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USBメモリ

電源スイッチを

ON にします。

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。

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。

この操作を行うと、自動的に                         内の設備データが USB メモリにバックアップされます。

USB メモリ内に設備データがなくても、                      　 の設備データをバックアップしたいときは、この操作を行ってください。

USBメモリを使って運用する

このクイックマニュアルでは、USB メモリを使った設備デー

タ（利用者情報、スケジュール情報など）の読み込みやバッ

クアップ、履歴データの書き出し、日時データの取り込みや

書き出し、時刻の調節などの方法を説明しています。

警戒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、電源ランプが緑色に点灯しま
す。（このとき、内部の状態表示 2 ランプも点灯します。）
警戒ボタンは、電源ランプが緑色に点灯するまで押し続け
てください。

USBポートに USBメモリ

を差し込みます。

「ピーッ」と音が鳴り、「設備」［履歴］
「USB」ランプが点灯します。

設備ボタンを押します。

「ピッ」と音が鳴り、　　　　　  　  内の設備データ
が USB メモリにバックアップされ、USB メモリ内
の設備データやファームウェアアップデータが読み
込まれます。　　

USBボタンを押し、USBメモリを取り外します。

「ピーピー」と音が鳴り、
USB ランプが消灯したら
すぐに USB メモリを取り
外してください。
ファームウェアアップデー
タを読み込んだときは、
２分ほどすると自動的に
再起動します。

● USB メモリを本体に登録する前に、あらかじめ                          専用の PC アプリケーション

    「USB メモリデータ登録プログラム」を使用して登録用の認証情報を USB メモリに書き込んでおく必要があります。

● USB メモリを使用して設備データや日時設定データを本体に設定する場合は、「USB メモリデータ登録プログラム」

　 で USB メモリ内にデータを登録しておきます。また、　　　　　　　　 から書き出した履歴データや日時データは

    「USB メモリデータ登録プログラム」を使って確認、編集を行います。 詳しくは、セットアップ CD 内の取扱説明書をお読みください。

                     で使用する USB メモリを登録します。

USB メモリ内の設備データ（利用者情報、スケジュールなど）を読み込み、                       に設定します。

また、USB メモリ内にファームウェアのアップデータがあるときは、ファームウェアのバージョンアップが行われます。

■ USB メモリを登録する

■ USBメモリから設備データを読み込む

ピッ

〈読み込み開始〉 〈読み込み中〉

ピーッ

〈読み込み終了〉

ピーピー

USBメモリを使って PC で編集した設備データを                        本体に設定したり、本体から履歴データ等を取り出して PC 側で確認

することができます。USB メモリによるデータ運用を行うときは、使用する USB メモリを本体に登録する必要があります。登録した

USBメモリ以外は使用することはできません。

                        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。 

■                        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。

                      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。

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

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。

カバーを開けたあと、すぐに登録済みの USB

メモリを差し込むと、警告音は鳴りません。

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。

いったん電源を
切り、再度電源
を入れます。

しばらくして表

面のランプがす

べて点灯したら

すぐに、警戒ボ

タンを押し続け

ます。
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点滅します

制御盤の状態によって、まれに通常より

も再起動に時間がかかる場合があります。

電源ランプが緑色に点灯するまでしばら

くお待ちください。
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USB メモリは 1 つのみ登録できます。すでに USB メモリが登

録されている場合、その情報は上書きされます。

USBポートに
USBメモリを差し込みます。
状態表示 2 ランプの点灯を確認してから、
USB メモリを差し込みます。「ピーッ」と
音が鳴り、USB メモリが登録されます。

4

状態表示
２ランプ

ピー、ピー

USBボタンを押し、USBメモリを取

り外します。

「ピー、  ピー」と音が鳴り、USB ランプが消灯  
したらすぐに USBメモリを取り外してください。

5

●「設備」「履歴」「USB」
　ランプが点灯します。

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

クイックマニュアル 2
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クイックマニュアル 2

ピッ

〈書き出し開始〉 〈書き出し中〉

ピーッ

〈書き出し終了〉

ピーッ

ピーッ

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。

● 時刻を調節するときは、必ず USB メモリを抜いてから操作してください。

● 日付は変更されません。

■                      の履歴データを書き出す

■ USBメモリから日時設定データを読み込む

■ 時刻を調節する

■内部時計を毎時 00 分の時報に合わせる ■内部時計を 12 時 00 分の時報に合わせる

■ 扉の錠を開ける ■ 異常が発生したときは
                      の履歴データを USB メモリに書き出します。 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」という警告音が鳴り続けます。

復旧ボタンを２回押すと、警告音が止まります。

USBポートに USBメモリ

を差し込みます。

「ピーッ」と音が鳴り、「設備」［履歴］
「USB」ランプが点灯します。

USBボタンを押し、USBメモリを取り

外します。

「ピー、  ピー」と音が鳴り、USB ランプが消灯し
たらすぐに USBメモリを取り外してください。

ピー、ピー

ピー、ピー

USBポートに USBメモリ

を差し込みます。

「ピーッ」と音が鳴り、「設備」［履歴］
「USB」ランプが点灯します。
USB メモリ内に日時設定データが
登録されているときは、「日時」ラ
ンプが点灯します。

USBメモリに登録した時刻に、日時ボタンを

押します。
「ピーッ」と音が鳴り、USB メモリ内の日時設定データの　

内容で日付、時刻が設定されます。

設定が終了すると日時ランプは消灯します。

USBボタンを押し、USBメモリを取り外します。
「ピー、ピー」と音が鳴り、USB ランプが消灯したらすぐに
USBメモリを取り外してください。

USBボタンを押し、USBメモリを取り

外します。
「ピー、ピー」と音が鳴り、USB ランプが消灯したら
すぐに USBメモリを取り外してください。

日時ボタンを３秒間

押し続けます。

「ピッ」と音が鳴り、日時
ランプが点滅します。

設定したい時刻の時報

に合わせて、日時ボタ

ンを押します。

「ピッピッ」と音が鳴り、内
部時計が 00 分 00 秒に設定
されます。

12 時の時報に合わせて、

日時ボタンを押します。

「ピッピッ」と音が鳴り、内部時
計が 12 時 00 分 00 秒に設定
されます。

ピッ

■                      の日時確認データを書き出す

USBポートに USBメモリ

をさしこみます。

「ピーッ」と音が鳴り、「設備」［履歴］
「USB」ランプが点灯します。
USB メモリ内に日時設定データが
登録されておらず、日時ランプが消
灯していることを確認します。 ピー、ピー

実際の時刻と                       の内部時計がずれてきたときに、

時報にあわせて内部時計を各時刻の 00 分 00 秒に設定できます。

実際の時刻と                       の内部時計が 30 分以上ずれ

たときに、時報にあわせて内部時計を 12 時 00 分 00 秒

に設定できます。

○時 30 分 00 秒前まで遅れ
ている場合は○時になります

○時 29 分 59 秒まで進んで
いる場合は○時になります

日時ボタンと履歴ボタン

を同時に３秒間押し続け

ます。

「ピッ」と音が鳴り、日時ランプ
が点滅します。

ピッ

ピッピッ ピッピッ

 例 １時 50 分の場合⇒２時に 

 ７時 20 分の場合⇒７時に

履歴ボタンを押します。

「ピッ」と音が鳴り、                       内の履歴デー
タが USBメモリに書き出されます。

日時ボタンを押します。
「ピーッ」と音が鳴り、                       の現在の日付、

時刻が USB メモリに日時確認データとして書き出さ

れます。

　　　　　　　  の日付、時刻を USB メモリから設定する場合、

事前に「USB メモリデータ登録プログラム」を使用して PC で

USB メモリ内に日時設定データを登録しておきます。

登録してある日付、時刻に USB メモリから本体への設定操作を行うことで、

内部時計機能の日付、時刻を設定することができます。

　　　　　　　 の現在の日付、時刻を USB メモリ内に日時確認データ

として書き出すことができます。書き出したデータを「USB メモリデー

タ登録プログラム」を使用して PC で確認することにより、内部時計機能

の設定がずれていないかを確認することができます。

日時設定・確認データの読み込み・書き出しの

操作方法は同じです。

日時ランプの点灯によって動作が異なるので、

必ずランプの点灯を確認してください。

本体に履歴が大量に保存されている場合、データの書き出しに時間

がかかる場合があります。書き出し中は絶対に USB メモリを取り

外さないでください。

USB メモリ内にすでに書き出し済みの履歴データがある場合、本

体内と同一のデータは書き出されません。新しく保存された履歴の

みが書き出されます。

この操作を一度行うと、USB メモリ内の日時設定データは削除されます。

USB メモリ内に日時設定データがあるとき（日時ランプが点灯しているとき）
は、日時確認データの書き出しは行えません。

点滅します

ピーピーピー

2 回

押します

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。

火災ランプ：火災が発生する
　と点灯し、扉の錠が自動的に

　開きます。

　復旧ボタンを操作しても火災

　信号を受信している間は扉の

　錠は開いたままとなり、ラン

　プも点灯したままとなります。

警報ランプ：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。

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、
または時刻制限等により無
効な状態の場合は、読取ラ
ンプが赤色で点滅します。

時刻調節操作を開始して日時ランプが点滅となってから、日時ボタンの操作を行わないまま２分経過
すると、時刻調節操作はキャンセルされて日時ランプが消灯します。
2 分経過する前に調節操作を取りやめる場合は、USB ボタンを押します。
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