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非接触カードリーダ 

[型式：NHH-AU-□] 

 

取扱・工事説明書 

 

 この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただけるよう、

本書は必ずお読みいただき、十分理解された上でお使い下さい。また、読み終わった後はいつでも読むことができる場

所に保管して下さい。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ⅰ.取扱方法 

 

１.ご使用になる前に 

本装置を安全に使用していだだくために、この取扱

説明書はいろいろな絵表示を行っています。その表

示と意味は次のようになっています。内容をよく理

解してから本文をお読み下さい。 

 

警告 

この表示を無視して誤った取扱をす

ると、使用者が死亡または重傷を負

うか、機能に重大な悪影響を及ぼす

ことが想定される内容を表していま

す。 

注意 

この表示を無視して誤った取扱をす

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

内容を表しています。 

 
「禁止」を表しています。 

 
「必ず行う」を表しています。 

 

２.本装置を安全にお使いいただくために 

 

                警告 

 

弊社指定の技術者以外は施工やメンテナンス 

を行わないで下さい。また、本装置を雨水 

がかかる環境で使用しないで下さい。事故 

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下さい。 

事故や故障の原因になります。 

 
弊社の出入管理システム以外に使用しないで

下さい。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

ないで下さい。故障の原因になります。 
・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 
・振動や衝撃を受ける場所 

３.概要                                           

本装置は弊社製出入管理システム id･Techno mini  

及び id･Techno for Professional 用の非接触カード

リーダです。磁気カードリーダとは異なり、カード

をリーダに接近させるだけで出入管理を行うことが

できます。 
 
４.特長 

・ISO14443 規格に準拠したカードを使用する非接触式

のカードリーダです。 

・カードの読取により、電気錠操作が可能です。 

・ボタンの操作とカードの読取りにより、警戒の開始/

解除が可能です。 

・テンキー付きの機種においては、カードと暗証番号

の併用により、より高いセキュリティを実現するこ

とが出来ます。 

・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。 
 
５.各機種の違い 

①[NHH-AU-ABC] 

・Mifare/TypeB※1/FeliCa 方式のカードを使用するこ

とが出来ます。 

・FeliCa 方式のカードは鍵有りのコード読取にも対

応しています。 

・1 台のカードリーダで 3 種類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。 

②[NHH-AU-ABCK] 

・[NHH-AU-ABC]にテンキーを装備した機種です。 

カード操作と暗証番号を併用することにより、よ

り高いセキュリティを実現することが出来ます。 

③[NHH-AU-C] 

・FeliCa 方式に準拠したカードを使用することが出

来ます。鍵有りのコード読取にも対応しています。 

④[NHH-AU-CK] 

・[NHH-AU-C]にテンキーを装備した機種です。 

 

 

※1 TypeB カードは特定種類のカードのみ対応してい 

  ます。 

  対応カードの詳細については弊社又は販売店に 

  お問い合わせ下さい。 
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６.各部の名称と役割 

 [NHH-AU-ABC, NHH-AU-C] 

警戒

解除
電源 戸締

警戒

解錠

読取

１

２

３４５

７

６

 
 

 [NHH-AU-ABCK, NHH-AU-CK] 

１

２

３４５ ７６

警戒

解除
電源 戸締

警戒

解錠

読取

１ ２ ３

４ ５ ６

＊

０ ＃

９８７

８

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボタン（警戒開始／解除） 

 スイッチ名称  機 能 

  ⑥警戒 

   ⑦解除 

   ⑧10キー部 

 警戒開始 

 警戒解除 

 数字入力 

 

 

７.操作方法 

①電気錠操作 

カード操作部に非接触カードを 

かざします。 

なお、警戒中は電気錠の操作はでき

ません。 

 

②警戒開始／解除操作 

警戒開始操作：警戒 LED にて警戒が解除されている

ことを確認し、警戒ボタンを押下します。その後、

カード操作部に非接触カード（※１）をかざします。 
 
警戒解除操作：警戒 LED にて警戒中であることを確

認し、解除ボタンを押下します。その後、カード操

作部に非接触カード（※１）をかざします。 

（※１）警戒開始／解除操作が可能なカード 

 

③巡回開始／終了操作 

巡回開始操作：電源 LED または警戒 LED にて巡回中

でないことを確認し、解除ボタンを押下します。そ

の後、カード操作部に非接触カード（※２）をかざ

します。 
 
巡回終了操作：電源 LED または警戒 LED にて巡回中

であることを確認し、警戒ボタンを押下します。そ

の後、カード操作部に非接触カード（※２）をかざ

します。 

（※２）巡回操作が可能なカード  

                注意 

カード操作を行うときは、同時に複数のカード

をカードリーダに近づけないで下さい。 

また、カードと共にカード以外のものを近づけ

ないで下さい。カードデータの読み取りが正常

にできないことがあります。 

非接触カードは、カード操作部に平行にかざし

て下さい。読み取り可能な距離はカードによっ

て違います。読取距離は後述の機器仕様を参考

にしてください。 

ただし、設置環境などによって読み取り可能距

離が短くなる場合があります。 

 

８.清掃 

パネルの汚れは、薄めた中性洗剤の液に浸してかた

く絞った柔らかい布でふき取って下さい。   

                注意 

シンナーやベンジン等の有機溶剤を清掃に使用

しないで下さい。装置を痛めることがあります｡

清掃は装置内部に水が浸入しないよう注意し 

て行って下さい。故障の原因になります。 

 

９.運用上の注意                                   

本装置は電波を使用するため、電磁ノイズにより所

定のカード読取り性能が得られないことがあります。 

また、結露によりカード読み取り性能が一時的に低

下することがあります。

平常時 消灯 緑点灯
リーダー使用不可

(マスク中または伝送障害)
使用許可カード読取時 ２秒間緑点灯 ２秒間赤点灯

使用不許可カード(＊１)読取時 ２秒間赤点滅 ２秒間赤点滅
条件外使用カード(＊２)読取時 ２秒間赤点滅 ２秒間消灯

解錠中 緑点灯 緑点灯
施錠中 消灯 赤点灯

解錠中(繰返制御) 緑点滅(遅） 緑点滅（遅）

施錠中(繰返制御) 消灯 赤点滅（遅）

解除中
警戒中

警戒開始エラー
警報代表発生 赤点滅（早） 赤点灯

退館タイマ起動中 ４秒周期で緑２回点灯 緑点滅（遅）

入館タイマ起動中 赤点灯から４秒周期で２回消灯 赤点滅（遅）

巡回中 （⑤電源ＬＥＤで表示） 赤・緑が交互に点滅

ループ閉

ループ開

起動中

平常時 緑点灯 緑点灯
リーダ使用不可

(マスク中または伝送障害)
（①読取ＬＥＤで表示） 緑点滅（遅）

巡回中 ４秒周期で緑２回点灯 （③警備ＬＥＤで表示）

キー押下中 － 赤点灯

（＊１）

（＊２）

未登録カード、アクセスレベルエラー（通行レベルエラー）、発行回数エラー、組織コー
ドエラー、期限切れカード、盗難紛失カード

利用時間外、アンチパスバックエラー、警戒中操作

⑤電源

黄点灯

消灯

緑点灯

④戸締
黄点滅

２秒間赤点滅

LED名称

消灯

②解錠

状態 互換モード標準モード ( ｼﾝﾌ゚ ﾙﾓー ﾄﾞ )

①読取
緑点滅(遅) （⑤電源ＬＥＤで表示）

③警戒
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９.機器仕様 

項  目 仕  様 

型 式         NHH-AU-ABC 
 NHH-AU-ABCK 

 NHH-AU-C 
 NHH-AU-CK 

定 格 電 圧         DC 12V          (極性あり)  

電源電圧範囲         DC 10.8V～13.5V 

消 費 電 流         330mA 

カード読取方式         電磁誘導方式 

使 用 周 波 数         13.56MHz 

カード読取距離        [Mifare方式非接触ｶｰﾄﾞ] 

 約60mm以下 
 
[TypeB※1方式非接触ｶｰﾄﾞ] 

 約13mm以下 
 
 [FeliCa方式非接触ｶｰﾄﾞ] 

 約60mm以下 

 

※上記は弊社試験カードでの測定値

です。 

ｶｰﾄﾞ読取距離はｶｰﾄﾞの種類やﾒｰｶｰ､

設置環境により変わります。 

 Mifare方式ｶｰﾄﾞ 

 TypeB※1方式ｶｰﾄﾞ 

 FeliCa方式ｶｰﾄﾞ 

 FeliCa方式ｶｰﾄﾞ適 合 カ ー ド        

※FeliCa方式非接触ｶｰﾄﾞは鍵有り 

ｺｰﾄﾞの読取も可能 
 
※製造出荷時は、ホーチキ標準の

FeliCa方式ｶｰﾄﾞ読取に設定されて

います。 

その他のｶｰﾄﾞやお客様のｶｰﾄﾞを使

用する場合は、ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞのｶｰﾄﾞ 

ﾌｫｰﾏｯﾄ登録をを行うための登録 

ｶｰﾄﾞ(別途手配)が必要です。 

ボ タ ン        

 

[NHH-AU-ABC] 

 2個  

・警戒ボタン 

・解除ボタン 
 
 [NHH-AU-ABCK] 

 14個  

・警戒ボタン 

・解除ボタン 

・1～9,0ボタン 

・#ボタン 

・*ボタン 

[NHH-AU-C] 

 2個  

・警戒ボタン 

・解除ボタン 
 
 [NHH-AU-CK] 

 14個  

・警戒ボタン 

・解除ボタン 

・1～9,0ボタン 

・#ボタン 

・*ボタン 

 

(続き) 
項  目 仕  様 

表 示 灯        5LED 

・読取 LED (赤緑2色LED） 

・解錠 LED (赤緑2色LED） 

・警戒 LED (赤緑2色LED） 

・戸締 LED (黄色LED） 

・電源 LED (赤緑2色LED） 

設定スイッチ       ディップスイッチ (DSW1) 

・アドレス設定：ロータリー 

ディップスイッチ (DSW2) 

・2線／4線切替：2ﾋﾞｯﾄ 

・未使用：2ﾋﾞｯﾄ ※OFF固定 

ディップスイッチ (DSW3) 

・操作音量 ：1ﾋﾞｯﾄ 

・操作音有無：1ﾋﾞｯﾄ 

・表示モード：1ﾋﾞｯﾄ 

・未使用  ：1ﾋﾞｯﾄ ※OFF固定 

ブ ザ ー       

 

・操作音(ﾎﾞﾀﾝ操作､ｶｰﾄﾞ読み取り時)

※操作音有無／音量設定有り 

・その他（制御盤による鳴動制御） 

タンパスイッチ        本体カバーの開閉検知 

制御盤間接続       ・電源線 : 2本 

・通信線 : 2本 

    (RS-485、半二重、調歩同期) 

許 容 線 路 長        150m以下   (CPEV-0.9S) 

適 合 制 御 盤        出入管理システム制御盤 

id･Techno mini 

id･Techno for Professional 

外 形 寸 法        露出部:155(W)×112(H)×10(D)mm 

（含む本体部:57(D)mm） 

材 質        カバー ：自己消火性樹脂 

 取付金具：鋼板 

外 観 色 彩        白色・シボ加工 

質 量       [NHH-AU-ABC] 

 約350ｇ 
 
 [NHH-AU-ABCK] 

 約370ｇ 

[NHH-AU-C] 

 約400ｇ 
 
 [NHH-AU-CK] 

 約420ｇ 

適 用 環 境        屋内      

使用温度範囲        0～+45℃ （結露なきこと） 

適 合 工 具        六角棒スパナ（2.5mm） 

適 合       

スイッチボックス       

 3個用スイッチボックス深形 

(樹脂製・カバー付)(JIS C 8435）

 ※露出配線時 3個用露出ボックス 

 露出(市販メタルモール用 深型) 

付 属 品       取扱・工事説明書（本書） 

 
※1 TypeB カードは特定のカードのみ対応しています。 

  対応カードの詳細については弊社又は販売店に 

  お問い合わせ下さい。 

 
・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 は NXP セミコンダクターズの登録商標です 

・本文中では、TM や®は記載しておりません。 
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ＭＥＭＯ 
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Ⅱ.工事方法  

 

１.工事上の注意 

操作性を確保するため、装置の取付高さは床面から

1.2～1.5ｍ程度を推奨します。 

 

                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。 

 

本装置の通信端子に電源を接続しないよう注 

意して下さい。内部回路が損傷し正常に作動

しなくなるおそれがあります。 

 

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。 

 

本装置は屋内設置用です。雨水がかかる可能

性のある場所には設置しないで下さい。 

 

工事は必ず電源を切った状態で行って下さ 

い。通電状態での工事は故障の原因になり 

ます。 

  

                注意 

 

電磁ノイズの多い場所に設置しないで下さい｡

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。 

 

２.各種設定 

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

て下さい。断線による故障の原因となります｡

 

 

カバー

取付金具

本体

１．本体固定ネジをゆるめる

２．本体を外す

ディップスイッチ
（ＤＳＷ１）

ディップスイッチ
（裏面：ＤＳＷ３）

②ディップスイッチ（ＤＳＷ１）の設定 

・アドレス 

複数のカードリーダを同一の制御盤に接続する場合

は、カードリーダのアドレス（識別番号）を本体内

部のロータリースイッチで設定します。 

※アドレスは１～８までです。 

出荷時はアドレス１に設定してあります。 

 

③ディップスイッチ（ＤＳＷ３）の設定 

 ※ＤＳＷ３は本体裏面の「ＤＳＷ３」と書いてある

銘板を剥がして操作します。 

  操作後は、銘板を貼り直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・操作音 

操作音（ボタン操作およびカード読取時）の大小と

有無が設定できます。 

出荷時は「操作音・大」及び「操作音・あり」に設

定してあります。 

ディップスイッチ  

１ ２ 

ON 操作音・小 操作音・なし

OFF 操作音・大 操作音・あり

 

・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、他のカードリーダと表示を揃えるときには

「互換モード」を使用します。 

（該当カードリーダ：NHD-BU-MK / NHC-BU-MK / 

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。 

ディップスイッチ  

３ 

ON 互換モード 

OFF 標準モード 

 

※設定は電源投入時に有効になります。 

ＯＦＦ

操作音大／小切替

ＯＮ

リザ－ブ

表示モ－ド

操作音有／無切替

３１ ２ ４
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３.２線／４線接続の設定 

本体裏面のネジ２点を外し、白いカバーを外すと、

４ビットのディップスイッチ(DSW2)があります。 

ＯＦＦ

未使用(OFF固定)

２線／４線接続

ＯＮ

１ ２ ３ ４

 
・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。 

※ビット１，２は必ず同じ設定にしてください。 

ディップスイッチ  

１ ２ 

ON ２線接続 ２線接続 

OFF ４線接続 ４線接続 

 

 

４.外線の接続 

①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） 

端子銘板

制御盤の
リーダー電源端子へ

（電源線：極性注意）

（信号線）

制御盤の同名端子へ

Ｒ×Ｈ

Ｔ×Ｈ

Ｔ×Ｌ

Ｒ×Ｌ

（ＰＢ）

１２Ｖ

ＧＮＤ

（ＰＡ）

１２Ｖ

（ＰＢ）

（ＰＡ）

ＧＮＤ

Ｔ×Ｌ

Ｔ×Ｈ

Ｒ×Ｈ

Ｒ×Ｌ

 
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。 

４線接続タイプの認証装置と混在する場合や、旧タイ

プの制御盤で４線接続のみ対応している機種に接続す

る場合は、本機も４線式で接続します。 

 

                警告 

 

通信線接続端子に 電源を接続しないよう注 

意して下さい。故障の原因になります。 

 

通信線は必ず送り配線にして下さい。 

 

 

                注意 

同一の接続線に複数のカードリーダを接続す

る場合は、カードリーダ用電源の電源容量と

配線による電圧降下に注意して下さい。 

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

リーダに電源供給して下さい。 

 

カードリーダを同一の接続線に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

続して下さい。 

 

GND(PA)

12V(PB)

GND

12V

制御盤 カードリーダー

ツイストペア線
 

 

②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。 

 

FG端子に
接続

CR通信端子
に接続

制 御 盤

アースに接続

シールド線を接続

シールド線の処理方法①

制 御 盤

FG端子に
接続

CR通信端子
に接続

制 御 盤

シールド線の処理方法②

（接続しない）
×

警戒

解除

電 源 戸 締

警 戒

解錠

読取 警戒

解除

電 源 戸締

警戒

解錠

読取

警戒

解除

電 源 戸 締

警 戒

解錠

読取 警戒

解除

電 源 戸 締

警 戒

解錠

読取
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５.装置の取り付け 

①本体の取り付け 

3 個用スイッチボックスに本体部を取り付けます。 

３個用スイッチボックス取付孔

（５箇所）  
 

②本体とカバーの接続（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 

 

コネクタは根元までしっかり差し込まれている
ことを確認して下さい。コネクタが緩んでいると
誤作動の原因になります。 

 
 ③カバーの取り付け 

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、カバー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

認して下さい。 

 

６.データ設定 

（ホーチキ標準以外のカードを使用する場合） 

ホーチキ標準フォーマット以外のカードやお客様

のカードを使用する場合には、登録カードを用いて

カードフォーマットの登録を行います。 

ホーチキ標準フォーマットカード（FeliCa 方式）

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。 

登録カードは別途手配する必要があります。 
 
①カードフォーマット登録モードへの移行 

警戒ボタンを 10 秒間押下すると、カードフォーマ

ット登録モードに移行します。このとき電源 LED が

赤緑点滅となり、他の LED は消灯します。30 秒間何

も操作をしないと、自動的にカードリーダが再起動

し、元の状態に戻ります。 
 
②カードフォーマットの登録 

登録カードを本装置前面に近づけて読取らせます。

登録カードを読取ると、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

「ピィー」と鳴動して解錠 LED が緑点灯に変わりま

す。その後、30 秒以内にカードリーダが再起動して

元の状態に戻ります。登録が失敗した場合はブザー

が「ピィーピィーピィー」と３回鳴動し、解錠 LED

が赤点滅します。 

 

 

 

７. カードフォーマットの初期化 

（ホーチキ標準以外のカードを使用する場合） 

カードフォーマットの初期化を行うとカードリー

ダに登録されているカードフォーマットが削除され

て、ホーチキ標準カードの設定に戻ります。 

カードフォーマットの初期化には、初期化カード

を使用します。初期化の方法は、６．データ設定と

同様です。 
 

 

８. カードフォーマットの確認 

（ホーチキ標準以外のカードを使用する場合） 

カードリーダに登録されているフォーマット情報

を確認することが出来ます。 
 
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の LED

に表示されます。登録内容を確認した後、カード読

取が可能か、本機にカードを近づけてテストするこ

とが出来ます。 

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「読取灯」→「解錠灯」→「警戒

灯」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：読取灯にカード種類を表示 
・カード情報#2：解錠灯にカード種類を表示 
・カード情報#3：警戒灯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 
・TypeB       ：赤点灯 
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９.金属ボックスを使用した場合 

本機は電磁波を使用してカードと通信を行っている

ため、金属ボックスを使用する場合など、設置環境

の近くに金属があるときに、カードの読取距離に影

響を及ぼすことがあります。この場合は付属のシー

トをアンテナの前面に貼ってください。 

尚、金属の影響がない設置環境で付属シートを貼り

付けると、逆に読取距離が短くなる場合があります

ので、ご注意下さい。 

 

アドレス設定

付属シート

付属のシートをアンテナの上下中心付近に貼る。
アンテナ基板の端に沿って貼る様注意。

※NHH-AU-ABC/NHH-AU-ABCK と NHH-AU-C/NHH-AU-CK では 

付属されているシートが異なります。 

必ず製品に添付されているシートを使用する様にして

ください。 

 

１０.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、「機器仕様」をご参照

下さい。 

「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。 

 

１１.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表

示灯の役割については「Ⅰ．取扱方法」を参照して

下さい。 

①LED 確認 

本装置に電源を入れたとき、各 LED が現在の状態を

表示すれば使用できます。 

②カード読取試験 

非接触カードを本装置前面に近づけます。そのとき、

「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ときに、

読取 LED が変化すれば、信号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 ID をシステムに登録する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.お問い合わせ先 

  
〒141-8660 東京都品川区上大崎 2-10-43 

Tel. 03(3444)4111 (代表) 
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