
WD-OD003(014)

取り付け

1 ドアに印をつけます
A.

2 シリンドリカルロックとアウトサイドトリムの取り付け

a.ドアの厚さに合わせてシャーシを調整します。
シャーシの溝にワイヤーを通します。アウターナットをシャーシに挿入します。
シャーシの中心線とアウトサイドトリムの面との距離は、ドアの厚さの半分で
す。

B.シャーシアッセンブリーの取付
a.

b.

ロックハウジングがラッチの突起にかみ合っていることを確認しながら、
シャーシアセンブリを外側からドアにスライドさせます。
シリンダと外部レバーをシャーシに挿入します。
　　　　重要 : 適切に操作するには、シャーシアセンブリをドアの中央に 置く
　　　　必要があります。

3 インサイドトリムの取付

CL ドア厚中心線

アウトサイド　トリム

シリンドリカル　シャーシー

インサイドレバー

ロックセットのセンターライン（C L）とドリルポイントをマークします。

a.ドアの端に床から約 960mmの高さのラインをマークします。
b.適切なバックスセットを使用して、ドアの両側に 54mmの穴を

マークします。
c.ドアの両側に 8mmの穴を 2 つマークします。
d.ラッチのためにドアの端の中心をマークします。
e.テンプレートに従ってすべてのドリルポイントをマークします。

高さの線

8mmの穴

8mmの穴

B. ドアの準備
a. 54mm穴を通し、ドアの両側から2つの8mm穴を開けて、

ドアの仕上げを割れるのを防ぎます。
b.ドアのラッチのための 25.4mm穴を開けます。
c. 印を付けられた鋭いポイントの穴を開けて下さい。
d. ラッチのフェースプレートをガイドとして使用して、アウ

トラインをトレースし、ラッチがドアと同じ高さになるよう
にドアの端をはめ込みます。

e. ラッチを付属のネジで取り付けます。

NOTE: 中空の鋼製ドアは、ロックサポートのために適切に裏板
等の補強がされている必要があります。

(サポートが提供されなかった場合は、ドアメーカーに
お問い合わせください)

C.ストライクの取付
a.ストライクの位置ツールや先の尖った毛描きを使用して、フ
レームの穴の位置を特定します。

b.25.4mm x 19mmの深さの穴を開けます。ストライクをテンプ
レートとして使用して、適切な深さの穴を開けます。
c.ダストボックスを使用する場合は、木のノミでその部分を取
り除きます。

高さ線

垂直線

ストライク
ボックス用
切り欠き
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ラッチの突起がロック
ハウジングに係合します。

ロックハウジング

リトラクターがラッチ
バーに噛み合う

注意：ドアを閉めた状態でロックユニット
           を取り付けないでください。

A.ワイヤーをガイドし、取り付けプレートの内側に取り付け
ます。
a.示されているように、リーダーとシャーシのワイヤを内部の取り付けプ

レートに通します。

b.内側のナットをシャーシにねじ込みます。
c.レンチを使用してナットを締めます。プレートの穴をドアの穴

に合わせます。
d.取付プレートの内側を固定する2本のネジを所定の位置に配置

します。

シャーシ

外側トリム

シャーシ

インサイドレバー

イラスト 部品

取付部品チャート

No.12-24 x 7/8"
2 PCS

No.12-24 x 1-5/8"
2 個

No.8-32 x 25/64"
2 個

AA バッテリー
4 個

リリースピン
1 個

Wrench
1 PCS

Spacer
1 PCS

No.8-32 x 5/8"
2 PCS

インサイドナット

インサイド取付プレート

インサイドトリム
バッテリーカバー

アウトサイドナット

ストライク

ラッチ

アウトサイドレバー

以下の取り付けは、iF-01モデルに適用されます。
本製品の取り付けや使用の前に、必ず本書の内容をご確認の上、指示に従ってください。指示に従わない場合
は、製品の破損や工場保証が無効になる可能性があります。

取付説明書
 &

ユーザーガイド

iF  シリーズ アクセスコントロール 
iF-01 キーレスキ　ロック

R

外側レバー

シリンダーレバー挿入
スペーサー

インサイド取付プレート

レンチ

取付ネジ

e.I内部の取り付け板にメインボードアセンブリを取り付けます。
下図のように主線(8 ピン)と電源線(2 ピン)をガイドして接続します。

取付ネジ

カバーネジ

C.ロックを起動します。
a.単3形アルカリ乾電池4本を入れ、電子ロックが起動するのを

待ちます。電池の極性が合っていることを確認してくださ
い。

b.カバーネジで電池カバーを固定します。
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1.内側のカバーを内側に引っ掛けます。
2. カバーを所定の位置に取り付けます。
3.カバーをネジで固定します。

メインボード
アッセンブリー

10-ピン
コネクター

2-ピン
パワー
ワイヤー

レバーキャッチ

 I/C コアの取り外し
A.コントロールキーを挿入し、時計回りに
15°回転させます。
B.キーを引いてI/Cコアを取り外します。

タイルピースの取付
A. スプリングとピンをシリンダーに挿入します。
B. テールピースをキャップに入れます。
C. キャップをシリンダーにねじ込みます。

NOTE :
キャップは適切に調整する必要があります。緩すぎ
ると、プラグの端の遊びが過剰になり、キーが引き
抜かれた状態から後退してしまいます。
きつすぎると、プラグが引きずられてキーの回転が
悪くなります。

テイルピース

キャップ

ピン

シリンダー

スプリング

レバーの取り外し
A.キーを時計回りに45°回して保持し
ます。

B.レバーキャッチを押し下げ、レバー
とシリンダーを引き抜きます。

シリンダーとレバーの取り付け
A. レバーの穴をスピンドルアセンブリのレバー

キャッチに合わせ、レバーがレバーキャッチ
にぶつかるまでレバーを押し込みます。

B. キーを時計回りに 45°回して保持します。
C. レバーを押し込み、レバーキャッチをかみ合

わせます。
D. ドアを閉める前に機能を確認してください。

レバーにシリンダーを取付
A. レバーにシリンダーを挿入します。
B. シリンダーにキーを挿入してシリン

ダーを保持し、位置を合わせます。

レバーキャッチレバーラッチ

穴  I/C レバーの取り外し
I/Cコアを外した状態で、ドライバーを使ってレ
バーキャッチからレバーを外し、レバーを引っ
張って外します。

 I/C レバーの取付
レバーキャッチがレバーに噛み合うまでレバーを
押し込みます。

メイン基板

AA バッテリー

インサイドナット

外側 ナット
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B.内側のトリムとレバーを取り付けます。
a.取付ネジを使用して内部カバーを固定します。

c.各リーダー線（6 ピン）を接続した状態で、下図のようにワイヤーカバーを取付
板に挿入してください

b.シャーシのネジを外側のトリムに通します。

ドアの厚み

ワイヤーカバー

10-ピンメイン
ワイヤー

ドア厚

No.8-32 x 5/32"
1 個

溝

 I/C コアの取付
A. コントロールキーをI/Cコアの回転に挿入しま

す。キーを時計回りに 15°回し、レバーに完全
に挿入します。

B. キーを反時計回りに回し、キーを取り外しま
す。

C. ドアを閉じる前に機能を確認します。

ロックIDとQRコード
(注：ユーザーの場合はQRコードをスキャン
するか、アクティベーションカードがない場
合は手動でロックIDを入力してください)

ファイヤー
キャップ

ファイヤーキャップ

バッテリーカバー



ロックモード　ガイド

緑点滅

インサイド アウトサイド

プライバシーモード

プライバシーモードでは、管理者以外のすべてのユーザーの権限を一時的に無効にしま
す。このモードの間、許可されたユーザーデバイスをリーダーに近づけると、ロックは
ロックされたままになります。管理者は通常通りドアを開けることができます。

有効化 / 無効化の方法
プライバシーモードを有効にするには、ドアの内側にあるPRIVACYボタンをビープ音が
聞こえるまで長押しします。外側のリーダーで認証されたユーザー機器に近づくと、
リーダーが赤色に2回点滅し、2回のビープ音が鳴り、ユーザーの認証が一時的にオフに
なったことを示します。
無効にするには、2回ビープ音が鳴るまでHOLD OPENボタンを長押ししてください。す
ると外側の点滅が止まります。内側からドアを開けると、自動的にプライバシーモード
も解除されます。

注 : プライバシーモードでは、管理者は通常通りドアのロックを解除することができま
す。

緑点滅

インサイド アウトサイド

ユーザーガイド

HOL        N PRIVACY PHOLD  OPEN

A.アンドロイド　ユーザー

QRコードをスキャ
ンして、アンドロイ
ド端末にスマートリ
ンクアプリをダウン
ロードしてくださ
い。

NOTE:
対応スマートフォン端末
1. (a) Android 6.0 バージョン以降のもの。
2. (b) iOS 9.0以降のバージョン。
3. 本アプリの利用にはインターネットが必要

です。
4. 指紋ロック解除機能は、Smartlink でサ

ポートされています。

QRコードをスキャ
ンして、iOSデバイ
スにSmartlink APP
をダウンロードし
てください。

2. Klacci」をタップして
APPの設定に入ります。

3.「登録」をタップして
APPアカウントを作成

4. 利用規約に同意する場合は「同意
する」をタップしてください。

5. APP ユーザー
情報入力します

顔認識情報を作成します。下
のアイコンをタップして、顔
認識情報を作成します。

フレームが緑色になると、
フェイシャル情報の作成は
成功です。

アカウントの登録が完了しました。

(a)

(b)

「ホールドオープン」と「プライバシー」ボタンを
同時に約5秒間押して、緑色のライトが2回点滅し、2
回のビープ音が鳴ってロックのセットアップモード
に入ります。
その後  画面上の”　"アイコンを押します。
(注：このステップは、緑色のライトが点滅を開始し
てから1分以内に行います)。

(c) ドアロックとペアにします。
(注意：通知に「ロック
が見つかりませんでし
た」と表示された場合
は、ステップ(a)からもう
一度繰り返してくださ
い)。

(a) ドアロックIDを入力するか、アク
ティベーションカードに記載され
ているQRコードをスキャンしてく
ださい。 (注：取付説明書の手順3-
Bを参照し、アクティベーション
カードがない場合はトリム内のア
クティベーションシールを探して
ください)

(b) ロックの名前を設定します。

選択したプロファイルと
ロックがペアになると、
ドアロックは自動的に
ロック解除されます。

Step 1. APP のインストール

B. iOS ユーザー

Step 2. APP の登録

1. Smartlink APPを開けます

お使いのデバイスで
Smartlink APPを押し
てください。

6.顔認証を設定するためガイドページに入ります。

Step 3. ドアロック管理者の作成

1. ロック管理者を
　作成します。

2.ロックを管理
します。

3.新しいロックを追加する手順 4. ドアロック情報を
入力します。

5. ドアロック
セット完成

          "    " を押して設定
画面に入ります。

 "Manage Locks"を押
します。

グリーンライト

ホールドオープン プライバシー

scan the
QR Core

ホールドオープンモード

ホールドオープンモードでは、外レバーのロックが無期限に解除されるため、ロッ
ク解除装置（スマートフォン）を提示することなく、すべてのユーザーが外からド
アを開けることができます。

有効化 / 無効化の方法

ホールドオープンモードを有効にするには、ドアの内側にあるHOLD OPENボタン
をビープ音が鳴るまで押し続けます。このモードでは、ドアのロックが解除された
ままで、外側のリーダーが緑色に点滅します。

解除するには、ビープ音が鳴るまでPRIVACYボタンを長押ししてください。ドア
が自動的にロックされ、外側の点滅が止まります。

注：ホールドオープンモードは、有効にしてから5分間のデフォルトの時間が経過
すると自動的にオフになり、ロックされた状態になります。
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