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1 ご使用になる前に 
本装置を安全に施工していただくために、この工事説明書はいろいろな絵表示を行っています。絵表示の意味は

次のようになっています。内容をよくご理解いただいてから本文をお読みください。 

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷や傷害を負うか、機能の一部に重

大な悪影響を及ぼすことが想定される場合を表しています。 

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うか、機能に悪影響を及ぼす

ことが想定される場合を表しています。 

 
「禁止」を表しています。 

 
「必ず行う」を表しています。 

1.1 本製品を安全にお使いいただくために 
本製品を安全にお使いいただくために、以下の内容をよく読み、ご理解いただいた上でご使用ください。 

警告 

 弊社指定の技術者以外は施工やメンテナンスを行わないでください。事故や故障の原因になります。

 
以下のような環境に設置（あるいは保管）しないでください。故障の原因になります。 

・振動や衝撃を受ける場所 

 
以下のような環境に設置する際は、必ず付属の防滴パッキンを使用してください。パッキンを使用し
ない場合は、所定の防滴性能が得られません。 
・水、雨水がかかる可能性のある場所 
・結露が予想される場所 
・多湿の場所 
・腐食性ガスが発生する場所 

 弊社の出入管理システム以外の用途に使用しないでください。事故や故障の原因となります。 

 
本装置の使用温度範囲は-10℃～50℃です。この温度範囲を超えるような環境には設置しないでく

ださい。機器の性能劣化や故障の原因になります。 

 
本装置の分解・改造等は行わないでください。 

事故や故障の原因となります。 

 

2 概要 
 
本装置は弊社製出入管理システム id・Techno シリーズ用の非接触式 IC カードリーダーです。 

磁気カードリーダーとは異なり、カードをカードリーダーに接近させるだけで出入管理を行うことができます。 
 

3 特長 
 

 ISO14443/15693 規格に準拠したカードを使用する非接触式のカードリーダーです。（使用できるカード

は機種により異なります。） 

 1 台のカードリーダーで３種類までのカードを認識する、マルチポーリング方式を採用しています。 

 カードの読み取りにより、電気錠操作が可能です。 

 ボタンの操作とカードの読み取りにより、警戒の開始/解除が可能です。 

 表示灯により防犯回線の戸締り状態を確認することができます。 

 電波法上の許可あるいは申請を必要としません。 
 

4 各機種の違い 
 
① [NHF-CU-W] 

 FeliCa/MIFARE 方式のカードを使用することができます。 
② [NHF-AU-ACW] 

 FeliＣa/MIFARE 方式のカードを使用することができます。 
 FeliＣa の暗号鍵付エリアの読み取りにも対応しています。 

③ [NHF-AU-ACDW] 
 FeliＣa 方式のカードを使用することができます。 
 ISO15693 準拠(PicoTag/I-CODE SLI /Tag-it 方式)のカードを使用することができます。 

④ [NHI-AR-W] 
 FeliＣa/MIFARE 方式のカードを使用することができます。 
 露出型のカードリーダーです。スイッチボックスを使用せず、直接壁面に取り付けることができます。 

工事方法            
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5 工事上の注意 
 

操作性を確保するため、装置の取り付け高さは床面から 1.2～1.5ｍ程度を推奨します。 

 

工事の前に、以下の内容をよく読み、ご理解いただいた上で施工してください。 

警告 

 
本装置の前面（カード操作部）が金属などで覆われた場合、カードの読み取りができなくなりま

す。また、周囲に金属がある場合、読み取り距離に影響がある場合があります。 

 
本装置の通信端子に電源を接続しないよう注意してください。内部回路が損傷し正常に作動しな

くなります。 

 
工事の際、本装置内部にキリ粉などの異物が入らないように注意してください。故障の原因にな

ります。 

 
本装置の防滴性能は、IP34(あらゆる方向からの飛沫水に対して保護)です。雨水が直接、激し

く降りかかる場所には設置できません。別途防水ボックス等に入れる等してください。 

 
NHF 型を雨水がかかる可能性のある場所に設置する場合は、付属の防滴パッキンを使用してく

ださい。パッキンを使用しない場合は、所定の防滴性を得られません。 

 
工事は必ず電源を切った状態で行ってください。 

通電状態での工事は故障の原因となります。 

 

 

5.1 梱包内容 
初に梱包箱を開梱し、以下のものが入っていることを確認してください。 

                                  

 ① カードリーダー本体   ② 防滴パッキン   ③ 取扱説明書  ④ 工事説明書（本書） 

 

  

読取

解錠 解除

警戒

電源

警戒

戸締

               
  

 

OFF

ON

警戒

戸締

解錠

読取

電源

                            
 

 

注意 

 
電磁ノイズの多い場所に設置しないでください。所定のカード読み取り性能が得られない場合があ

ります。 

※ ＮＨＦ型のみ

ＮＨＦ型 

ＮＨＩ型 なし 
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5.2 工事に必要な道具 
施工用に、以下のものを準備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① プラスドライバー  …  カードリーダーと制御盤との結線に使用します。 

 ② 精密ドライバー（マイナス） …  ディップスイッチの設定に使用します。 
                     (樹脂製のドライバーをご使用ください。) 
 ③ 六角レンチ（2.5ｍｍ）  …  カードリーダーや制御盤の本体開閉に使用します。 

④ ニッパー   …  ノックアウトを開ける場合や、線の被覆を剥く場合に使用 

します。 

 ⑤ 各種線材   …  カードリーダーと制御盤との結線に使用します。 

線種など詳細については、下記をご確認ください。 

 ⑥ テスター   …  電源電圧、接続線の導通テストを行う際に使用します。 

 

5.3 配線についての注意（距離、線種） 
 
各機器間の配線長及び推奨する電線径は以下に記載の通りです。 

推奨以外の電線を使用する場合は、各機器の消費電流から線路の電圧降下を計算し、電線径及び線路長を決定

してください。 
 
■推奨する各機器間の線路長■ 

制御盤 – カードリーダー間の通信距離は 大 150m ですが、電源線はカードリーダーの消費電流と線路

による電圧低下を考慮して線種及び線路長を決定してください。 
 

※ 線路長は渡り配線で各カードリーダーを接続した場合の台数です（本体から分岐配線した分は含まない）。 
※ 表以外のカードリーダーを使用する場合は、下記の計算式で線種及び線路長を決定します。 

 

 

10.8Ｖ≦13 － 
線路長[ｍ]ｘ２ｘ１km 当たりの抵抗値

 ｘ 
消費電流[ｍA]

 

                  
1000             1000 

 
各線路の 1km 当たりの抵抗値は以下の通りです。 

1.2ｍｍ単線 …   16 Ω/km 

0.9ｍｍ単線 …   29 Ω/km 

0.65ｍｍ単線   …  56 Ω/km 

①     ②      ③      ④       ⑤      ⑥ 

認証装置 接続台数 線路長 線路経 消費電流 備考

NHI-AR-W 2台 150m φ0.9mm 110mA 電線はCPEV-S(ツイストペア銅シールドケーブル)
NHF-CU-W 4台 150m φ0.9mm×2 120mA を使用する。
NHF-AU-ACDW φ1.2mm 120mA ×2の場合は、電源線に2組の電線を使用する。

6台 150m φ1.2mm×2
100m φ0.9mm×2
90m φ1.2mm
50m φ0.9mm

8台 150m φ1.2mm×2
90m φ0.9mm×2
80m φ1.2mm
45m φ0.9mm

NHF-AU-ACW 2台 150m φ1.2mm 185mA
φ0.9mm×2

100m φ0.9mm
4台 150m φ1.2mm×2

100m φ0.9mm×2
90m φ1.2mm
50m φ0.9mm

5台 150m φ1.2mm×2
80m φ0.9mm×2
75m φ1.2mm
40m φ0.9mm
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6 各種設定 
 

6.1 カバーの取り外し 
本体固定ねじをゆるめてカバーと装置本体を分離します。必要に応じて、カバーに接続されているコネクタを

外すことも可能です。 

注意 

 
ケーブルには過大な力を加えないよう注意してください。断線による故障の原因となります。 

 

[NHF 型]の場合 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NHI 型]の場合 

カバー 

本体

１：本体固定ネジをゆるめる 

（六角レンチ使用） 

２：カバーを下から上へ 

  持ち上げる 

カバー 

１：カバー固定ネジを 後までゆる

める （六角レンチ使用） 

  ゆるめると共に、本体を下方向

にずらす。 

２：本体を水平に手前に引く

ようにして外す 

本体 
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6.2 ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の設定 
ディップスイッチＤＳＷ１は機種によって仕様が異なります。 

[NHF-AU-□W]は８ビット、[NHF-CU-W]と[NHI-AR-W]は 10 ビットのディップスイッチです。 

※ 設定は電源投入時に有効になります。 

 

      
    [NHF-AU-ACW] 

     [NHF-AU-ACDW] 

 

   
[NHF-CU-W]   

 

    
[NHI-AR-W] 

 

 アドレス 

複数のカードリーダーを同一の制御盤に接続する場合は、カードリーダーのアドレス（識別番号）を本体内

部のディップスイッチ（ＤＳＷ１）で設定します。 

※ アドレスは１～８までで、全てＯＦＦの場合はアドレス８になります。 

出荷時はアドレス１に設定してあります。 

 

アドレス ディップスイッチ 

 １ ２ ３ 

１ ＯＮ ＯＦＦ ＯＦＦ 

２ ＯＦＦ ＯＮ ＯＦＦ 

３ ＯＮ ＯＮ ＯＦＦ 

４ ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＮ 

５ ＯＮ ＯＦＦ ＯＮ 

６ ＯＦＦ ＯＮ ＯＮ 

７ ＯＮ ＯＮ ＯＮ 

８ ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＦＦ 

 

 操作音 

操作音（ボタン操作およびカード読み取り時）の大小と有無が設定できます。 

出荷時は「操作音・大」に設定してあります。 

※ 制御盤による鳴動制御等は設定によらず鳴動（音量大）します。 
 

操作音 ディップスイッチ 

 5 6 

操作音なし － ＯＮ 

操作音・小 ＯＮ ＯＦＦ 

操作音・大 ＯＦＦ ＯＦＦ 
 

ＯＮ 

 ↑ 

 

 ↓ 

ＯＦＦ 

アドレス 

未使用（OFF 固定）
操作音大/小切替
操作音有/無切替

表示モード

未使用 

（OFF 固定） 

ＯＮ 

 ↑ 

 

 ↓ 

ＯＦＦ 

アドレス 

未使用（OFF 固定）
操作音大/小切替
操作音有/無切替

表示モード

未使用（OFF 固定） 
ビ ッ ト 9,10 は 、

[NHF-AU-□W]の DSW2

のビット１,2 と同じ役割に

なります。 

P.7 「6.3 2 線/４線接続

の設定」を参照して設定し

てください。 
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 表示モード 

通常は「標準モード（シンプルモード）」で使用しますが、従来機種のカードリーダーと表示を揃えるとき等

は「互換モード」を使用します。 

（従来機種のカードリーダー：NCD-BU-MK/NCD-AU-M/NCD-AU-S / NCD-AW / LRB-CAR / 

NKA-AU-A） 

出荷時は「標準モード」に設定してあります。 

 

表示モード ディップスイッチ

 ７ 

互換モード ＯＮ 

標準モード ＯＦＦ 

 

  

6.3 ２線/４線接続の設定 
２線/４線接続の設定をするスイッチは、機種によって異なります。 

[NHF-CU-W]と[NHI-AR-W]の場合は、ＤＳＷ１のビット９，１０（Ｐ．6 参照）で設定します。 

[NHF-AU-ACW]と [NHF-AU-ACDW]は４ビットのディップスイッチ（ＤＳＷ２）で設定します。 

本体裏面のネジ２点を外し、白いカバーを外すと、ＤＳＷ２があります。 

          
 

ネジを外し、カバーを外す        ディップスイッチ（ＤＳＷ２） 

2 線接続設定の時              4 線接続設定の時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２線/４線接続 

通信線の設定として、２線/４線接続設定があります。 

通常は、２線接続に設定します。従来機種で４線接続仕様の認証装置を同一の通信線に接続する場合は４線

接続に設定します。 

出荷時は２線に設定してあります。 

 

 

 

 

 

 

※ [NHF-CU-W]と[NHI-AR-W]の場合は、ＤＳＷ１のビット９，１０で設定します。 

※ ビット１、２（あるいはビット９、10）は必ず同じ設定にしてください。 

※ id･Techno nano(NLI-AW-C-1D)、id･Techno eS(NLJ-AW-C-8D)システムは 2 線接続のみ対応

しています。 

接続設定 ディップスイッチ 

 N H F - C U - W / N H I - A R - W：９
NHF-AU-ACW/NHF-AU-ADCW：１

N H F - C U - W / N H I - A R - W：１０ 
NHF-AU-ACW/NHF-AU-ADCW： ２  

２線接続 ＯＮ ＯＮ 

４線接続 ＯＦＦ ＯＦＦ 

ＯＮ 

 ↑ 

 

 ↓ 

ＯＦＦ 

2 線/4 線接続 
未使用 

（OFF 固定） 

 
２線 

ＯＮ 

 ↑ 

 

 ↓ 

ＯＦＦ

2 線/4 線接続
未使用 

（OFF 固定） 

4 線 
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7 外線の接続 
 

7.1 通信線・電源線の接続 
 

① 制御盤とカードリーダーの接続 

  カードリーダーの 大接続台数は、１系統に付き８台までです。 

  制御盤とカードリーダーの接続は、渡り配線、分岐配線どちらでも可能です。 

 

渡り配線                    分岐配線 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

② 通信線・電源線の接続 

  工事用ボックス内に引き込まれた外線（電源線、通信線）を次図のように本装置の端子に接続します。 

  （推奨ケーブル：ＣＰＥＶ-0.9Ｓ） 

TxHTxLRxLPA RxHPB

   
 

 

 

 

 

[NHI-AR-W]の端子 

[NHF-□U-□W]の端子 

           

通信線は、２線接続の場合 ＲｘＬ/ＲｘＨを、４線接続の場合 ＲｘＬ/ＲｘＨ/ＴｘＬ/ＴｘＨ を接続します。 

２線/４線の設定は、「6.3 ２線/４線接続の設定」を参照してください。 
 

 

注意 

 

同一の接続線に複数のカードリーダーを接続する場合は、カードリーダー用電源の電源容量と配線

による電圧降下に注意してください。 

電源容量や電圧降下により、規定された入力電圧をカードリーダーに供給できない場合は、配線を

２重にするか別電源を用意してカードリーダーに電源供給してください。 

 

カードリーダーを同一の接続線に３台以上接続する場合や、線路長が長い場合、電源線は線路の電圧降下を考慮

してツイストペア線を下図のように２組使用して接続してください。 

            

GND(PA)

12V(PB)

PA

PB

制御盤 カードリーダ

ツイストペア線  

接続先       

制御盤 GND +12V RxL RxH TxL TxH

他の 

カードリーダー 
PA PB RxL RxH TxL TxH

 電源線 無極性 
通信線 

TxL,TxH は 4 線接続時のみ使用

警告 

 通信線接続端子に電源を接続しないよう注意してください。故障の原因となります。 

左から 

PA , PB , RxL , RxH , TxL ,TxH

制御盤 制御盤

PA  PB  RxL RxH TxL TxH 
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③ シールド線の処理 

外線のシールド線は、片側接地になるよう、下図に示すどちらかの方法で処理します。 

 

 シールド線の処理方法 Ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シールド線の処理方法 Ｂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 装置の取り付け 
 

① 本体部（NHF 型）または取付金具（NHI 型）を取り付けます。 

 

[ＮＨＦ型]                        [NHI 型]   

２個用スイッチボックスあるいは２個用露出    壁面に直接取り付けできます。１個用あるいは 

ボックスに取り付けできます。            ２個用スイッチボックスに取り付けることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本体とカバーを接続します。（NHF 型：カバーからコネクタを外した場合） 
 
本体から引き出されたケーブルをカバー背面のコネクタに差し込みます。 

 

 

 

 

 

注意 

 
取り付けの際、ネジを締め込み過ぎないよう注意してください。金具が変形して正常に取り

付けられなくなる恐れがあります。 

 
本装置は平らな壁面に取り付けてください。壁面が凸凹している場合、所定の防滴性能が得

られない場合や、タンパスイッチが誤動作する恐れがあります。 

注意 

 
コネクタは根元までしっかり差し込まれていることを確認してください。 

コネクタが緩んでいると誤作動の原因となります。 

２個用ボックス取付孔

 （４箇所） 

ＦＧ端子に接続

ＣＲ通信端子に接続

制御盤

シールド線を接続

ＦＧ端子に接続

ＣＲ通信端子に接続

制御盤

（接続しない）
アースに接続

１個用ボックス取付孔

 （２箇所） 

２個用ボックス取付孔 

 （４箇所） 
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③ カバー（NHF 型）または本体（NHI 型）を取り付けます。 
 

本体とカバーのケーブルを挟まないように注意しながら、本体固定ねじでカバーを本体に固定します。 

設置後、タンパが正常の状態になっていることを確認してください。 

   

[NHF 型]                    [NHI 型] 

 

   

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※露出配線の場合は、ノックアウトを空けて、本体内に配線を引き入れます。 

NHF 型の場合は、使用する露出ボックスに合わせて、ノックアウトを空けてください。 

NHI 型の場合は、本体上下で薄くなっている部分をニッパーで切り欠いてください。 

     

[NHI 型のノックアウトの位置] 

※ 点線部分を切り欠きます。 

上面      底面 

   
        

露出配線に使用するモールは、幅 25.4mm×高さ 11.5mm(メタルモール A 型)のものを使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表面のシート部分には、輸送・施工時の傷・汚れ防止として、薄い保護フィルムが貼られています。工事

終了後に剥がしてください。 

 

[NHF 型]（１箇所）                [NHI 型]（２箇所） 

注意 

 
NHI 型でノックアウト部を切り欠いた場合は防滴構造となりません。 

必要に応じて防水処理を施してください。 

タンパスイッチ（内側）

タンパスイッチ（裏側） 

３：本体固定ネジをしめる

（六角レンチ使用） 

２：本体を持ち上げるように 

固定ネジをしめる  

（六角レンチ使用） 

１：カバーの上部を取付 

金具に引っかける 

２：カバーの下部を取付 

金具にはめる 

１：本体を取付金具に 

水平方向にはめる 
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9 防滴パッキンの取り付け（ＮＨＦ型のみ） 
 

本装置を雨などがかかる可能性のある箇所に設置する場合は、付属の防滴パッキンを使用してください。 

露出ボックスを使用する場合は、ボックスと壁の間や配管などのすき間はコーキング等で防水処理を施してくだ

さい。 

 

【防滴パッキンの使用方法】 

① パッキンは取り付け面と取付金具の間（取付金具の下側）に配置します。パッキンの取付孔と取付金具の取

付孔４箇所の位置を合わせて、２個用ボックスへネジで４箇所を固定してください。この時、取付金具の周

囲から均等にパッキンがはみ出していることを確認してください。また、パッキンが折れたりシワになった

りしないように注意してください。 

なお、パッキンには上下の方向性はありません。 

 

取付金具             防滴パッキン 

※ パッキン取り付けの要領 

（１） パッキンと取付金具をボックスに取り付ける際、 初、ネジ４箇所をパッキンが固定されない程 

度にゆるく仮止めします。 

止めにくいときは、パッキン裏側の両面テープで、ボックスに仮止めしてください。 

（２） パッキンの位置、シワ等を調整します。 

（３） ネジ４箇所を締め込みます。 

注意：ネジを締めこんでからパッキンの位置を調整しようとすると、パッキンが破れるおそれがありますので注

意してください。  

 

② カバーを閉める際には、カバー上部の引っ掛け部付近のパッキンを押しつけながら取り付けます。この時、

引っ掛け部付近のパッキンがシワになったり折れたりしないように注意してください。 

  カバーを閉めた後にもカバー周囲から均等にパッキンがはみ出し、カバー端面でパッキンが押されているこ 

とを確認します。 

 

パッキンはみ出し部（斜線部）       カバー引っ掛け部分（パッキンがシワにならないよう注意） 

               
六角ネジ↑                          防滴パッキン  ２個用ボックス 

 

③ 後にカバーをパッキン側に押しつけながら下部の六角ネジを固定します。 

 

注意 

 
埋込の場合、設置面に凹凸がある壁面には設置しないでください。設置面に凹凸がある場合、 

パッキンと設置面に隙間が生じるため、所定の防滴性能が確保されません。 

 
設置後、半年以上経過後に機器を交換する場合は、パッキンも交換してください。 

継続使用したパッキンを再使用した場合、所定の防滴機能が確保されない場合があります。 

 
10 回以上取り付け・取り外しを繰り返した場合は、パッキンを交換してください。取り付け・

取り外しを繰り返すとパッキンが変形し所定の防滴性能が確保されない場合があります。 

また 10 回未満の取り付け・取り外しでも、パッキンが破れた場合は交換してください。 

 
機器の裏側は防滴の構造にはなっておりません。 

裏側部分は必要に応じて防水処理を行ってください。 

取付孔（各４箇所）
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10 システムへの登録 
 

id・Techno Pro システムでは、カードリーダー種別は「ＳＫＰ非接触」で設定します。id・Techno mini/nano/eS

では自動的に認証されるため、種別の設定は不要です。 

カードデータは６４桁内で自由に指定することができます。 

 

11 使用カード 
 

機種毎に使用できるカードが異なります。 

使用できるカードの種類は、取扱説明書の「９．機器仕様」をご参照ください。「機器仕様」に記載されている以

外のカードは使用できません。 

 

12 カードフォーマット設定（ホーチキ標準以外のカードを使用する場合） 
 

ホーチキ標準以外のカードや IDｍ利用、お客様のカードを使用する場合には登録用カードを用いてカードフォー

マットの登録を行います。 

仕様書に記載されている工場出荷時読み取りカードを使用する場合にはカードフォーマットの登録は必要ありま

せん。また id・Techno eS システムの場合は制御盤の設定でカードフォーマットを設定することができます。詳

しくは制御盤の取扱説明書をご参照ください。 

登録用カードについては、販売店にお問い合わせください。 

 

12.1 カードフォーマットの登録 
 

①    ②     ＜登録完了＞ 

 
警戒

長押し（10秒）

ピーッ

FORMAT

ピピピッ

ピーッ

 
 

① カードフォーマット登録モードへの移行 
 

警戒ボタン(またはＯＮボタン)を 10 秒間押下すると、カードフォーマット登録モードへ移行します。このとき

電源ＬＥＤが赤緑点滅となり、他のＬＥＤは消灯します。数十秒間何も操作をしないと、自動的にカードリー

ダーが再起動し、元の状態に戻ります。 

 

② カードフォーマットの登録 
 

登録用カードを本装置前に近づけて読み取らせます。 

登録用カードを読み取ると、ブザーが数回鳴動して解錠ＬＥＤが緑点滅を始め、登録が成功した場合ブザーが、 

「ピー」と鳴動して解錠ＬＥＤが緑点灯に変わります。その後、数十秒でカードリーダーが再起動して元の状

態に戻ります。 

登録が失敗した場合はブザーが「ピーピーピー」と３回鳴動し、解錠ＬＥＤが赤点滅します。 

 

12.2 カードフォーマットの初期化 
 

カードフォーマットの初期化を行うとカードリーダーに登録されているカードフォーマットが削除されて、工場

出荷時の設定に戻ります。 

カードフォーマットの初期化には、初期化用カードを使用します。初期化の方法は、「12.1 カードフォーマット

の登録」と同様です。 

初期化用カードについては、販売店にお問い合わせください。 
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12.3 カードフォーマットの確認 
 

カードリーダーに登録されているフォーマット情報を確認することができます。 

 

① カードフォーマット確認モードへの移行 
 

解除ボタン(またはＯＦＦボタン)を 10 秒間押下すると、フォーマット確認モードに移行します。このとき電源

ＬＥＤが赤緑点滅となります。他のＬＥＤは登録情報によって点灯します。 

警戒ボタンを 2 秒間押下するか、1 分間何も操作をしないと、自動的にカードリーダーが再起動し、元の状態

に戻ります。 

 

② カードフォーマットの確認 
 

登録されているカード情報はカードリーダーのＬＥＤに表示されます。登録内容を確認した後、カード読み取

りが可能か、本機にカードを近づけてテストすることができます。 

複数のカード情報が登録されている場合は、解除ボタンを押す毎に「読取ＬＥＤ」→「解錠ＬＥＤ」→ 

「警戒ＬＥＤ」というように、表示されるカード情報が切り替わります。 
 

 カード番号の対応 

・ カード情報＃１：読取ＬＥＤにカード種類を表示 

・ カード情報＃２：解錠ＬＥＤにカード種類を表示 

・ カード情報＃３：警戒ＬＥＤにカード種類を表示 

 登録されているカードの種類 

・ FeliCa（暗号鍵なし） ：緑点灯 

・ FeliCa（暗号鍵あり） ：緑遅点滅 

・ MIFARE    ：赤緑遅点滅 

・ PicoTag    ：橙点灯 

・ I-CODE SLI    ：橙遅点滅 

・ Tag-it    ：橙早点滅 

 

 

13 施工後の動作試験 
 

本装置各部の名称及び、操作に伴って表示されるＬＥＤの役割については「取扱説明書」をご参照ください。 

 

① ＬＥＤ確認 
 

本装置に電源を入れた時、ＬＥＤが通常状態に点灯すれば使用できます。 

 

② カード読み取り試験 
 

非接触式 IC カードを本装置前に近づけます。その時、「ピッ」とブザーが鳴動すればカードの読み取り機能は

正常です。 

また、カードを読み取った時に、読取ＬＥＤが変化すれば、通信線の接続および制御盤との通信は正常です。 

なお、カードの読み取りに対応して電気錠の制御を行うためには、使用するカードデータを利用者情報として

システムに登録する必要があります。 

 

14 その他 
 

 システムの設定、メンテナンスについては制御盤の取扱説明書をご参照ください。 

 下記 web サイトにてユーザー登録を行ってください。 

http://support.idTechno.hochiki.co.jp/ 

ご登録いただくと、マニュアル等のダウンロードや FAQ（よくある質問）などを確認することができま

す。  
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【商標・著作権について】 

● id･Techno はホーチキ株式会社の登録商標です。 

● FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。 

FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。 

● MIFARE、I-CODE SLI は NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 

● PicoTag は INSIDE CONTACTLESS 社の登録商標です。 

● Tag-it は TEXAS INSTRUMENTS 社の登録商標です。 

● 本文中では、Ｒマーク（Registration Symbol）やＴＭ（trademark）は明記してお

りません。 

● 本書の一部、または全部を弊社の許可なくして複製、複写、転載することは、メディ

アを問わず禁止します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（2011.9）2-8-000-5７２６-153 

 

本社 〒141-8660 
東京都品川区上大崎 2-10-43 

TEL 0120-919-856（お客様ご相談窓口） 
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