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1. 特徴

a) DG-2100EU / DG-2000USは非接触リーダーとコント
ローラー付のスタンドアロンデジタルキーパッドです。

b) DG-2100EUは正方形の外見で主にアジア＄ヨー
ロッパ向けのスイッチとしてにデザインされてい
ます。DG- 2000USは長方形の外見で、世界中で
使用可能なデザインになっています。

c) 防水で破壊防止のため、堅牢に作られています。
d) 押しボタン式でプッシュ音のボリューム調節も可能です。

e) Infrared light tamper resistant design, overcome the mechanical defects.
f) Optional slave reader is capable of secure external installation.
g) 3つのユーザーモデル: 1.カードとピンコード; 2. カードまたはピンコード; 3. ピンコード飲み
h) 新しいユーザーの追加 / Deleting a User or PIN code by present card or by keypad entry.

i) 合計5つのマスターカードを登録することができます。ユーザーがマスターコードを忘れた場合、
＊＊<マスターカードをスワイプ> #を押し、プログラミングモードに入ります。
このマスターカードは有効なアクセスカードと同じことができます。

j) 2000のカードホルダー、32-bitのカード番号、スロットメモリーロケーション1～2000.
k) 200のアクセスコード (ピンコード)、ピンコードは0～ 999999 (1-6桁)

メモリーロケーションは2001～2200。

l) カード操作のためのコモンドアアクセスコードは一つのみです 0～999999 (1-6桁のコード).
m) プログラミングモードに入るためのマスターコードは一つのみです 0～99999999 (1-8桁のコード).
n) 黄色LEDが点滅したら、パスワード入力を急いでください。
o) 時計が内蔵、自動でタイムゾーンの変更をします
p) 3タイプのインターバル機能: パスワード入力は不要、電気錠解錠時間、そしてアラーム音の消去

q) キーパッドのロックが可能。3回入力を間違えたり、無効なアクセスコードを入力した場
合、60秒間キーパッドにロックがかかります。 

r) For external keypad reader, the reader output should be in wiegand 32-bit, keypad output
should be in 4 / 6 / 8 bits format.

備考: 
If the Card Number is more than 32-bit, take the lower 32-bit as card number, otherwise leading zero. 

DG-2100EU

DG-2000US
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2.

色

キーパッドの操作
1.システム自体がキーパッドでの入力をモニターしますので、不適切なコードでは認証しません。
2. 各コードの入力待ち時間は約10秒です。時間が過ぎると5回のビープ音で入力失敗を知らせます。

LED表示 

メインリーダーコントローラー パートナーリーダー (オプショナル) 

準備モード 赤 赤 青 青 青 赤
プログラム
モード 黄 黄 
直ぐに
パスワードを
入力
電気錠の
解錠中 緑 緑 緑 緑 緑 緑

無効なカード 赤 赤 赤 赤

ブザー表示

説明ビープ音
1 コードの入力 ; Access is granted
2 プログラミングモードに戻る
3 アクセス拒否 ; 無効なパスワード ; Invalid value entry
4 電源オン, 工場出荷時の状態に初期化

半開きドア ドアセンサーが閉まりを感知するまで2秒おきにビープ音がします

サウンドインターバル 

説明ビープ音量
短い 10ms
中間 20ms
長い 40ms

DG2102SLK
赤 

黄・点滅 

緑 

赤 

DG2000US DG2100EU DG2001SLR DG2002SLKDG2002SLR DG2101SLR

電源電圧 12～16 VAC/DC
80mA以下  DC(コントローラー), 1.5A DC(電気錠)

0～95%　結露無し
EM + Mifare 
EM : 125 KHz 
Mifare: 13.56 MHz 
40mm+ for 13.56 MHz ISOカード 
80mm+ for 125 KHz ISOカード

アラームアウトプット
リレースペック 12VDC, 2A DC 
寸法 DG-2100EU 86 x 86 x 21mm, DG-2000US 105 x 80 x 21 mm 
耐候性 問題なし

-10°C ～+65°C 

0.2秒以内 
5VDC with 25mA DC 

黒

緑・点滅 黄・点滅 黄・点滅 

仕様

作動電流
作動温度

作動湿度

RFIDテクノロジー

読み込み距離

読み込み時間
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3. 取付図

停電時施錠式　取付

PSM−25T

オプショナル
パートナー
リーダー

DG−2000US

パワーサプライ

または

DG−2100EU

内観

出 入

外観

DG−2002SLK

または

DG−2102SLK

(ビルトイン・ロッキングタイマーコントローラー)

(EM: 低周波)
(Mifare:高周波)

EM+Mifare
スタンドアロン非接触

リーダーコントローラー

通常時　取付
 パワー
サプライ

PSU310

DG−2000US
退出ボタン
PBT−800

または

AS−500

または

DG−2100EU

内観

出 入

外観

(EM: 低周波)
(Mifare: 高周波)

EM+Mifare
スタンドアロン非接触

リーダーコントローラー

マグネット
電気錠  GEM−800

 GEM−800

CP−31GP
コールポイント

CP−31GP
コールポイント

マグネット
電気錠
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電気錠の適応

GEM-800 マグネット電気錠 (約360kg) GK300 電気ストライク

EB220N 電気デッドボルト EB261 停電時施錠
電気ラッチボルト

GK530/540
欧州仕様ストライク

LS2200 ラッチボルト

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド
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PIN ASSIGNMENTS 

ピン# Definition 説明
P1-1 RS485 (A) RS485 (A) connect to PC or connect to a 2nd reader
P1-2 RS485 (B) RS485 (B) connect to PC or connect to a 2nd reader
P1-3 BUZZER For external reader BUZZER 
P1-4 GREEN LED For external reader GREEN LED 
P1-5 D0 For external reader Data 0 
P1-6 D1 For external reader Data 1 
P1-7 Earth 

Ground For external reader Earth Ground
P1-8 POWER For external reader Power 

ピン# Definition 説明
P2-1 9-16VIN パワーサプライ, 12V~16VAC/DC
P2-2 GND アース線
P2-3 ALARM アラーム出力: 5VDC ; 0VDC=ノーマルステータス 
P2-4 RTE リクエスト退出
P2-5 SENSOR ドアセンサー
P2-6 NC Relay Normal Close (N.C.), connecting to “+” of Electric Lock 
P2-7 COM Relay Common (COM.), 12VDC, 1.5ADC output 
P2-8 NO Relay Normal Open (N.O.), connecting to “+” of Electric Lock 

背面

P1P2

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6
7

8

GEM
DG-2100EU

P1
485-A
485-B

R-BUZZER

R-LED

R-D0

R-D1

R-GND

R-VCC

1

2

3

4

5

6

7
8

P2
9-16VDC

GND

ALARM

REX

DOOR-CNT

LOCK-NC

LOCK-COM

LOCK-NO

1

2

3

4

5

6

7
8
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スタンド・アロン / ネットワークリーダーコントローラー・外部デバイス接続図

P2 P1

RS485 A

RS485 B

外部リーダーBUZZER

外部リーダーLED

外部リーダーData 0

外部リーダーData 1

外部リーダーGround

外部リーダーPower

電源電圧: 12~16VAC/DC

Power Ground

Alarm Out at 5VDC, Normal is 0VDC

退出へのリクエスト (NO)

ドアセンサー

NC

COM

NO

電気錠

+

-

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド



__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
_ Version 1. 09-10-2014   Goldman Inc.                                 Page 8

4.

スタート

マスターカードを追加

ユーザーカードと
ドアアクセスコード

完了

マスターカードを追加 / ユーザーカードとドアアクセスコード 
バックアップ用にマスターカードを追加 (最大カード数：5枚)
ユーザーカードの追加(最大カード数：2000枚)
ドアアクセスコードの追加 (最大ピンコード数：200)

操作を開始します

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド

セットアップパラメーター

スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラーのセットアップフロー

電源を入れる前にすべてのケーブルが正しく繋がれていることを確認してください。

システムベーシックパラメーターの設定
プログラムモードの入力
工場出荷時の設定の解除
マスターコードの変更
ドアコモンアクセスコードの変更
オペレーションモードの設定
現在時刻の設定
電気錠解錠時間の設定

時間インターバルの設定
パスワード入力不要の為の時間インターバル設定
電気錠の解錠時間のインターバル設定
アラーム不可機能のインターバル設定
パスワード入力不要の為の時間インターバルを有効にする(オプショナル)
アラーム不可機能のインターバルを有効にする(オプショナル)
電気錠の解錠時間のインターバルを有効にする(オプショナル)
半開きドア確認機能を有効にする
アラーム機能を有効にする

システムベーシック
パラメーターの設定

インターバル機能の設定
（オプショナル）
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Enter / Exit the Programming Mode 
1. 

2. 
3.

工場出荷時の初期設定に戻す
1. ＊801# 801#を押します。 (すべてのユーザー情報を消去し工場出荷時の状態にリセットします)
2. ＊802# 802#を押します。(ユーザー情報は残りますが、工場出荷時の状態にリセットします)

マスターコードの変更
＊9 新しいマスターコード # 新しいマスターコード # を押します。
備考: マスターコードの長さは18桁です。

ドアコモンアクセスコードの変更
＊82 コモンアクセスコード # コモンアクセスコード # 　
デフォルトのコモンアクセスコードは“111111” です。
備考: コモンアクセスコードの長さは16桁です。

ユーザーモードの設定
DG-2000USまたはDG-2100EUコントローラーを外部にてインストールします。 (ノーマルモード) 
＊01#  を押します。(デフォルト設定) 

– カードとコモンアクセスコードの両方を入力します。
＊04#を押します。

– カードとコモンアクセスコードまたはピンコードのどちらかを入力します。 (デフォルト)
＊05#を押します。

– ピンコードのみを入力します。

DG-2000USまたはDG-2100EUコントローラーを室内にてインストールし、GEMオプショナルパート
ナーリーダーを外部にてインストールします。 (セキュアモード) 
＊02#を押します。

- DG-2000USまたはDG-2100EUの場合はカードのみ必要になります。 (コモンアクセスコードの入力は不要) 
- 外部用のGEMオプショナルパートナーリーダーはカードとコモンアクセスコードの両方が必要です。
　＊03#を押します。

– DG-2000USまたはDG-2100EUの場合、 カードが必要になります。(コモンアクセスコードの入力は不要)
またはピンコードの入力。

– 外部用GEMオプショナルパートナーリーダーはカードとコモンアクセスコードまたはピンコードの入力の
どちらかが必要です。

現在時刻の設定 
＊83 HHMMSS #  HHMMSS #を押します。

電気錠解錠時間の設定
＊81を押します「電気錠解錠時間」  (00～30秒) # 
　電気錠解錠時間の初期設定は5秒です。

＊＊マスターコード、または #を押します (現在のマスターカード)リーダーのLEDは黄色。
(デフォルトのマスターコード = 12345678) 
＊＊# で終了、または30秒後にタイムアウトとなり自動的に準備モードに切り替わります。 
準備モードでは、マスターコードの入力でドアは開きます。

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド

※H=時間・M=分・S=秒

例）「1時間」の場合：「01 00 00」となります。
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パスワード入力不要時のタイムインターバルの設定
この間、パスワード入力の必要はありません。 
タイムインターバルの設定 (1): 

＊84 HHMM(時/分から) # HHMM(時/分まで) #　を押します。

タイムインターバルの設定 (2) : 
＊85 HHMM(時/分から) # HHMM(時/分まで) #　を押します。

電気錠解錠のタイムインターバルの設定
 この間、電気錠は解錠状態です。 
タイムインターバルの設定 (1): 

＊＊86 HHMM(時/分から) # HHMM(時/分まで) #　を押します。

タイムインターバルの設定 (2) : 
＊87 HHMM(時/分から) # HHMM(時/分まで) #　を押します。

備考: 週末や祝日の際はこの「タイムインターバルの設定」は無効状態にしてください。

アラーム機能を無効化するタイムインターバルの設定
この間、アラーム出力はありません。 
タイムインターバルの設定 (1): 

＊88 HHMM(時/分から) # HHMM(時/分まで) #　を押します。

タイムインターバルの設定(2): 
＊89 HHMM(時/分から) # HHMM(時/分まで) #　を押します。

アラーム機能の有効化

現在有効なカード + ピンコードでアラーム機能の休止 (ピンコードの入力が求められる場合)

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド
__________________________________________________________________________

機能の有効化：パスワード入力不要時のタイムインターバル（オプショナル）
有効化：＊34 # を押します。
無効化：44# (デフォルト設定)

機能の有効化：電気錠解錠のタイムインターバル（オプショナル）
有効化：＊35 # を押します。
無効化：45# (デフォルト設定)

機能の有効化：アラーム機能を無効化するタイムインターバル（オプショナル）
有効化：＊36 # を押します。
無効化：46# (デフォルト設定)

機能の有効化：ドア半開きビープ音機能
有効化 – ＊32 ドア半開き時間(00秒～60秒) #を押します。

もし、設定時間を過ぎたらドアがしっかりと閉まりきるまで2秒間隔でビープ音が鳴ります。
無効化 - 42# (デフォルト設定)

有効化：＊33#
無効化：＊43# (デフォルト設定)
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5. カードの追加とドアアクセスコード (ピンコード)

カード情報の追加・消去を行う前にカード番号リストを準備してください。

マスターカードの追加
＊10 (現在のマスターカード) #を押します。
備考: 連続してマスターカードを追加する場合は＊10 を押す必要はありません。
# を押し、プログラムモードに戻ります。その後、2回のビープ音が鳴ったのち＊＊#
を押して、プログラムモードを終了します。

ユーザーカードの追加
＊11 ロケーション ID # (現在のユーザーカード) または 10桁のカード番号 # 
(ロケーション ID は ʻ1ʼ ～ʻ2000ʼ)

備考: 連続してユーザーカードを追加する場合は＊11 を押す必要はありません。ロケーションIDのみ # 
(現在のユーザーカード) または10桁のカード番号 #.
もしロケーション ID にカード保有者の記録がある場合、リーダーからビープ音が4回鳴ります。
続ける、またはプログラムモードに戻る場合は#を押してください。

# を押すと2回ビープ音が鳴りプログラムモードに戻ります。
その後＊＊# を押し、プログラムモードを終了します。

ドアアクセスコードの追加（ピンコード)
＊12 ロケーション ID  # ドアアクセスコード #  ドアアクセスコード #を押します。
 (ロケーションIDはʻ2001ʼ～ʻ2200ʼ)
備考: 連続してドアアクセスコードの追加をする場合は＊12 を押す必要はありません。
ロケーション ID # ドアアクセスコード  #  ドアアクセスコード  #を押してください。
# を押すと2回ビープ音が鳴りプログラムモードに戻ります。
その後＊＊# を押し、プログラムモードを終了します。

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド
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6. カードの消去とドアアクセスコード(ピンコード)

マスターカードの消去
＊20 (現在のマスターカード) #　を押します。
備考: 連続してマスターカードを消去する場合＊20を押す必要はありません。
(現在のマスターカード)  #　のみ押してください。
# を押すと2回ビープ音が鳴りプログラムモードに戻ります。
その後＊＊# を押し、プログラムモードを終了します。

ユーザーカードの消去
＊21 (現在のユーザーカード) または10桁のカード番号  #を押します。
備考: 連続してユーザーカードを消去する場合＊21を押す必要はありません。
 (現在のユーザーカード) または10桁のカード番号 #のみ押してください。
# を押すと2回ビープ音が鳴りプログラムモードに戻ります。
その後＊＊# を押し、プログラムモードを終了します。

ドアアクセスコードの消去 (ピンコード) 
＊22 ドアアクセスコード #  ドアアクセスコード #を押します。

備考 : 連続してユーザーカードを消去する場合＊22 を押す必要はありません。
ドアアクセスコード #  ドアアクセスコード # のみ押してください。
# を押すと2回ビープ音が鳴りプログラムモードに戻ります。
その後＊＊# を押し、プログラムモードを終了します。

ロケーションIDを空にする 
＊23 ロケーションID  # ロケーションID # を押します。
(ロケーションIDはʻ1ʼ～ʻ2200ʼ) 
備考: 連続してロケーションIDを空にする場合＊23 を押す必要はありません。
ロケーション ID #  ロケーション ID # のみを押してください。
# を押すと2回ビープ音が鳴りプログラムモードに戻ります。
その後＊＊# を押し、プログラムモードを終了します。

すべてのマスターカードを消去する 
＊27#27#を押します。

すべてのユーザーカードを消去する
＊28#28#を押します。

すべてのドアアクセスコードを消去 
＊29#29#を押します。
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7. ユーザー記録の保存

重要事項: Please update the card numbers and PIN for reference. 

カード番号表 (2000枚のカード保有)

ロケーションID カード番号 ユーザーネーム 有効期限
1
2
3
.
.
.
.

1999
2000

ドアアクセスコード表 (200ピンコード) 

ロケーション ID ピンコード ユーザーネーム 有効期限
2001
2002
2003

.

.

.

.
2199
2200

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド
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8. 備考:

a) デバイスへのダメージを避けるために、電気錠の間にパラレルにダイオードを挟んでください。
b) バックアップのためにマスターカードの予備を安全な場所に保管してください。
c) マスターコードを変更してください。
d) どんなパスコードにおいても、0から始まる場合、1は入力する必要はなく、#を押すことで入力が完了します。

e) 200のドアアクセスコード (ピンコード) は1～6桁です。
f)
g)

電気錠解錠時間はドア半開き時間よりも短くなります。
本機の時刻設定がしっかりされていることを確認してください。特にタイムインターバルの機能を使用
する際は注意してください。ユーザーの方は月に1度時刻設定を確認することをおすすめします。

h)
i)
j) 

もしユーザーがカードを返却しなかった場合、ロケーションIDを使用し、アクセス権を破棄してください。
セキュリティーの強化を図るため、コモンドアアクセスコードは定期的に変更してください。
カード保有者情報及びパスワード記録は常に最新のものにし、安全な場所に保管してください。

   スタンド・アロン非接触PROXリーダーコントローラー操作ガイド
__________________________________________________________________________




