切れ端し等、
テープ）を貼り付けてください。

ｂ．屋内側の丸座取付ネジをプラスドライバーで緩めて、屋内側丸座と屋外
側丸座を外してください。
※屋外側丸座が外れない場合は、以下のことを確認して作業を進めてくだ
さい。
ア）室内側丸座の取付ネジ穴から中を見て、屋外側丸座の取付柱がない

場合は、屋外側丸座を取り外す必要はありません。そのまま下記の
⑤（アーマープレートを外す）の作業に進んでください。

イ）室内側丸座の取付ネジ穴から中を見て、屋外側丸座の取付柱が見え
る場合は、屋外側丸座と扉面の間にマイナスドライバーの先端をさし
込んで外してください。

１－２）ねじ込み式丸座の場合
ａ．屋内側の丸座カバーを外してください。丸座カバーを左へ（反時計方向）
回し取り外してください。

丸座カバーが回らない場合
屋外側の丸座カバーを左へ（反時計方向）回し取り外してください。
屋外側の丸座取付ネジをプラスドライバーで緩めて、屋内側丸座を外してください。

ｂ．屋内側の丸座取付ネジをプラスドライバーで緩めて、屋内側丸座と屋外側丸座を外してください。
※屋外側丸座が外れない場合は、以下のことを確認して作業を進めてください。
ア） 室内側丸座の取付ネジ穴から中を見て、屋外側丸座の取付柱がない場合は、屋外側丸座を取り外す必要はあ
りません。そのまま下記の⑤（アーマープレートを外す）の作業に進んでください。

イ） 室内側丸座の取付ネジ穴から中を見て、屋外側丸座の取付柱が見える場合は、屋外側丸座と扉面の間にマイ
ナスドライバーの先端をさし込んで外してください。

⑤アーマープレートを外してください。
ａ．取付ネジ（２本）をプラスドライバーで緩めて外してください。
ｂ．ラッチボルトを指で押し込んで、マイナスドライバーを角穴の端に差し込み、
外してください。
→【図解（８）】

⑥シリンダー止めネジを左へ（反時計方向）固くなるまでゆるめて、サムターンとシ
リンダーを取り外してください。
ａ．サムターンリングをつかんで、左へ（反時計方向）まわして、サムターンを取
り外してください。
→【図解（９）】

ｂ．シリンダーに合いカギをさし込んで、カギをおさえながら、シリンダーリング
をつかんで左へ（反時計方向）まわしてシリンダーを取り外してください。
→【図解（１０）】

⑦ケースを取り外してください。
ａ．上部取付ネジを外してください。
→【図解（１１）】

ｂ．デッドボルトをつかんでケースをささえながら下部取付ネジを外してくださ
い。
→【図解（１２）】

ｃ．デッドボルトをつかんでケースを取り外してください。

⑧交換用ケースを取付けてください。
ａ．デッドボルトを突出していることを確認してください。
ｂ．ケースの取付方向を合わせます。
→【図解（１３）】

ｃ．デッドボルトをつかんで扉の穴に入れてください。
ｄ．フロント上部取付穴に取付ネジを差し込み、ドライバーの先端でネジをささ
えます。デッドボルトをつかんでケースをささえながら上部取付ネジを軽く
ねじ込んでください。

ｅ．下部取付ネジを軽くねじ込んでください。
ｆ．上部と下部取付ネジをしっかりと締め込んでください。

お客様へ：交換時間の目安は1時間です
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⑨シリンダーとサムターンを取り付けてください。
ａ．サムターンのMIWAマークを上下にし、サムターンツマミを水平にし
て手で水平を保ったまま、サムターンユニットをケースに押し当てなが
ら、右（時計方向）にかたくなるまねじ込んでください。

ご注意：サムターンの軸の方向と錠ケースのカムの穴方向を合わせて差し込
んでください。
→【図解（１４）】

ｂ．MIWAマークが上下にくる位置までサムターンをもどしてください。
→【図解（１５）】

ｃ．シリンダーを取り付けてください。
カギをシリンダーにさし込み、カギを右図の位置に保ちながら、シリン
ダーをケースに押し当て右（時計方向）にかたくなるまでねじ込んでく
ださい。
→【図解（１６）】

ご注意：シリンダーの取付作業中は絶対にカギを回さないでください。カギが
抜けなくなる場合があります。

ｄ．MIWAマークが上にくる位置までシリンダーをもどし、カギを抜いてく
ださい。
→【図解（１７）】

ｅ．シリンダー止めネジを右（時計方向）にまわし、フロントから出っ張らな
い状態まで締め込んでください
※シリンダー止めネジを締め込んでもフロントから止めネジが出っ張る
場合は、止めネジを少しゆるめてから、シリンダーとサムターンの
MIWAマークが傾いていないかを確認してください。傾いている場合
は、傾きを直してからシリンダー止めネジを再度締め込んでください。

⑩アーマープレートを取り付けてください。
ａ．扉の閉まる方向に、ラッチボルトの方向を合わせてください。

→【図解（１８）】
ｂ．アーマープレートをフロント面に合わせて取り付けてください。
アーマープレートが浮きあがっている場合は、ドライバーの柄などで軽
くたたいて、浮き上がりをおさえてください。

ｃ．上部取付ネジを軽くねじ込んでください。
ｄ．下部取付ネジを軽くねじ込んでください。
ｅ．上部と下部取付ネジをしっかりと締め込んでください。

⑪丸座を取り付けてください。
お客様の使われていた錠タイプによって丸座の取付方法が下記の１－１）～
１－４）までの４種類がありますので取り外された丸座の種類によって以下の
方法で取り付けてください。

１－１）はめ込み式丸座で取付柱付きの場合
ａ．屋外側丸座（柱２本が付いている部品）の柱を、ケースの穴に差し込ん
でください。
→【図解（１９）】

ｂ．屋外側丸座を支えながら、屋内側丸座を屋外側丸座の柱位置に合わせ
、取付ネジ（２本）を軽くねじ込んでください。
→【図解（２０）】

ｃ．角軸付きハンドルを屋外側からケース角穴に差し込んでください。
→【図解（２１）】

ｄ．屋外側ハンドルを手でささえながら、屋内側ハンドルを角軸に完全に
差し込んでください。
→【図解（２２）】

ｅ．丸座取付ネジをしっかりと締め込んでください。
→【図解（２３）】

ｆ．ハンドルがスムーズに動くことを確認してください。
ハンドルがスムーズに動かない場合は、丸座取付ネジを少し緩め、再度
調整してください。

ｇ．屋内側ハンドルを一度取り外してください。
ｈ．屋内側丸座カバーをはめ込んでください。
ご注意：丸座カバーの凹部を丸座の切り欠き部に合わせてはめ込んでくだ

さい。
→【図解（２４）】

ｉ．屋外側ハンドルと屋内側ハンドルを丸座に密着させた状態で、止めネ
ジをしっかり締め込んでください。

１－２）はめ込み式丸座で取付柱なしの場合
取り外した屋内側丸座を取り付けてください。

ａ．取付ネジ（２本）で、屋内側丸座を軽く固定してください。
ｂ，角軸付きハンドルを屋外側からケース角穴に差し込んでください。
→【図解（２１）】

ｃ．屋外側ハンドルを手でささえながら、屋内側ハンドルを角軸に完全に差し込んでください。
→【図解（２２）】

ｄ．丸座取付ネジをしっかりと締め込んでください。
→【図解（２３）】

ｅ．ハンドルがスムーズに動くことを確認してください。ハンドルがスムーズに動かない場合は、丸座取付ネジを少し緩め、再度調整してください。
ｆ．屋内側ハンドルを一度取り外してください。
ｇ．屋内側丸座カバーをはめ込んでください。
ご注意：丸座カバーの凹部を丸座の切り欠き部に合わせてはめ込んでください。

→【図解（２４）】
ｈ．屋外側ハンドルと屋内側ハンドルを丸座に密着させた状態で、止めネジをしっかり締め込んでください。

１－３）ねじ込み式丸座で取付柱付きの場合
ａ．屋外側丸座（柱２本が付いている部品）の柱を、ケースの穴に差し込んでください。
→【図解（１９）】

ｂ．屋外側丸座を支えながら、屋内側丸座を屋外側丸座の柱位置に合わせ、取付ネジ（２本）を軽くねじ込んでください。
→【図解（２０）】

ｃ．角軸付きハンドルを屋外側からケース角穴に差し込んでください。
→【図解（２１）】

ｄ．屋外側ハンドルを手でささえながら、屋内側ハンドルを角軸に完全に差し込んでください。
→【図解（２２）】

ｅ．丸座取付ネジをしっかりと締め込んでください。
→【図解（２３）】

ｆ．ハンドルがスムーズに動くことを確認してください。ハンドルがスムーズに動かない場合は、丸座取付ネジを少し緩め、再度調整してください。
ｇ．屋内側ハンドルを一度取り外してください。
ｈ．屋内側丸座カバーをしっかりと締め込んでください。
→【図解（２６）】

ｉ．屋外側ハンドルと屋内側ハンドルを丸座に密着させた状態で、止めネジをしっかり締め込んでください。

１－４）ねじ込み式丸座で取付柱なしの場合
取り外した屋内側丸座を取り付けてください。

ａ．取付ネジ（２本）で、屋内側丸座を軽く固定してください。
ｂ，角軸付きハンドルを屋外側からケース角穴に差し込んでください。
→【図解（２１）】

ｃ．屋外側ハンドルを手でささえながら、屋内側ハンドルを角軸に完全に
差し込んでください。
→【図解（２２）】

ｄ．丸座取付ネジをしっかりと締め込んでください。
→【図解（２５）】

ｅ．ハンドルがスムーズに動くことを確認してください。ハンドルがスムー
ズに動かない場合は、丸座取付ネジを少し緩め、再度調整してくださ
い。

ｆ．屋内側ハンドルを一度取り外してください。
ｇ．屋内側丸座カバーをしっかりと締め込んでください。
→【図解（２６）】

ｈ．屋外側ハンドルと屋内側ハンドルを丸座に密着させた状態で、止めネ
ジをしっかり締め込んでください。

５．錠前動作の確認をしてください。

①扉を開けた状態でサムターンツマミを回してデッドボルトを引っ込めてください。
②扉の閉まり止めを外してください。
③扉がスムーズに閉まることを確認してください。ハンドルで扉の開閉操作を行い、スムーズに開閉することを確認してください。
④扉を閉めた状態でサムターンツマミを操作し、デッドボルトの出入りがスムーズに行えることを確認してください。
⑤カギをシリンダーに差し込み、デッドボルトの出入りがスムーズに行えることを確認してください。

 北海道地区 美和ロック（株）札幌営業所 ℡：０１１（６２１）５１５５

 東北地区 美和ロック（株）仙台営業所 ℡：０２２（２２４）５５５１

 関東甲信越地区 美和ロック（株）本社 ℡：０３（３４５２）５５５１

 神奈川・静岡地区 美和ロック（株）横浜営業所 ℡：０４５（３８１）５５５２

 北陸地区 美和ロック（株）金沢支店 ℡：０７６（２９２）０００７

 中京地区 美和ロック（株）名古屋支店 ℡：０５２（７３１）０５５５

 関西地区 美和ロック（株）大阪支店 ℡：０６（６９６２）５５５１

 中国地区 美和ロック（株）広島営業所 ℡：０８２（２９５）５５５１

 四国地区 美和ロック（株）高松営業所 ℡：０８７（８６２）５５５１

 九州地区 美和ロック（株）九州支店 ℡：０９２（７４１）５５５１

 沖縄地区 美和ロック（株）沖縄営業所 ℡：０９８（８６７）５５５１

■ 製品と、ご不明点に関するお問い合わせ先

【図解（14）】 【図解（15）】【図解（14）】

ハンドルを下げながら
凹を合わせ

【図解（15）】

【図解（16）】 【図解（17）】

【図解（18）】

【図解（19）】 【図解（20）】

【図解（21）】 【図解（22）】

【図解（23）】 【図解（24）】

【図解（25）】 【図解（26）】

【図解（16）】 【図解（17）】

屋外側

【図解（18）】

【図解（19）】

MIWAマーク上下

MIWAマークを上に

【図解（20）】

軸と穴の方向を合わせる

【図解（21）】 【図解（22）】

【図解（23）】 【図解（24）】

【図解（25）】 【図解（26）】

錠は差し込んだ位置に保つ


