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ICカードロックの使いかた

2 解錠する

1 施錠する

ICカードの取り扱いについて
ICカードを読み取らせるときは、PUSHにかざしてください。

〈ご注意〉
ICカードをPUSHにかざすときは、以下のことに注意してください。
ICカードを正常に読み取れないおそれがあります。
複数のICカードを重ねて、かざさない。
ICカードを強く押しつけたり、たたきつけたりしない。
ICカードを動かしながらかざさない。
ICカードをPUSHから10mm以上離してかざさない。

※交通系ICカードなど一部のICカードは、読み取り距離が短い場合があります。

❶	PUSHを押して
ください。

❶	PUSHを押して
ください。

〈ご注意〉
	操作音の音量を無音にしている
場合は、音が鳴りません。
	メンバーモードの場合は、登録済
のICカードをかざしてください。
	未登録のICカードをかざすとエ
ラー音が「ピーッ」と鳴ります。

〈ご注意〉
	操作音の音量を無音にしている
場合は、音が鳴りません。
	メンバーモードの場合は、登録済
のICカードをかざしてください。
	未登録のICカードをかざすとエ
ラー音が「ピーッ」と鳴ります。

〈ご注意〉
5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーッ」となっ
て操作前の状態に戻ります。
最初からやり直してください。

〈ご注意〉
5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーッ」と
なって操作前の状態に戻ります。
最初からやり直してください。

5秒以内

5秒以内

❷	 ICカードをかざして、5秒以内に
ツマミを	 	に回してください。

	 	施錠されます。

❷	 ICカードをかざして、5秒以内に
ツマミを	 	に回してください。

	 	解錠されます。
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使用する前に

ICカードロックタイプの操作のしかた

3.	電池について
この製品は単3形アルカリ乾電池（4本）で
動作します。納品時にセットされている電
池はお試し用ですので、できるだけ早く新
品に交換してください。（電池残量の確認は
⑧ページ参照、電池の交換は⑨ページ参照）

4.非常解錠キーについて
ICカードを紛失したときなど、非常解錠
キーで解錠できます。（⑩ページ参照）
管理者が厳重に管理してください。

2	こんなときは
操作音の音量を変える（⑦ページ）
電池の残量を確認する（⑧ページ）
電池を交換する（⑨ページ）
ICカードを紛失したときは
　①ICカードの登録を一括削除する
　　（⑥ページ）
　②非常解錠キーで扉を開ける
　　（⑩ページ）
故障かな？と思ったら（⑪ページ）

1	この製品の概要
1.	施錠・解錠にはICカードが必要です
FelicaかMIFAREに対応しています。
※Felicaはソニー株式会社の登録商標です。
※MIFAREはNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

2.２種類のモードがあります
ビジターモード（納品時の設定）
お手持ちのICカードで施錠・解錠できます。
不特定多数の方が使われる場合のモードです。

メンバーモード
事前に登録されたICカードでのみ、施錠・
解錠できます。特定の方が使われる場合の
モードです。

〈ご注意〉
納品時はビジターモードに設定されていま
すので、メンバーモードで使う場合は、③
ページを参照して、設定を変えてください。

〈付属品〉
非常解錠キー（別売）※1　
設定カードセット（別売/ ）※2

※1 お買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。

※2「メンバーモード設定カード」・「ビジ
ターモード設定カード」・「音量設定
カード」・「メンバー登録カード」・「メ
ンバー削除カード」があります。

 お買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。

PUSH（起動）
ボタン

LED表示

LED青LED赤

非常錠
（⑩ページ参照）

ツマミ
 :解錠・モード設定
 :施錠
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1.施錠する・解錠する

3	ICカードの取り扱いについて
ICカードを読み取らせるときは、PUSHにかざしてくだ
さい。
〈ご注意〉
ICカードをPUSHにかざすときは、以下のことに注意し
てください。
ICカードを正常に読み取れないおそれがあります。
複数のICカードを重ねて、かざさない。
ICカードを強く押しつけたり、たたきつけたりしない。
ICカードを動かしながらかざさない。
ICカードをPUSHから10mm以上離してかざさない。
※交通系ICカードなど一部のICカードは、読み取り距
離が短い場合があります。

2.モードを変える

1	施錠する
1.PUSHを押してください。
2.ICカードをかざして、5秒以
内にツマミを に回して
ください。

 施錠されます。

2	解錠する
1.PUSHを押してください。
2.ICカードをかざして、5秒以
内にツマミを に回して
ください。

 解錠されます。

使用する前に

〈ご注意〉
操作音の音量を無音にしている場合（⑦ページ参照）は、音が鳴りません。
メンバーモードの場合は、登録済のICカードをかざしてください。
未登録のICカードをかざすとエラー音が「ピーッ」と鳴ります。

〈ご注意〉
5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーッ」となって操作前の状態に戻ります。
最初からやり直してください。

〈ご注意〉
5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーッ」となって操作前の状態に戻ります。
最初からやり直してください。

〈ご注意〉
メンバーモード設定カードが必要です。

音量を無音に設定している場合でも音が
鳴ります。

1	ビジターモードからメンバーモードへ変更する
納品時はビジターモードに設定されています。
特定の方だけが使われるメンバーモードに変える場合は以下の要領で行ってください。

2	メンバーモードからビジターモードへ変更する
変更のしかたは③ページ1と同じ要領です。

すでにメンバーモードのときに2の操作
をすると、登録済みICカードの情報がす
べて削除されます。

〈ご注意〉
ビジターモード設定カードが必要です。

1.ツマミが であることを確認してく
ださい。

2.PUSHを押してください。

3.メンバーモード設定カードをPUSHに
かざしてください。

　メンバーモードに設定されます。

〈ご注意〉
メンバーモードでは事前に登録されたIC
カードでのみ、施錠・解錠できます。
④ページの要領でICカードを登録してくだ
さい。

❶

❷

❸

5秒以内

5秒以内 音量を無音に設定している場合でも音が
鳴ります。
メンバーモードで登録したICカードの
情報はすべて削除されます。

に
なっている
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3.ICカードの登録・削除する（メンバーモードのみ）

1	ICカードを登録する
〈ご注意〉
メンバー登録カードが必要です。

3	登録済みICカードを個別削除する
〈ご注意〉
メンバー削除カードが必要です。 音量を無音に設定している場合でも音が

鳴ります。
削除したいICカードが手元にない場合
は、個別削除はできません。一括削除を
行ってください。（⑥ページ参照）

1.ツマミが であることを確認してく
ださい。

2.PUSHを押してください。

音量を無音に設定している場合でも音が
鳴ります。

1.ツマミが であることを確認してく
ださい。

2.PUSHを押してください。

3.メンバー登録カードをPUSHにかざし
てください。

　メンバー登録モードが開始されます。

4.登録したいICカードをPUSHにかざし
てください。
複数ある場合は連続（10秒間隔以内）で
かざすことができます。

　〈ご注意〉
登録済みのICキーをかざすと「ピピッ」
と鳴りますが、　登録情報に変更ありま
せん。

5.メンバー登録カードをPUSHにかざし
てください。

　登録モードが終了します。
※「4」のあと、10秒経過すると、登録モー
ドが終了します。

2	ICカードを追加登録する
1と同じ要領で行ってください。
登録済のICカードの情報は消えません。

3.メンバー削除カードをPUSHにかざして
ください。

　メンバー削除モードが開始されます。

4.削除したいICカードをかざしてください。
　複数ある場合は連続でかざすことができ
ます。

　〈ご注意〉
　削除済みのICキーをかざすと「ピーッ」
と鳴ります。

5.メンバー削除カードをかざすと、削除
モードは終了します。
※「4」のあと、10秒経過すると、削除モー
ドが終了します。

❸

❹

〈ご注意〉
ICカードの最大登録数は500です。501番目
は、登録できずにエラー音が「ピーッ」と鳴
ります。その際は、⑤ページ「ICカードの
個別削除をする」でICカードの登録数を減
らしてから追加登録を行ってください。

❺

❸

❹

❺

❶

❷

に
なっている

❶

❷

に
なっている
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操作音の音量を変える

操作音の音量を、ボリューム大（納品時設
定）・ボリューム小・無音の3種類に設定
できます。

〈ご注意〉
音量設定カードが必要です。

4	登録済みICカードを一括削除する
〈ご注意〉
ビジターモード設定カードが必要です。

1.ツマミが であることを確認してく
ださい。

2.PUSHを押してください。

3.ビジターモード設定カードをPUSHに
かざしてください。

　登録済みICカードの情報がすべて削除さ
れます。

❸

音量を無音に設定している場合でも音が
鳴ります。

3.ICカードの登録・削除する（メンバーモードのみ）

❶

❷

に
なっている

設定のしかた
1.PUSHを押してください。

2.音量設定カードをPUSHにかざしてく
ださい。

　かざすごとに、ボリューム「小」⇒「無」⇒
「大」の順番に入れ替わります。
　設定したい音量のところでカードを離す
と、　設定完了です。

〈ご注意〉
無音に設定した場合でも、メンバーモード
のときは、ICカード登録や削除操作時に、音
が鳴ります。



注意
以下の内容を守らないと、発熱・液漏れ・破裂の原因になります。
	乾電池は、必ず単3形アルカリ乾電池を使用してください。
	種類の違う乾電池や、古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
	乾電池をセットするときは、⊕⊖を間違えないように正しく行ってください。
	乾電池を交換するときは、金属製のピンセットで持ったり、ボールペンなど金属製のも
のの先で外したりしないでください。
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電池を交換する

1.錠前裏側の電池カバーを外してください。

2.乾電池を極性に注意して、電池ケースに
セットしてください。

3.電池カバーを取り付けてください。

4.PUSHを押して、「ピッ」と鳴るか確認
してください。

極性の向き

電池の残量を確認する

電池の残量が少なくなると音と光でお知ら
せします。
早めに乾電池を交換してください。

〈ご注意〉
操作音の音量を無音にしている場合は音が
鳴らず、「電池残量15％未満」の矢印の点
滅のみになります。

電池残量15％以上～ 30％未満
起動ボタンを押すと「ピピッ、ピピッ、ピ
ピッ」と鳴ります。
 

電池残量15％未満
起動ボタンを押すと、青と赤の矢印が点滅
しながら「ピピピッ、ピピピッ」と鳴ります。

LEDが点滅

❶

❶

はめ込む
❷

締め付ける
❸

電池カバー

❸外す
❷押す

ゆるめる❶
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登録済みICカードを紛失したとき

1	非常解錠する
1.非常解錠キーを非常錠に差し込んでくだ
さい。

2.非常解錠キーを右に止まるまで回してく
ださい。

3.ツマミを へ回してください。

4.扉を開け、荷物を取り出したり電池交換
をしてください。

5.扉をしめ、ツマミを回して非常解錠後の
状態を選んでください。

6.非常解錠キーを左に止まるまで回してく
ださい。

7.非常解錠キーを中心に戻し引き抜いてく
ださい。

2	紛失したICカードの情報を削除
したい場合

登録したカードがないため、紛失したIC
カードの情報のみ削除ができません。その
ためすべてのICカード情報を削除すること
になります。
その場合は非常解錠した後、③ページ2の要
領でビジターモードに切り替えてください。

❶

❷
❸

❼

:解錠状態 :施錠状態

故障かな？と思ったら（不調診断）

状　況 原　因 処　置 参照
ページ

ICカードをかざしても
反応しない。

「PUSH」を押していない。 「PUSH」を押してからICカードをかざしてく
ださい。 －

規格外のICカードをかざしている。FeliCaかMIFARE規格のICカードをかざしてください。 －

乾電池が消耗している。 新しい乾電池と交換してください。 ⑨
「PUSH」を押しても
反応しない。 乾電池が消耗している。 新しい乾電池と交換してください。 ⑨

「PUSH」を押しても
音がしない。 音量設定が「無音」になっている。音量設定カードで音量を変更してください。 ⑦

ツマミが回らない.
ICカードをかざしていない。 「PUSH」を押してICカードをかざしてから

ツマミを回してください。 －

扉が完全に閉まっていない。 扉を完全に閉めてから操作してください。 －
扉に荷物がはさまっている。 荷物をきちんと入れて扉を閉めてください。 －

モード変更できない。 ツマミが になっていない。 ツマミを まで確実に回してください。 ③

エ
ラ
ー
音
が
鳴
る

ICカードをかざすと、
エラー音が「ピピッ」
と鳴る。

施錠したときと同じICカードをか
ざしていない。

施錠したときと同じICカードをかざしてくだ
さい。 －

ツマミを回しながらICカードを
かざしている。

ICカードをかざしてから、ツマミを回してく
ださい。 －

登録されていないICカードをか
ざしている。 ICカードを登録してから使用してください。 ④

エラー音が「ピーッ」
と鳴った。

ICカードをかざしてから5秒以上
経過している。

5秒以内にツマミを回さないと、操作前の状態
に戻ります。 ②

ツマミを回すと、
エラー音が「ピーッ」
と鳴った。

ツマミが 、または 位置に
なっていない。

ツマミを 、または まで確実に回してく
ださい。 －

登録カードをかざす
と、エラー音が
「ピーッ」と鳴った。

ビジターモードで操作している。 メンバーモード設定カードを使用してメンバーモードに設定してから操作してください。③・④

ツマミが になっていない。 ツマミを まで確実に回してください。 ④

削除カードをかざす
と、エラー音が
「ピーッ」と鳴った。

ビジターモードで操作している。 メンバーモード設定カードを使用してメンバーモードに設定してから操作してください。③・⑤

ツマミが になっていない。 ツマミを まで確実に回してください。 ⑤

乾
電
池
に
つ
い
て

乾電池を交換しても
反応しない。

使い古しの乾電池や新旧の乾電池
を混ぜてセットしている。

すべて新品の単3形アルカリ乾電池に交換し
てください。 ⑨

乾電池を正しい向きにセットされ
ていない。

アルカリ乾電池を正しい向きにセットしてく
ださい。 ⑨

乾電池の消耗が
早い。

アルカリ乾電池（単3形）以外の電池
を使用している。 アルカリ乾電池（単3形）に交換してください。 ⑨

新旧の乾電池を混ぜて使用してい
る。

すべて新品の単3形アルカリ乾電池に交換し
てください。 ⑨

非
常
解
錠
キ
ー

非常解錠キーが
回らない。

非常解錠キーが鍵穴に確実に差し
込まれていない。

非常解錠キーを確実に奥まで差し込んでくだ
さい。 －

非常解錠キーを鍵穴
に差し込めない。

鍵穴にゴミが入っている。 鍵穴のゴミを取り除いてください。 －

キーが変形している。 キーを交換してください。
お買い上
げの販売
店へ

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

➏


