
リモコン装置

型 番 SR-160 SR-30

種 類
・

機 能

○リモコン制御器
○子機2個セット
○接点：ワンショット / トグル
○登録子機数 80個
○到達距離見通し 約80m
○入力電源 DC12V 55mA
○受信機 90x60x22mm
○送信機 55x38x13mm

リモコン子機
（追加用）
 55x38x13mm

電源装置

型 番 LG-008 LG-006 LK-2000 RS-25-12

種 類
・

機 能

○電源装置（タイマー内蔵）
○出力電源 DC12V 1A+2A
○リーダー用電源出力 １A
○電気錠用電源出力 ２A
○解錠用タイマー ０～12秒
○ LG-006と接続で DC12V バックアップ可能
○入力電源 AC100V
○消費電流 1.2A
○194x175x69mm

○ LG-008用
　バッテリー
○出力電源
　DC12V 7.0Ah
○98x151x65mm

○電源装置
○出力電源
　DC12V 3.7A
○入力電源 AC100V
○消費電流 0.8A
○219x149x45mm

○電源装置
○出力電源
　DC12V 2.1A
○入力電源 AC100V
○消費電流 0.7A
○78x51x28mm

型 番 SI-68A SI-65A SI-25A SW-60LED SW-20LED SW-60A SW-20A

種 類 非接触スイッチ 非接触スイッチ 非接触スイッチ LED 内蔵
解錠スイッチ

LED 内蔵
解錠スイッチ 解錠スイッチ 解錠スイッチ

表 示 LED LED

本 体 色 メタリック メタリック メタリック メタリック メタリック メタリック メタリック

出力接点 c 接点
COM/N.C/N.O

c 接点
COM/N.C/N.O

c 接点
COM/N.C/N.O

c 接点
COM/N.C/N.O

c 接点
COM/N.C/N.O

c 接点
COM/N.C/N.O

c 接点
COM/N.C/N.O

電源電圧 DC12～24V DC12～24V DC12～24V DC12V DC12V － －

消費電流 28～45mA 28～35mA 28～35mA 15mA 15mA － －

設置環境 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

サ イ ズ 115x70x17mm 115x70x36mm 115x38x36mm 115x70x34mm 115x39x34mm 115x70x34mm 115x39x34mm

型 番 SC-10 SC-10C SC-60M SC-2000 SC-50M SC-40
種 類 非接触カード 非接触カード 非接触カード 非接触タグ 非接触タグ 非接触タグ

カ ー ド
タ イ プ

EM
125KHz

EM
125KHz

Mifare
13.56MHz

EM
125KHz

Mifare
13.56MHz

EM
125KHz

本 体 色 白 白（印字） 白 青 グレー グレー

サ イ ズ 86x54x1mm 86x54x1mm 86x54x1mm 46x24x9mm 　45x25x7mm 34x25x5mm

型 番 LG-036
種 類 通電金具

サイズ 内径8mm
長さ 50Cm

電気錠　Electric Lock リーダー　Card Reader

アクセサリ　Accessories

※ DSS：閉扉信号  LSS：施錠信号  EW：こじ開け（侵入前センサー）信号　※上記寸法・重量は電気錠本体を記載（取付金具を含まずおおよその寸法・重量を記載）　寸法は WxHxD で記載

○エコ機能 & 侵入前警報内蔵電磁錠
○施錠状態表示 LED 内蔵
○解錠用接点入力内蔵
○通常施錠時は最小電力で施錠し不正

解錠時は最大電力で吸着
○ DSS/LSS/EW 信号出力接点内蔵
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：280Kg
○本体サイズ：238x43x25mm
○重量：1.2Kg

LC-4800EC

○防水型電磁錠
○ DSS/LSS 信号接点内蔵
○大～中型扉への施工に最適
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：410Kg
○本体サイズ：220x46x32mm
○重量：1.7Kg

LC-4700DLSS

○ストライク電気錠
○通電時施錠 / 施錠設定可能
○ DSS/LSS 信号接点内蔵
○こじ開け警報用タンパー接点内蔵
○ DC12/24V 対応
○本体サイズ：175x44x25mm
○重量：0.5Kg

LC-ES20M

○侵入前警報接点内蔵電磁錠
○ DSS/LSS/EW 信号接点内蔵
○警備連動に最適な電磁錠です
○ DSS/LSS/EW 信号接点内蔵
○警備連動に最適な電磁錠です
○ DC12V 対応型電磁錠
○吸着力：40Kg
○本体サイズ：108x33x26mm
○重量：0.6Kg

LC-EW3000

○小型電磁錠
○警備用 / 管理錠として最適
○内開 / 外開取付金具をご準備
○ DC12V 対応型電磁錠
○吸着力：40Kg
○本体サイズ：100x30x20mm
○重量：0.3Kg

LC-EM3000AL

○引戸用小型埋込電磁錠
○埋込電磁錠をお手軽にご利用頂けま

す
○ DC12V 対応型電磁錠
○吸着力：80Kg
○本体サイズ：150x31x18mm
○重量：0.3Kg

LC-EM2500F

○侵入前警報接点内蔵電磁錠
○施錠状態表示 LED 内蔵
○不正解錠検知で強固な施錠
○ DSS/LSS/EW 信号出力接点内蔵
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：680Kg
○本体サイズ：158x36x30mm
○重量：0.45Kg

LC-MEM2400LP

○防水型小型電磁錠
○ DSS/LSS 信号ダブル接点内蔵
○屋内 / 屋外を問わない万能電気錠
○取付金具も豊富にラインアップ
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：200Kg
○本体サイズ：164x32x26mm
○重量：0.7Kg

LC-4500DLSS

○小型ストライク電気錠
○通電時施錠 / 施錠設定可能
○ DC12/24V 対応
○本体サイズ：124x43x35mm
○重量：0.4Kg

LC-ES2000

○自動扉用電気錠
○侵入前警報接点内蔵
○既築自動扉への設置に最適
○専用コントローラーで簡単配線
○ EW 信号接点内蔵
○専用 AC-100V 電源装置内蔵
○吸着力：300Kg
○本体サイズ：67x60x30mm
○重量：0.4Kg

LC-MEM4400

○小型電磁錠
○キャビネット / 産業用ロックに最

適 
○ DC24V 対応型電磁錠
○吸着力：50Kg
○本体サイズ：100x25x20mm
○重量：0.3Kg

LC-EM2100

○自動扉用電気錠
○遅延タイマ内蔵で自動扉へ
○０．３秒後解錠信号を出力
○ DC12V 対応型電磁錠
○吸着力：80Kg
○本体サイズ：119x60x56mm
○重量：0.8Kg

LC-150

○侵入前警報内蔵電磁錠
○不正解錠時ブザー発報
○外開扉専用
○ DSS/LSS/EW 信号出力接点内蔵
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：300Kg
○本体サイズ：160x37x39mm
○重量：0.6Kg

LC-MEM1900FMB

○防水型小型電磁錠
○ LSS 信号接点内蔵
○お求め安い低価格を実現
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：200Kg
○本体サイズ：164x32x26mm
○重量：0.7Kg

LC-4500FS

○引戸用埋込電磁錠
○ DSS/LSS 信号接点内蔵
○ DSS ダブルセンサー内蔵で確実な

閉扉信号を出力
○扉厚 30mm 以上の引扉に最適
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：150Kg
○本体サイズ：179x34x23mm
○重量：0.5Kg

LC-EM275DSS

○施錠状態表示 LED 内蔵
○ DSS/LSS 信号接点内蔵
○屋内用電磁錠に最適 
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：270Kg
○本体サイズ：238x43X25mm
○重量：1.2Kg

LC-3500BLED

○デッドボルト式電気錠
○停電時解錠型電気錠
○ DSS/LSS 信号接点内蔵
○ソレノイド方式で即時施解錠を実現
○フロント 26mm でパティションに

も最適です
○動作タイマー内蔵でシステム構築が

容易
○ DC12/24V 対応型電気錠
○本体サイズ：200x26x38mm
○重量：0.6Kg

LC-DB2000

○ドアストッパー電気錠
○ BOX タイプの電磁式ドアストッ

パー
○ LSS 信号接点内蔵
○解錠専用押しボタン内蔵
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：55Kg
○本体サイズ：61x80x41mm
○重量：0.5Kg

DH-65

○ DC12/24V 対応小型電磁錠 
○産業用ロックに最適
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：80Kg
○本体サイズ：108x35x21mm
○重量：0.4Kg

LC-CCW15S

○デッドボルト式電気錠
○停電時施錠保持型電気錠
○ DSS/LSS 信号接点内蔵
○ LC-DB2000 の機能をそのままに

停電時施錠を保持
○非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
○ DC12/24V 対応型電気錠
○本体サイズ：225x26x38mm
○重量：0.6Kg

LC-DB2000P

○ドアストッパー電気錠
○設置台方向変換可能（壁面 / 床面）
○ LSS 信号接点内蔵
○解錠専用押しボタン内蔵
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：55Kg
○本体サイズ：60x60x102mm
○重量：0.4Kg

DH60

○防水型大型電磁錠
○大型門扉に最適
○ DC12/24V 対応型電磁錠
○吸着力：680Kg
○本体サイズ：224x64x45mm
○重量：3.5Kg

LC-5000G

○テンキー内臓カードリーダー
○カード EM タイプ
○防水型 屋外設置可能
○カード1000枚登録対応
○暗証番号４桁８組
○本体色 黒 / 白
○電源 DC12V
○109x80x19mm

ST-120

○ VOLCALOCK 専用制御盤
○解錠 / 開扉 / 警報 LED 内蔵
○1回解錠 / 連続解錠ボタン内

蔵（前面）
○開放警報タイマー内蔵
○火災報知器連動
○侵入前警報入力接点
○開扉 / 解錠接点出力
○ JEM-A コネクタ端子内蔵
○解錠タイマ 0～99秒
○入力電源 AC100V
○消費電流 0.8A
○219x149x45mm

LK-8000

○ Wigand カードリーダー
○ LK-9800接続用リーダー
○カード EM タイプ
○ ST-110R 汎用型
○ ST-710R スリムタイプ
○ ST-910R 細框対応型
○ LK-9800より電源接続 DC12V
○ ST-110R　109x80x19mm
○ ST-710R　124x61x25mm
○ ST-910R　135x43x26mm

ST-110R
ST-710R/ST-910R

○８回線制御盤
○スタンドアロン８回線盤
○履歴保持 30000件
○カード 50000 枚登録対応
○各リーダー Wigand 接続
○電磁錠 接点出力
○電源 DC12V
○202x211x29mm

LK-9800

○フェリカ対応入退室
○スタンドアローンで履歴記録
○ VOLCALOCK 専用
○カード 2000枚登録対応
○履歴保持 50000件
○解錠時間 0～99秒
○開放アラーム内蔵
○入力電源 AC100V
○消費電流 0.8A/AC100V
○本体 170x80x44mm
○制御盤 230x180x35mm

LK-3000
LK-5000

○指紋＆カード対応型
○高速度指紋認証 0.8秒
○最大200指登録対応
○ SF-3000S 指紋リーダー本体
○ SP-2000K 専用登録設定器
○カード Mifare タイプ
○管理者専用登録機能付
○電源 DC12V
○143x72x59mm

SF-3000S
SP-2000K

○テンキー認証装置
○暗証番号 3～12桁 80組
○電源 DC12V
○125x70x33mm

ST-330

○テンキー内臓カードリーダー
○カード Mifare タイプ
○防水型 屋外設置可能
○カード1000枚登録対応
○暗証番号４桁８組
○電源 DC12V
○109x80x19mm

ST-120MA

○ VOLCALOCK 簡易制御盤
○1回解錠入力接点
○連続解錠入力接点

※連続解錠入力は火災報知器
入力と兼用

○侵入前警報入力接点
○解錠タイマ 0～100秒
○入力電源 AC100V
○消費電流 0.8A
○219x149x45mm

LK-2100

○テンキー認証装置
○高感度認証（高反応型）
○カード EM タイプ
○カード2000枚登録対応
○暗証番号 ４桁８組
○カード EM タイプ
○電源 DC12V
○162x103x29mm

ST-1000

○テンキー内臓カードリーダー
○カード EM/Mifare タイプ
○防水型 屋外設置可能
○カード1000枚登録対応
○暗証番号４桁８組
○電源 DC12V
○124x61x25mm  

  
 

ST-720
ST720MA

○共有玄関リーダー
○キースイッチ入替可能
○ GM-2000：EM 125KHz
○ GM-3000：Mifare 13.56MHz
○タグ 21000枚登録対応
○動作用 LED 前面内蔵
○専用登録リモコン同梱
○扉開放警報用タイマー内蔵
○ RS-25-12電源装置同梱
○リーダー 53x45x9mm
○制御部 90x60x22mm

GM-2000
GM-3000

○履歴管理入退室リーダー
○ネットワーク通信対応型
○ RE-2500親機
○ RE-2500-03 子機
○ EM タイプ
○最大255ゲート管理可能
○カード9000枚登録対応
○ SAS-100プログラムで管理
○単体履歴保持 6000件
○電源 DC12V
○162x103x29mm

RE-2500
RE-2500-03

○テンキー内臓カードリーダー
○カード EM タイプ
○防水型 屋外設置可能
○カード1000枚登録対応
○暗証番号４桁８組
○電源 DC12V
○135x43x26mm

ST-920

○54ゲート接点制御装置
○カード EM タイプ
○ SE-18 最大3台制御可能
○ ID 個別制御可能
○解錠時間 1～99秒
○カード 2000枚登録対応
○電源 DC12V
○162x103x29mm

ST-660E

○履歴管理入退室リーダー
○ネットワーク通信対応型
○カード EM タイプ
○ ST280ステンレスボディー
○ ST-780 スリムデザイン
○最大255ゲート管理可能
○カード 4500枚登録対応
○ SAS-100プログラムで管理
○単体履歴保持 9000件
○電源 DC12V
○ST-280 115x70x31mm
○ST-780 140x60x30mm

ST-280
ST-780

○テンキー内臓カードリーダー
○埋込み設置型
○カード EM タイプ
○カード1000枚登録対応
○電源 DC12V
○115x70x31mm

ST-226

○18ゲート接点装置
○ ST-660E と接続
○最大連結３台
○キャビネット用多制御
○入力電源 DC12V
○210x145x50mm

SE-18

○通信コンバーター
○ AP-80：USB → RS-485
○ WindowsXP/7/8対応
○ AP-60：TCP/IP → RS-485
○ RE-2500最大32台接続対応
○入力電源 DC12V
○110x70x25mm

AP-60
AP-80

○テンキー内臓カードリーダー
○カード EM タイプ
○防水型 屋外設置可能
○カード2000枚登録対応
○暗証番号４桁８組
○電源 DC12V
○125x70x33mm

ST-320

○ RE-2500専用
○履歴管理プログラム
○最大255ゲート管理可能
○ WindowsXP/7/8対応
○各リーダー情報管理
○グループ別時間制限

SAS-100

○ BOX 面付型デッドボルト式電気錠
○停電時解錠型電気錠
○ DSS/LSS 信号接点内蔵
○面付け BOX 型で容易な施工
○ステンレス BOX で意匠性に優れて

います  
○ DC12/24V 対応型電気錠
○本体サイズ：156x34x41mm
○重量：0.9Kg

LC-DB3000

○フック式電気錠
○通電時施錠 / 解錠設定変更可能
○ロッカー / キャビネット扉等へ最適
○ DC12V 対応型電気錠
○本体サイズ：73x30x29mm
○重量：0.1Kg

LC-CL0001

スタンドアローン カードリーダー / テンキー認証装置 ネットワーク対応型カードリーダー認証装置

８回線対応コントローラー LK-9800 指紋認証装置 フェリカ対応アクセス
コントロールシステム

VOLCALOCK 専用制御盤 マンション向け
共有玄関用リーダー キャビネットロックシステム

バイトロック
ユニット内蔵

バイトロック
ユニット内蔵

バイトロック
ユニット内蔵


