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解除ボタンをそのまま

押し続けます。

表面のすべてのランプがいった
ん消灯し、いくつかのランプが
点灯・点滅したあとで、読取ラ
ンプと解錠ランプが橙色で点滅
します。解除ボタンは、読取ラ
ンプと解錠ランプが点滅するま
で押し続けてください。

本体操作のみで運用する
このクイックマニュアルでは、　　　　　　　　本体での利用者カード

登録方法を説明しています。

■                        のカバーをはずすには

■                        のカバーを取り付けるには

■ 電源を入れるには

■ 電源を切るには

                      の底に鍵

をさしこみ、カバーをは

ずします。

電源を切るときは、必ずシャットダウンしてから切ってください。

シャットダウンをしないで電源を切ると、登録されたデータが消えるおそれ

があります。

2 電源スイッチを
OFF にします。

電源スイッチを

ON にします。

いったん電源を

切り、再度電源

を入れます。

解除ボタンを

10 秒間押し

続けます。

「ピーッ」と音が
鳴 り、読 取 ラ ン
プが橙色で点滅
します。

読取ランプが橙色で

点滅中に、マスタ

カードをカードリー

ダにかざします。

「ピッ」と音が鳴り、読取
ランプが点滅から点灯に変
わり、カード簡易登録モー
ドになります。

                      上部

の穴にカバーの突起

をかけてからカバー

を取り付けます。

鍵をかけます。

操作パネルと基板

を接続している

ケーブルを無理に

引っ張らないよう

にしてください。

はずしたカバー

はこのように

固定することが

できます。

しばらくすると

すべてのランプ

が点灯します。

最後に電源ランプ

が緑色で点灯し、

通常動作となり　

ます。

電源が入り、電源ランプが緑色に点灯するまでは、しばらく時間がかかります。

カードをかざさずに 30 秒経過

するとマスタカードは登録され

ずにすべてのランプが消灯し、

2 分ほどで再起動します。

カバーを開けたまま

で 15 秒経過する

と、警報が発生して

警報音が鳴ります。

復旧ボタンを２回押

して、警報音を止め

てください。

突起

穴

「カチッ」という

まで回します

ピーピーピー

ピッ

                        本体のカードリーダやボタンを使って、利用者カードを登録することができます。

利用者カードを登録するためには、「カード簡易登録モード」に入るためのカード（マスタカード）が必要です。

まずはマスタカードを登録し、続いて利用者カードを登録します。

                        内部のボタンを操作するときには、カバーをはずします。カバーのはずしかたは、「                        の

カバーをはずすには」をご覧ください。

■ マスタカードを登録する

■ 利用者カードを登録する

簡易登録モードに入るためのマスタカードを登録します。

ピーッ

読取ランプが橙色で点灯

中に、利用者カードにする

カードをカードリーダにか

ざします。

「ピッ」と音が鳴り、読取ランプが
緑色で点滅します。
赤色で点滅したときは、すでに利用
者カードとして登録されています。

ピッ

読取ランプが緑色で点

滅中に、警戒ボタンを

押します。

読取ランプが橙色の点灯に変わ
り、その後「ピーッ」と音が鳴っ
て、かざしたカードの利用者情
報が登録されます。

シャットダウンボタンを 3 秒間

押し続けます。「ピッ」と音が

鳴り、シャットダウンランプが

点滅します。シャットダウンの

準備ができると消灯します。扉を通行することができるカードを                         に登録します。

ピッ、ピー

しばらくして表

面のランプがす

べて点灯したら

すぐに、解除ボ

タンを押し続け

ます。

マスタカードは１枚のみ登録できます。マスタカード

情報がすでに登録されているときは上書きされます。

マスタカードにする

カードをかざします。

「ピッ、 ピーッ」と音が鳴り、
すべてのランプが消灯しま
す。2 分ほどすると自動的に
再起動し、マスタカードが登
録された状態となります。

カードをかざさずに 30 秒経過する

と簡易登録モードが終了し、読取ラ

ンプが消灯して通常動作に戻ります。

カードをかざすたびに終了時間が

30 秒間延長されますので、続けて

操作を行うことにより連続して登録

を行うことができます。

ピーッ

いったん消灯した

後に、読取、解錠、

警戒ランプが緑色

で点灯、電源ラン

プが赤色で点灯し、

戸締ランプが点滅

します。

ページ右下の

を参照してください。

■ 電源を切るには

■ 電源を入れるには 4 
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手順３と４を繰り

返します。
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■ 利用者カードを削除する

■ すべての利用者カードを削除する

登録されている利用者カード情報を                         から削除します。 カードリーダに利用者カードをかざすと、「ピッ」と音が鳴り、扉の錠が開きます。

「ピーピーピー」という警報音が鳴り続けます。

復旧ボタンを２回押すと、警報音が止まります。

登録されているすべての利用者カード情報を                         から一括で削除します。

火災ランプ：火災が発生すると点灯します。

扉の錠が自動的に開きます。

 復旧ボタンを操作して警報音が止まって

も、火災信号を受信している間は扉の錠は

開いたままとなり、火災ランプも点灯した

ままとなります。

警報ランプ：警報が発生すると点灯します。

 復旧ボタンを操作して警報音が止まると同

時に、ランプも消灯します。

障害ランプ：障害が発生すると点灯します。

 復旧ボタンを操作して警報音が止まると同

時に、ランプも消灯します。

読取ランプが橙色で

点滅中に、マスタ

カードをカードリー

ダにかざします。
「ピッ」と音が鳴り、読取
ランプが橙色の点滅から点
灯に変わり、カード簡易登
録モードになります。

ピーッ

ピーピー

ピーッ

読取ランプが橙色で点灯

中に、警戒ボタンを３秒

間押し続けます。

「ピーッ」と音が鳴り、読取ランプ
が赤色の速い点滅になります。

読取ランプが赤色で点

滅中に、解除ボタンを

押します。

すべてのカードの利用者情
報が削除されます。削除が
完了すると「ピーピー」と
音が鳴り、読み取りランプ
が橙色で点灯してカード簡
易登録モードに戻ります。

解除ボタンを

10 秒間押し

続けます。

「ピーッ」と音が鳴
り、読取ランプが
橙色で点滅します。

解除ボタンを

10 秒間押し

続けます。

「ピーッ」と音が鳴
り、読取ランプが
橙色で点滅します。

読取ランプが橙色で点

滅中に、マスタカード

をカードリーダにかざ

します。

「ピッ」と音が鳴り、読取ラ
ンプが橙色の点滅から点灯に
変わり、カード簡易登録モー
ドになります。

ピッ

ピッ

ピッ
読取ランプが橙色で点

灯中に、削除したい登

録済みの利用者カード

をカードリーダにかざ

します。

「ピッ」と音が鳴り、読取ラン
プが赤色で点滅します。
緑色で点滅したときは、利用
者カードとして登録されてい
ません。

ピーッピーッ

読取ランプが赤色で点

滅中に、解除ボタンを

押します。

読取ランプが橙色の点灯に変
わり、その後「ピーッ」と音
が鳴って、かざしたカードの
利用者情報が削除されます。

手順３と４を繰り

返します。
手順３までは、利用者カードを登録するときと同じ操作です。カードをかざしたときに点滅する

読取ランプの色によって、操作が異なります。

■ 扉の錠を開ける

■ 異常が発生したときは

ピーピーピー

2 回

押します
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カードをかざさずに 30 秒経過する

と簡易登録モードが終了し、読取ラ

ンプが消灯して通常動作に戻ります。

カードをかざすたびに終了時間が

30 秒間延長されますので、続けて

操作を行うことにより連続して削除

を行うことができます。

電気錠が開いている間は、
解錠ランプが緑色で点灯
します。

ピッ

かざしたカードが有効
な場合は、読取ランプ
が緑色で点灯します。

ピッ

かざしたカードが未登録の
場合は、読取ランプが赤色
で点滅します。

防犯回線監視機能を使用している場合、

防犯回線の警戒中は復旧ボタン操作は

受け付けません。復旧を行う場合は、

防犯回線の警戒を解除してから復旧ボ

タンを操作してください。

削除した利用者カード情報を元に戻

すことはできません。一括削除を行っ

た後は、利用者カードの登録を再度

行ってください。


