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キースイッチ アクセス装置

650シリーズ　キースイッチ

Patent # ： 6689972

ロックネティクスの650シリーズ キースイッチは、現場で取り付ける際、
取り付け技術者に時計方向 あるいは 逆時計方向のキーの回転方
向、モメンタリー（瞬時）とメンティン（保持） アクションの切り替えをす
ぐにできるようにするマグネット スプリングを導入しました。
シングル ギャングと細型が用意されており、ヘビーデューティ プレート、
防水カバー（シングルギャングのみ）、LED 2ヶ（グリーン/レッド）、破壊
防止スイッチ、シュラーゲ エベレスト シリンダーがオプションとしてご利
用頂けます。

また、国内メーカーのミワシリンダー（U9-MOT.CY、Sカム付、L=38ミ
リ）、ゴールシリンダー（5S A・U、Sカム付、L=34ミリ）もご使用頂けま
す。（ミワシリンダーには付属のシリンダー リングをご使用下さい）
標準仕上げプレートは626 サテンクロームです。この他に5つの仕上
色が選択できます。

650 キースイッチを使うメリット

・・・・・簡単な取り付けとメンテナンス
・・・・・シングル ギャングと細型で最も適したタイプを選択
・・・・・多くのオプションで、幅広いアプリケーションに対応可能

新開発のマグネットスプリング技術で、現場で直ちに取り付けの対応が可能

マグネット スプリング設計

653 シングル ギャング 653-NS 細型

最高の取り付け適応性を
提供します。

5AMP@250VAC
2電圧式
SPDTコンタクト

プレート仕上げ
（標準：626 サテンクローム）
他 5色

モメンタリー アクション（瞬時）

モメンタリー アクション － マグネット黒点上向き

メンティン アクション（保持）

メンティン アクション － マグネット黒点下向き

オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンン
シンボル 説　　明

L1

L2

ATS

WP

CYL

CYL-KA

BW

シングルLED, 赤またはグリーン, 2電圧式

ダブルLED, 赤またはグリーン, 2電圧式

破壊防止スイッチ（L2と併用はできません）

防水カバー（シングル スイッチ ボックス）

32ミリモーティス シリンダー（2本キー付、
キー違い=複数個の場合）

32ミリモーティス シリンダー（2本キー付、同
一キー=複数個の場合）

防水面付ボックス

防水面付 ボックス

BW  BW  BW  BW  BW  オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンンWP  WP  WP  WP  WP  オオオオオプププププシシシシショョョョョンンンンン

防水型
カバー

LEDと併用は
できません

別別別別別売売売売売シシシシシリリリリリンンンンンダダダダダーーーーー

シュラーゲ、ミワ、ゴール

L=38mmモーティス シリンダー
カム付き

Goldman Inc.
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モデル番号

オプション

仕上げ

653-04 － －SF-605ATS

オーダー方法 / 品番指定

653-04
653-05
653-14
653-15
653-1414
653-1415
653-1515
653-041
653-0404
653-0405
653-141
653-0505

SPDT メンティン：一方向廻し
SPDT モメンタリー：一方向廻し
DPDT メンティン：一方向廻し
DPDT モメンタリー：一方向廻し
（2）DPDT メンティン：両方向廻し
DPDT メンティン × DPDT モメンタリー
（2）DPDT モメンタリー：両方向廻し
SPDT メンティン × キー引抜き 1ヶ所
（2）SPDT メンティン：両方向廻し
SPDT メンティン × SPDT モメンタリー
DPDT メンティン × キー引抜き 1ヶ所
（2）SPDT モメンタリー：両方向廻し

1. モデル番号

SF-626
SF-605
SF-612
SF-613
SF-625
SF-2

サテン クローム（標準）
ブライト ブロス
サテン ブロンズ
オイル サテン ブロンズ
ブライト クローム
ブラック パウダー コート

3. 仕上げ

シュラーゲシリンダー ：
ミワシリンダー ：U9-MOT・CY　Sカム付　L=38ミリ
ゴールシリンダー ：5S A・U　Sカム付　L=34ミリ

4. 使用シリンダー型式

44.5

114.3 114.3

70

55.6
44.5

653-NS（細型） 653 シングルギャング

SPDT  = 1回路スイッチ = ボタンを押すことで1つの回路を“ON”または“OFF”
DPDT = 2回路同時接続スイッチ = ボタンを押すことで2つの回路を同時に“ON”または
“OFF”
メンティン スイッチ = 保持型スイッチ
モメンタリー スイッチ = 瞬時型スイッチ（押している間のみ“ON”または“OFF”）

注意：

スタンダード キースイッチ
5 amp@250 VAC
2電圧式
SPDT コンタクト（1回路）
ATS（破壊防止）スイッチはカバーが“ON”0.025A@28VDCの時は閉です。
LED インジケーターライトは12/24VDC 0.025A@28VDCで動作します。

5. 仕様

L2
NS
ATS
HDP
WP
CYL
MYL-KA

LED 2ヶ付（グリーン、レッド）、2電圧式
細型プレート － ステンレス製（44.5×114.3ミリ）
破壊防止スイッチ
ヘビーデューティ プレート 6.4ミリ厚、亜鉛メッキ（標準仕上色は626 サテンクローム 仕上げ＋破壊防止プラグ付）
防水カバー：29ミリ長シリンダーのみ（NSとL2オプションを除く）
32ミリ シュラーゲ エベレスト モーティスシリンダー および 3ミリスペーサーリング（個別キー）
32ミリ シュラーゲ エベレスト モーティスシリンダー および 3ミリスペーサーリング（同一キー）

2. オプション

注意：650シリーズ キースイッチは29ミリ または 32ミリ長でストレートカム付きのシリンダーのみで動作します。
32ミリ シリンダーには3ミリのブロッキング スペーサーリングが必要です。 ＊CYL-KA（同一キー）は含まれていません

Goldman Inc.




