
オプションパーツ

●会員証・社員証・オリジナルカード
　キーなどへ、印刷可能な白無地
　カードキー。

白無地カードキー
（Mifare®仕様）

●クールなデザインの純正カードキー

純正カードキー
（Mifare®仕様）

■純正カードキー 商品コード：39910416

■白無地カードキー 商品コード：39910417

おサイフケータイ機能の無い端末等に貼る事で、
インターロック・スマートリムロック・ピックルの
カギとして使用する事ができます。
既に磁性体シートが入っている為、シールを1枚貼るだけで作業は完了
します。 サイズが小さい為、狭いスペースにも貼る事が可能です。

インターロック用マイフェアシール No.2

貼り付け対象物
スマートフォンや
カード等

商品コード：39910560

＊使用環境によってテンキーが見えにくい場合があります。
＊防塵・防水を保証するカバーではありません。

約 58 ㎜

約
94

㎜

寸法

指紋がパネルに
残らない！！
指紋がパネルに
残らない！！
指紋がパネルに
残らない！！

室外リーダー部の雨、キズ、指紋対策に!!

簡単ワンタッチ
取付!!
簡単ワンタッチ
取付!!
簡単ワンタッチ
取付!!

■インターロック用シリコンジャケット 商品コード：39910440

自己修復タイプのフィルムなので細かいキズがフィルムについても修復
されるのでリーダーパネルをいつまでも綺麗に保ちます。

細かいキズがついてもしばらくすると消えいつ
までもクリアな面を保ちます。

通常の保護フィルム通常の保護フィルム 自己修復タイプ保護
フィルム
自己修復タイプ保護
フィルム

※必ずしも全ての傷が修復されるわけではございません。
　深いキズは修復されず残る場合がございます。

防止に!!キズ 汚れ 防止に!!キズ 汚れ

自己修復タイプのフィルムなので細かいキズがフィルムについても修復
されるのでリーダーパネルをいつまでも綺麗に保ちます。

■インターロック 保護フィルム 自己修復タイプ 商品コード：39910550

製品規格

INTER LOCK・INTER LOCK R 備　　　　考区　　　　分

環境により取付が、出来ない
場合や、マグネットセンサーの移設
が必要な場合もあります。

室外リーダー 53.2（W）×89.8（H）×17.0（D）㎜ ダイカスト・ABS・PMMA

室内ボディ

サブボディ

対応錠前

対応扉厚

対応バックセット

使用電源

非常電源

電池寿命

使用可能温度範囲

認証方法

カード周波数

カード登録枚数

暗証番号設定

69.9（W）×128.0（H）×40.5（D）㎜ ダイカスト・ABS・SPC1

ダイカスト・ABS・SPC169.9（W）×85.5（H）×40.5（D）㎜

MIWA LA系 LSP系/GOAL LX系

LA/33～50㎜/LSP、LX 30～50㎜

外開きドア51㎜～/内開きドア38㎜～

エボルタ®単三アルカリ乾電池4本（別売） ACアダプター（オプション）

9V角型アルカリ乾電池（別売） パナソニック製

約1年（リモコンモデル約8ヶ月） 1日10回使用

IPX4の防抹性（室外リーダーのみ）-20℃～50℃

非接触ICカード / 暗証番号

13.56MHz

最大250枚

4～12桁

FeliCa®（ISO18092）
Mifare®（ISO14443A）
おサイフケータイ®
※変動コード不可

※FeliCa®は株式会社ソニーの登録商標です。 ※Mifare®はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。 ※おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※エボルタ®はパナソニック株式会社の登録商標です。 
※携帯電話・スマートフォン・カードの種類により反応しない物があります。その場合は、商品コード：39910470 マイフェアシールをご使用ください。
※リモコンの送信距離は15～30ｍです。※（1）IEC（国際電気標準会議）で定められた防水保護規格。（IPX4：あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼさない）

対応メディア

■マイフェア対応カード

Mifare®

・taspo
・会員証

■フェリカ対応カード

FeliCa®
・Suica
・PASMO
・Edy
・SUGOCAなど

・nanaco
・WAON
・ICOCA

■おサイフケータイ

FeliCa®  (ISO18092)
機能が搭載されたNTT
docomo・au・SoftBank
各社の携帯電話・スマートフォン。

■付属の専用カード（3枚）

取 扱 店

1611-1701

■製品の色は印刷の特性上、実際の色と若干異なる場合があります。 ■デザインや規格は品質改善のため予告なく変更する場合があります。 ■製品の詳細情報は、株式会社フキのホームページにてご確認ください。

FUKI CO., LTD.

INTER LOCK 商品コード：39910410 INTER LOCK R 商品コード：39910411

室内リモコン付

インターロック

インターロックR

に使用可能!!

オプション

室内用サブボディ ※下記の条件で取付け不可の場合有り（プッシュプル錠の場合）

カギ穴が独立
している

カギ穴が一体化
している
カギ穴が一体化
している

取付け 取付け

※国際規格ISO9001・14001認証取得
※リモコン電波は総務省電波法認可済

キズを自己修復する保護フィルム。
室外リーダー部のパネル部分をキズから守ります!!
キズを自己修復する保護フィルム。
室外リーダー部のパネル部分をキズから守ります!!

タッチパネル＆非接触IC式電気錠
住宅・店舗・会社・公共施設など防犯対策が必要な出入口扉に!!

■室内リモコン■室内ボディ部■室外リーダー部

テンキー開錠イメージ

室内用リモコン使用イメージ

インターロック
インターロックR（リモコンモデル）

※（1）

東京都江戸川区中央3-13-23
札幌市北区北38条西5-1-56
仙台市宮城野区苦竹1-5-21
名古屋市千種区千種1-23-2
岡山市中区桜橋4丁目1-14
福岡市南区玉川町18-14

（株）フキ(本社)

（株）イナホ札 幌
（株）イナホ仙  台
（株）イナホ名古屋
（株）イナホ岡 山
（株）イナホ福 岡

TEL：03-3653-4169  FAX：03-3656-4169
TEL：011-736-4169  FAX：011-737-4169
TEL：022-236-4169  FAX：022-237-4169
TEL：052-735-4169  FAX：052-745-4169
TEL：086-271-4169  FAX：086-201-4169
TEL：092-552-4169  FAX：092-559-4169

■インターロック用マイフェアシール No.2

※UIDが印字されている面が見えるよう貼って下さい。逆に貼った場合認識しない恐れがあります。

【仕　様】

■ICチップ：Mifare EV1 NUID 4byte
■素材：PVC
■サイズ：φ20㎜
■厚み1㎜

録画 メニュー



お取付けに対応しているか
4ステップで確認!!

マイフェア・フェリカ規格の登録が可能です。
登録件数は最大250件。一般住宅からオフィスまで幅広く対応
できます。
※一部のカード、おサイフケータイでは認識しにくい事がありますので、取り付け前
　に必ず確認をしてください。

携帯電話や電子マネーカードが
カギになる!!

1

カギ穴が無くなりますので物理的なピッキングが不可能です。
※あえてシリンダーを残す施工もできます。

カギ穴がないから
ピッキングの心配ナシ!!

5

登録しているカードを家の中に忘れてしまった場合などは、
暗証番号での開錠もできます。
また、カードと暗証番号の二重認証も可能です。

暗証番号での開錠も可能！
カードとの併用も可能!!

2

電池式なので停電が起きても施開錠が可能です。
更に、ドア内部配線や電気工事が不要ですので、お使いのドアを
傷めず取り付けが可能です。

電池式なので万が一の停電にも安心！
又、高額な配線工事不要で簡単取付!!

6

ドアに加工なしで取付ることが可能なので、賃貸物件など
現状復帰が必要とされる出入口の使用に最適です。
※場合によっては取付にドアの加工を必要とする場合がございます。
　加工を行った場合は現状復帰ができませんのでご注意ください。

ドアに加工なしで取付!!
現状復帰することも可能です!!

7

室内からはOPENボタンをワンタッチで開錠します。また、
ドアが閉まれば自動で施錠しますので閉め忘れ防止にも。

室内からはワンタッチで開錠！
ドアが閉まれば自動で施錠!!

3

無料のソフトをインターネットからダウンロードする事で
使用者の管理や入室履歴を記録することができます。
オフィス内のセキュリティーにも最適です。

パソコンで使用者の管理や
入室履歴も確認できます!!

8

室内側から遠隔開錠が可能になります。2階、3階に居ても玄関まで
行く必要が無いので、お年寄りや、忙しくその場から離れられない
場合などに重宝します。※建物の構造により電波の届く距離が変わります。

リモコン付きモデルなら、室内の
その場から開錠が可能!!

4

電気錠にすると安心・安全・便利な機能が満載!!

下記のトステム・YKK AP・三協立山アルミなどのサッシメーカーでよく使用されているツーロックにも交換
可能です。※一部のメーカーによっては別途オプションが必要になりますのでお問い合わせください。

防犯対策はインターロックが解決します!! 室内用サブボディとリモコン使用で更に便利に!!

サブボディを使用して、ツーロック錠前の施開錠が可能!!便利な機能 1

使 用 例

室内側からのリモコン操作が可能!!便利な機能 2

従来、来客時には玄関まで鍵を開けに行かな
ければなりませんでしたが、インターロックR

（リモコン付）を使用すれば、リモコンのボタン
ひとつで各部屋からの施開錠が可能です!!

■室内リモコン

（注）リモコンは水平見通しで約30mまで使用可能ですが、建物の
　　構造により見通し距離が短くなりますので、取付け前に必ず
　　確認をお願いします。

※リモコンは最大2台まで使用可能。

❶カード又は、暗証番号開錠で開錠。
　下部のシリンダーも同時に開錠
　されます!!

ピッ!!

ガチャ!!

ガチャ!!

❷カギを回し開錠。上部のインター
　ロックも同時に開錠されます!!

❸室内ボディ、サブボディどちらかの
　OPEN/CLOSE、サムターン操作で
　同時に開錠可能!!

ガチャ!!

ガチャ!!

室内ボディ

上　部上　部

下　部

下　部

サブボディ

室外側室外側 室内側

インターロックに交換した際に、下部のサムターンをサブボディ（オプション）と
交換する事により上部インターロック、下部シリンダーのどちらで開錠した
場合でも、連動してもう一方も同時に開錠する為の便利な商品です。

■サブボディ

※サムターンを
　外し取付け
※サムターンを
　外し取付け

※サムターンを
　外し取付け
※サムターンを
　外し取付け

玄関玄関

リビングに居ても

キッチンに居ても

リビングに居ても

キッチンに居ても

ガチャ!!

連 動

急な来客時など、瞬時に対応!!

各メーカーに対応!!

上部 下部

（メーカー：三協立山アルミ）

上部 下部

（メーカー：トステム）

上部 下部

（メーカー：YKK AP）


