R

取付説明書

iF シリーズ アクセスコントロールソリューション
iF-R キーレス
及び

インサイド トリムカバー
インサイドワイヤーアセンブリ

ユーザーガイド

メインボードアセンブリ

インサイドマウントプレート

アウトサイド ワイヤー アセンブリ

外側取り付けプレート
リーダー

ワイアレス

リーダー

以下の取り付けは、iF-Rモデルに適用されます。

パーツ イラスト

本製品を取り付けて使用する前に、必ず本書の指示に従ってください。この指示に従わない場合、製
品の破損や工場保証が無効になる可能性があります。
電圧 ：電気デバイスによって異なります。

ネジ

12 or 24 VDC

1

No.8-32 x 5/8"
5個

No.8-32 x 11/64"
1個

M3 x 1/4"
1個

ワイヤーアセンブリとリーダーの取り付け

A.メインボード

B. リーダーの取付

アッセンブリーの説明

a. 情報を送るリーダーが付いている内部の主基盤アセンブリに外部ワイヤーを接続して下さい。
b. 中の主基盤ワイヤー。10ピンワイヤーで構築され、3つの異なる形態に広がっています。
外部ワイヤーに接続された 6 ピンワイヤー / 制御アセンブリに接続された 2 ピンワイヤー / 信号の使
用のための 2 つのワイヤー）。

内側ワイヤーアセンブリ
コントロールターミ
ナルに接続

メインボード
に接続

a. 6ピンのワイヤーを穴に誘導して通し、ドライバーで底面
をリベットで固定します。
b. リーダーに6ピンのプラグを差し込みます。
c. リーダーアセンブリを外側の取付プレートに取り付け、カ
バーネジでリーダーを固定します。

外側ワイヤアセン

b.

ワイヤー長さ300mm (1’)

c.

リーダーに接続
オープンコレクターに接続
ブルーワイヤー (COM.) / グレーワイヤー (NO.)
ワイヤー長さ 250mm

a.

2

ワイヤ制御アセンブリとメインボードのインストール

メイン基板

A. 内部アセンブリをインストールします。

インサイド トリムカバー

a. ネジを取付板に挿入し、電源線（DC12Vまたは24V）を入力端子ソケットに挿入して固定し、電源線を出力端
子ソケットに接続してください。制御器の説明書を参照してください。
b. 2ピンの電源線をメインボードアセンブリに挿入し、メインボードをマウンティングプレートに配置します。
c. 下の写真のように、2ピンのケーブルと10ピンのケーブルを差し込んでください。すべてのケーブルが接続さ
れ、安定していることを確認してください。メインボードアセンブリの2つのボタン（HOLD OPEN/
PRIVACY）が正しく動作するか正しく動作するか確認してください。バックカバーを挿入し、カバーネジで
固定します。その後、モバイルアプリの設定で新しいロックを追加します。

a.

b.

ネジ

ロックIDとQRコード
注）QRコードを読み取るか、ロック
IDを手入力してください。

c.

電子ケーブル

ネジ
パワーソケット
2-ピン (12V 出力)

パワーサプライケーブル (12 or 24 VDC)

メイン基板
端子ソケット（10ピン

コントロール
ターミナルソケット（2ピン

B. コントロールモジュールの紹介
コントロールターミナルソケット
入力端子ソケット: 外部電源入力 12または24 VDC
出力端子ソケット: 装着されたローター - 電気回路
装着されていないローター - 信号ループ

ローター

コントロールターミナルソケット
2ピンの電源出力（メインボード用）
(出力端子)

(入力端子)

-

+

COM

NO

NC

-

GND
NC
NO
GND

AC
Power
Supply

パワーサプライ入力端子

12 or 24 VDC

COM
デバイス端子への出力

A. ローターの取付 : 電気回路が外部電源からのルートを切り替え、
他の電子機器に電源を供給します。適用デバイス NO/NC
およびGND端子
注：最大出力電流 <1A
B. ローターの取外し: 信号回路は信号のスイッチを供給します。
適用デバイス NO/NCおよびCOM端子
WD-OD003(023)

ロックモードガイド
ホールドオープン モード

プライバシーモード

ホールドオープンモードでは、外部のレバーを無期限にロックし、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
が外部からドアを開けることができます。

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認証を一時的に無効に
します。このモードでは、認証されたユーザーのデバイスをリーダーに近づける
と、ロックがかかったまま保持します。管理者は通常通りドアを開けることがで
きます。

緑 点滅

アクティベーション／ディアクティベーションの方法

ホールドオープンモードにするには、ドアの内側にあるHOLD OPEN
ボタンをピッと音がするまで押し続けます。ビープ音が鳴るまで押し
続けます。このモードでは、ドアはロックされておらず、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 ボタンを押し続けます。
ドアは自動的にロックされ、外側の点滅が止まります。

インサイド

flash green

アクティベーション／ディアクティベーションの方法

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
ビープ音が鳴るまで押し続けてください。外側のリーダーで認証されたユーザー
のデバイスが近づくと、リーダーは赤で2回点滅しますが、音は鳴らず、その
ユーザーの認証が一時的にオフになっていることを示します。

アウトサイド

解除するには、「HOLD OPEN」ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けま
す。外側の点滅が止まります。プライベーシーモード
は、内側からドアを開けたときにも自動的に解除されます。

inside

outside

注：プライバシー モードでも、管理者は通常通りドアを解錠できます。

注：ホールドオープンモードは、有効にしてからデフォルトの5分が経過すると自
動的にオフになり、ロックセットがロックされます。

ユーザーガイド

Step 1. APP のインストール
A. アンドロイド ユーザー

Step 2. APP の登録
3. 「登録」をタップして
1. Smartlink APPを開けます 2. Klacci」をタップして
APPの設定に入ります。
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。

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。
お使いのデバイスで
Smartlink APPを押してくだ
さい。

B. iOS ユーザー
5. APP ユーザー
情報入力します

6. 顔認証を設定するためガイドページに入ります。

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。

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。

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。

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. ロックの管理

3. 新しいロックを追加する手順

4. ドアロック情報を
力します入

5. ドアロック セット
完了

緑 ライト
green light
プライバシー
ホールドオープン
PRIVACY
HOLD OPEN

QRコード
をスキャ
ンします

" " を押し
て設定画面に入り
ます。

"ドアロック管理"を押
します。

(a) 「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。
(b) その後アイコン " " 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。(a) ドアロックのIDを入力するか、ア
(注意：通知に「ロックが
クティベーションカードに記載さ
見つかりませんでした」
れているQRコードをスキャンして
と表示された場合は、ス
ください(注：アクティベーション
テップ(a)からもう一度繰
カードがない場合は、取付説明書
り返してください)。
のstep.2-cを参照し、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
ロックがペアリングされ
ると、ドアロックが自動
的に解除されます。

