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販売会社：



介護施設

取付事例項目

病院

マンション

学校 / 幼稚園

工場

公共施設

飲食店

神社

ショーケース

無断複製禁止
有償、無償を問わず他人への譲渡、複製の作成を禁じます。

無断転載禁止
本紙に掲載されている情報、データなどの著作権は弊社に帰属します。
無断転載はお断りいたします。
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導入事例

介

導入事例導入事例 介護施設case

電磁式電気錠 制御盤

電磁式電気錠

LC-4500DLSS

制御盤

LK-8000

火災報知機

引戸(非常口)

システム構成

■導入目的

屋外対応電磁式電気錠　LC-4500DLSS

VOLCALOCK 専用制御盤　LK-8000

・非常口の自動施錠。

・火災報知機との連動で、非常口の一斉解錠
を行いたい。

■導入製品

火災報知器との連動で非常時に一斉解錠。火災報知器との連動で非常時に一斉解錠。引分けの窓にも設置可能です。引分けの窓にも設置可能です。
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導入事例

介

導入事例導入事例 病院case

システム構成

■導入目的

引き戸用電磁式電気錠(埋め込み式)　LC-EM275DSS

解錠スイッチ　　　　　　　　　　　SW-60A

フェリカ対応非接触カードリーダー　LK-3000

上記カードリーダー制御盤　　　　　LK-5000

・鍵を管理、使用するという不便性を改善。

・自動施錠にし、入室の制限をかけたい。

入居者様のプライバシーを尊重したい。

・使用履歴をとり、入室の管理、

入居者様の安全を確認したい。

■導入製品

ＳＤカードへリーダーの使用履歴を保存。 (LK-3000 専用 )ＳＤカードへリーダーの使用履歴を保存。 (LK-3000 専用 )引き戸にも設置可能。 施解錠の音も大変静かです。引き戸にも設置可能。 施解錠の音も大変静かです。

タグを近づけるだけで、

エントランスを解錠できます。

電磁式電気錠 制御盤

埋め込み式電気錠

LC-EM275DSS

LK-3000専用制御盤

LK-5000

フェリカ対応非接触カードリーダー

LK-3000解錠スイッチ

SW-60A

内側 外側



ＳＩＮＣＥ１９８０

導入事例

介

導入事例導入事例 マンションcase

共用玄関 通用口システム構成

■導入目的

屋外対応電磁式電気錠　LC-4500FS

VOLCALOCK 専用制御盤　LK-2100

非接触カードリーダー　ST-720

解錠スイッチ　　　　　SW-60A

非接触カードリーダー　GM-2000

登録用タグ　　　　　　SC-2000

・鍵で解錠することの不具合改善

・入居者様の利便性を向上させたい。

■導入製品

通用口を簡単解錠、 快適にご利用できます。通用口を簡単解錠、 快適にご利用できます。タグを近づけるだけで、 自動ドアを解錠。タグを近づけるだけで、 自動ドアを解錠。

非接触カードリーダー

GM-2000

非接触カードリーダー

ST-720

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0

# *

電磁式電気錠

LC-4500FS

自動ドア

タグを近づけるだけで、

エントランスを解錠できます。

通用口
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導入事例

介

導入事例導入事例 学校/幼稚園case

制御盤

LK-8000

室外 室内

■導入目的

・子供が外にでないように安全のため、

常に扉を施錠しておきたい。

・保護者の方に解錠用カードを渡して、

入室の制限をかけたい。

・一般の来場者をインターホンで確認し、

事務所より解錠したい。

■導入製品

タグを近づけるだけで、

エントランスを解錠できます。

事例１ 事例 2

システム構成

電磁式電気錠

LC-4500DLSS

非接触カードリーダー

ST-120

屋外対応電磁式電気錠　LC-4500DLSS

VOLCALOCK 専用制御盤　LK-8000

非接触カードリーダー　ST-120

解錠スイッチ　　　　　SW-60A

※インターホンは、他社メーカー様の製品を設置
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導入事例導入事例導入事例 工場case

電磁式電気錠

LC-4500DLSS

システム構成

■導入目的

・情報の漏えい、事故防止の為、自動施錠にし、

入室の制限をかけたい。

・出入りが頻繁な為、使用頻度が非常に多い。

その為、電気錠の交換が多く、耐久性に優れて

いる電気錠を設置したい。

■導入製品

様々な扉に設置可能です。様々な扉に設置可能です。施解錠の状態をＬＥＤで確認できます。施解錠の状態をＬＥＤで確認できます。

電磁式電気錠 電磁式電気錠

屋外対応電磁式電気錠　LC-4500DLSS

LED付電磁式電気錠　　 LC-3500BLED

※集中制御盤、非接触カードリーダーは、
他社メーカー様の製品を設置

電磁式電気錠

LC-3500BLED
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導入事例導入事例導入事例 公共施設 (公園 )case

システム構成

■導入目的

・施設有料による利用制限をかけたい。

・時間設定により施錠を自動化したい。

・指定非難区域の為、震災時、自動解錠したい。

・長期間の耐久性能を保持できるシステムを

導入したい。

■導入製品

様々な扉に設置可能です。様々な扉に設置可能です。 地震検知器と連動。 検知時、 一斉解錠、 回転灯で表示。地震検知器と連動。 検知時、 一斉解錠、 回転灯で表示。

屋外対応電磁式電気錠　LC-4700LSS

※タイマーリレー、地震検知器、
回転灯、解錠スイッチ、接点分配機等は、
他社メーカー様の製品を設置

電磁式電気錠 表示灯

VOLCALOCK 専用制御盤　LK-8000

VOLCALOCK 専用制御盤　LK-2160

状態表示ランプ　　　　TLM-100



ＳＩＮＣＥ１９８０

導入事例導入事例導入事例 飲食店case

システム構成

■導入目的

・情報の漏えい、事故防止の為、自動施錠にし、

入室の制限をかけたい。

・出入りが頻繁な為、使用頻度が非常に多い。

その為、電気錠の交換が多く、耐久性に優れて

いる電気錠を設置したい。

■導入製品

インターホンで確認後、 解錠スイッチで扉を解錠します。インターホンで確認後、 解錠スイッチで扉を解錠します。

屋外対応電磁式電気錠　LC-4500FS

※集中制御盤、非接触カードリーダー、
インターホン、解錠スイッチは、他社
メーカー様の製品を設置

キッチン

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ

PCﾃﾞｨｽｸ

既設分電盤

※既設分電盤より

AC100V を供給します

キッチン

FAX

ホール

開錠スイッチ②開錠スイッチ① ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機②

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機①

リーダー

電源装置
(ﾀｲﾏ- 内蔵 )

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機

電磁式電気錠

LC-4500FS

電源BOX(ﾀｲﾏ-ﾘﾚｰ内蔵)
電気錠

通電金具

電磁式電気錠 解錠スイッチ

様々な扉に設置可能です。様々な扉に設置可能です。



タイマーリレーによる施錠の自動化。
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導入事例導入事例導入事例 神社case

制御盤

LK-8000

システム構成

■導入目的

・自動施錠にし、セキュリティ性を向上させたい。

■導入製品

タイマーリレーによる施錠の自動化。

屋外対応電磁式電気錠　LC-4500DLSS

※タイマーリレー、解錠スイッチは、
他社メーカー様の製品を設置

様々な扉に設置可能です。様々な扉に設置可能です。

電磁式電気錠 制御盤 リーダー

・時間設定により施解錠を自動化したい。

VOLCALOCK 専用制御盤　LK-8000

非接触カードリーダー　ST-320

非接触カードリーダー

解錠スイッチ

ST-320
電磁式電気錠

LC-4500DLSS

内側 外側

タイマーリレー



ＳＩＮＣＥ１９８０

導入事例導入事例導入事例 ショーケースcase

■導入目的

・自動施錠にし、確実に施錠にしたい。

・鍵を管理、使用するという不便性を改善。

■導入製品

侵入前警報機能付電磁式電気錠　LC-MEM1900FM

※制御盤、非接触カードリーダーは、
他社メーカー様の製品を設置

電磁式電気錠 吸着板

全体写真 電磁式電気錠
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本  社
TEL 099-286-0069 FAX 099-286-0061
〒890－0064 鹿児島市鴨池新町 14-6

/

東京営業所
TEL 03-6712-9601 FAX 03-6712-9602
〒140－0011 東京都品川区東大井 5-11-3 三津広ビル 4階

/

大阪営業所
TEL 06-4801-8067 FAX 06-4801-8068
〒530－0043 大阪市北区天満 2-15-1

/

HP : http://www.lockman.co.jpHP : http://www.lockman.co.jp

Email : info@lockman.co.jpEmail : info@lockman.co.jp
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