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安全上の注意事項

PIN コードを他人に知られないように注意し、定期的に変更してください。
•盗難の恐れがあります。

濡れた手で本体の操作や、故意に内部に水などを入ないでください。
•故障する恐れがあります。

本製品のボタンを無理に押す事や、ボールペン等、先のとがった物で押さないでください。
•故障の原因になります。

外出時には、ドアが完全に閉まったことを必ず確認してください。
•お客様の過失による損害については責任を負いかねますのでご注意ください。

乾電池はプラスマイナス (±) を正しくお入れください。
•方向が間違っている場合、乾電池の破裂、液漏れ、発熱など、故障の原因になります。

乾電池はアルカリまたはリチウム乾電池単３形をご使用下さい。
その他、充電式乾電池等はお使いにならないで下さい。
製品本来の性能が発揮されません。
•故障の原因になります。

掃除の際には水やベンジン、アルコールなどを使用しないでください。
•故障、感電、火災の原因になります。

ローバッテリーアラームが鳴った場合、速やかに全ての電池を新品と交換して下さい。
•乾電池を交換せずに使用を続けると、作動しなくなります。
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区分
サイズ
室外リーダー
室内ボディ
カード

対応ドア厚

材質
室外リーダー
テンキーボタン
室内ボディ

使用電源
非常電源
乾電池寿命

使用可能温度範囲
防水性
対応 IC 規格

BCL-XP1

56.5mm(W)×93mm(H)×18mm(D)
74.8mm(W)×129.3mm(H)×42.5mm(D)
85.5mm(W)×54.0mm(H)×0.9mm(D)

30 ～ 60mm

PC-ABS、SCCC、ZDC
PMMA
PC-ABS、SPCC、ZDC

DC 6V（1.5V×4 本）乾電池単 3 形指定
DC 9V
無線待機 OFF   約 11 ヶ月 (1 日約 10 回使用 ,LR6 基準 )
無線待機 ON    約 10 ヶ月 (1 日約 10 回使用 ,LR6 基準 )

マイナス 20℃～プラス 50℃
IP65
ISO 14443A (Mifare®・専用MifareDESFire®)
ISO 18092 (FeliCa®)
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製品規格 2

2章 . 製品規格

※ FeliCa® は株式会社ソニーの登録商標です。
※ Mifare®/MifareDESFire® は NXPセミコンダクターズの登録商標です。

滚滚长江东逝水
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1.OUTリーダー名称3

3章 . 製品説明

IC リーダー

スリープ状態 各種 LED ランプ

テンキーパッドの起動
スリープ時にテンキー・戻るボタン・決定ボタンいずれかの位置を 0.5 秒間タッチすると起動します。

IC メディアを
かざすと認証を
行います。
常時認証可能

認証 LED

設定 LED

Lowバッテリー LED
非常用電源端子

開錠時や
認証成功時に発光

誤認証 LED

施錠時や
認証成失敗に発光

テンキー

PIN コードの入力
IDナンバーの入力
メニューの選択
などに使用します。

戻るボタン

入力後にタッチした
場合は入力を
クリアーし、未入力
状態になります。
未入力状態時にタッチ
した場合は終了します。 決定ボタン

入力を確定させます
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2.INボディ名称 3

3章 . 製品説明

電池カバー

サムターン

O/C ボタン

マグネット

マグネットセンサー

アンダーカバー

EXボタン 電池ホルダー

SET ボタン
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3 3.電池交換方法

3 章 . 製品説明

ポイントを押し上げながらスライドさせることで、電池
カバーを外すことができます。

サムターンを外し、ポイントを押し下げながらスライド
させることで、アンダーカバーも外すことができます。

電池カバーの取り外し

電池ホルダーに電池を挿入し、電池ボックスに
電池ホルダーを収納します。
収納後、電池カバーを取り付けます。

電池ホルダーの収納向きが違う場合、電池カバー
が閉まらないのでご注意下さい。

電池交換

電池が見える向きでホルダーを収納後
左空洞部分にケーブルを収納して下さい。
電池が見える向きでホルダーを収納後
左空洞部分にケーブルを収納して下さい。
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34.緊急開錠方法

3 章 . 製品説明

1. 四角乾電池 (9V) 購入

室外リーダーの非常用電源 ( 非常用乾電池 ) 端子
に 9V乾電池を接触させた状態でカードをかざす
か PIN コードを入力します。

※9V四角乾電池を接触させる際の極性はありません。

2. 非常用電池を利用してドアを開ける

お近くのコンビニエンスストアや電器店にて非
常用 乾電池 (9V) を購入して下さい。

9V
乾
電
池
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初期設定4

4章 . 初期設定

アプリストアで「BCL Basic」と検索するか、右のQRコードを
読み取り、スマートフォンにアプリケーションをインストール
します。

1.  スマートフォンアプリケーションダウンロード

下記のURL または右のQRコードを読み取り、オンライン
マニュアルに従って設定してください。

https://www.keyvox.co/manuals

オーナー PIN コードの初期値は
000000000000
になります。
アプリで設定した PIN コードはデバイスのオーナー PIN に
反映されます。

2.  ディバイス接続
Google PlayApp Store
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5

5章 . OUT リーダー運用操作

1.テンキーパッド操作方法

左下部の戻るボタンをタッチす
るとキャンセルします。

入力後にタッチした場合
…入力をクリアーし未入力状態
になります。

未入力状態時にタッチした場合
…終了します。

テンキーパネル数字部分を 0.5
秒間タッチするとテンキーが起
動します。

ランダムテンキー設定時はラン
ダムに点灯する数字を全てタッ
チし消すと、テンキーが起動し
ます。

3.  入力キャンセル方法1.  テンキーパッド起動方法

右下部の決定ボタンをタッチす
ると決定します。

2.  入力決定方法

※テンキーパッドは 15 秒間の無操作もしくは
　戻るボタンを押すことでスリープ状態に移行します。
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5

5章 . OUT リーダー運用操作

①テンキーパッドを起動します。
②登録済みの PIN コード（ワンタイム含む）を入力します。
③決定ボタンをタッチします。

マスター配下の PIN コード ( ワンタイム含む ) の認証方法
　マスターNo→決定→PIN コード→決定

オーナー配下の PIN コード ( ワンタイム含む ) の認証方法
　0→決定→PIN コード→決定　でも認証可能です。

1.  PIN コード認証

・登録済みのICメディアをOUTリーダー中心部のICリーダー
に近づけ認証させます。

※二重認証登録した IC メディアの場合 IC メディア認証後、
テンキーパッドが起動します。
　二重認証用の PIN コード 3桁→決定で認証させます。

2.  IC 認証

2.OUTリーダーでの認証操作
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5章 . OUT リーダー運用操作

3.OUTリーダーでの施錠操作

マグネットセンサー未使用時

開錠認証を行った後
自動施錠 S＝15秒
自動施錠 L＝30秒
で施錠されます。

マグネットセンサー使用時

ドアが閉まりセンサーが感知後、
自動施錠 S＝ 3秒
自動施錠 L＝６秒
で施錠されます。

1. 自動施錠設定時

※自動施錠前に、IC 認証を行うかテンキーパッドを起動させることで自動施錠前に時短で施錠させることが可能です。
　（マグネットセンサー使用時はセンサーが感知している必要があります。）
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5章 . OUT リーダー運用操作

3.OUTリーダーでの施錠操作

2. 手動施錠設定時

3. 施開錠繰返し設定時

マグネットセンサー未使用時

開錠時、IC認証を行うかテンキー
パッドを起動させると施錠しま
す。

マグネットセンサー使用時

ドアが閉まりセンサーが感知時
に、IC認証を行うかテンキーパッ
ドを起動させると施錠します。

※ドアが開いている時は施錠す
ることが出来ません。

マグネットセンサー未使用時

開錠時、IC 認証か PIN コード認
証を行うと施錠します。

マグネットセンサー使用時

ドアが閉まりセンサーが感知時
に、IC 認証か PIN コード認証を
行うと施錠します。

※ドアが開いている時は施錠す
ることが出来ません。
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5 4.OUTリーダーでの警報音の止め方

5 章 . OUT リーダー運用操作

【OUT リーダーによる、誤認証警報の止め方】
発報中に、OUT リーダーで正しい認証を行う。

15 秒の発報後、OUT リーダーはシャットアウト状態に
移行し 3分間認証不可能になります。

※シャットアウト中は残り時間がテンキーパッドに表示
されOUT リーダーの操作が不可能になります。

1. 誤認証警報  OUT リーダーの認証操作を 5回連続で失敗すると、誤認証警報が 15 秒間発報されます。

【OUT リーダーによる、こじ開け警報の止め方】
発報中に、OUT リーダーで正しい認証を行う。

2. こじ開け警報 閉扉施錠状態から、開扉施錠状態に移行した際、こじ開けと判断し警報音が 180 秒間
   発報されます。（マグネットセンサー使用時のみ）

BeeeBeeeBeee!!!BeeeBeeeBeee!!!

BeeeBeeeBeee!!!BeeeBeeeBeee!!!
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1.登録設定モード 6

6章 . OUT リーダー設定操作

システムと登録項目

登録可能 IC メディア

オーナー（ID0-00）
IC+PIN

マスター1（ID0-01）
IC+PIN

マスター9（ID0-09）
IC+PIN

オーナー ユーザー（ID0-10～0-99）

マスター9
ユーザー（ID9-00～9-99）

マスター1
ユーザー（ID1-00～1-99）

ID2～8

0-00
0-01～0-09
0-10～0-99
X-00～X-99

IC
IC

IC+PIN（3）
IC+PIN（3）

オーナーPIN(12) ＆ オーナーIC

PIN（4～8）
PIN（4～8）

オーナー
マスター

オーナーユーザー
マスターユーザー

ワンタイム PIN(11)
ワンタイム PIN(11)

マスターPIN(10) ＆ マスターIC

オーナーIC
マスターIC
ユーザーIC

FeliCa

×
×

〇

Mifare

×
×
〇

専用DesFire

〇
〇
〇
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1.登録設定モード6

6章 . OUT リーダー設定操作

②Admin 権限（オーナー IC+PIN
または、マスター IC+PIN）で認
証をします。

対応 Admin により使用可能なメ
ニューが点灯します。

※事前にアプリで設置設定をし
た場合、アプリで変更したオー
ナー PIN を使用してください。

①テンキーパッドを起動し決定
ボタンを 3秒間タッチします。

1. 登録設定モードログイン方法 出荷時やファクトリーリセット後の初期状態では初期オーナー PIN
     (000000000000) で Admin 認証を行って下さい。

③点灯したNo. をタッチすると
メニューガイダンスが流れます。
メニューを選び決定ボタンを
タッチすると、各種メニューに
進みます。

※決定前に選択したメューに進
みます。
1→2→3→1→決定＝メニュー 1
へ進む。

Admin 権限による使用可能メニュー表
テンキー メニュー Admin 権限

オーナー項　目
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

オーナー登録
ユーザー IC 登録
ユーザー IC+PIN 登録
ユーザー PIN 登録
ワンタイム PIN 登録

-
マスター登録
ランダムテンキー設定

-
ディバイス日時設定

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

マスターオーナー初期値
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②登録するオーナー ICを ICリー
ダーに認証させます。

①登録設定モードで、
メニュー 0→決定。

2. 【メニュー 0】オーナー登録　（オーナーログイン時のみ） 

③登録するオーナー PIN を 12
桁で入力→決定。

再度登録するオーナー PIN を 12
桁で入力→決定。

製品運用時、最初にオーナー登録を行います。オーナーは IC と PIN(12 桁 ) をセットで登録します。
既に登録されているオーナーの上書き変更も可能です。
オーナー IC として登録できるメディアは、専用のDesFireIC のみになります。

※オーナー PIN 初期値の 000000000000 は共通です。未変更ではその他の設定が出来ません。
　オーナー PIN 変更時には 000000000000 を使用することができません。

登録情報ID No. 初期値

0-00
オーナー IC
オーナー PIN（12 桁）

未登録
000000000000

6 章 . OUT リーダー設定操作

1.登録設定モード
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②登録するマスター ICを ICリー
ダーに認証させます。

①登録設定モードで、
メニュー 6→決定。

3. 【メニュー 6】マスター登録　（オーナーログイン時のみ） 

③登録するマスター PIN を 10
桁で入力→決定。

再度登録するマスター PIN を 10
桁で入力→決定。

オーナーは最大 9マスターの登録ができます。マスターは IC と PIN(10 桁 ) をセットで登録します。
既に登録されているマスターの上書き変更も可能です。
マスター IC として登録できるメディアは、専用のDesFireIC のみになります。

※既に登録されている IC カード、マスター PIN コードは登録不可能です。

②登録するマスター IDを選択
1～ 9→決定。

登録情報ID No. 初期値
0-01 ～
0-09 マスター IC

マスター PIN（10 桁）
未登録
未登録

6章 . OUT リーダー設定操作

1.登録設定モード
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②ランダムテンキーの桁数を
【0】ボタン…なし
【2】ボタン…2桁（初期値）
【4】ボタン…4桁
【6】ボタン…6桁
選択したあと決定ボタンをタッ
チします。

①登録設定モードで、
メニュー 7→決定。

4. 【メニュー 7】ランダムテンキー桁数設定　（オーナーログイン時のみ）
ランダムに点灯した数字を押さないとテンキーが起動しない指紋対策・覗き対策のモードです。
防犯性アップの為に入力する数字の桁数を設定できます。初期値は２桁に設定されています。
※不要な場合は、［0］ボタン：なし を設定することで、即時テンキーが全て表示されます。

6 章 . OUT リーダー設定操作

1.登録設定モード
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6章 . OUT リーダー設定操作

1.登録設定モード

①登録設定モードで、
メニュー 9→決定。

5. 【メニュー 9】ディバイス時刻設定　（オーナーログイン時のみ） 
製品購入後時刻設定をし、正確な入出履歴データを保存できます。
※スマートフォンとの連動時、アプリ側でスマートフォンの時刻と同期することも可能です。

②設定する時間を
年 (YYYY)
月 (MM)
日 (DD)
時 (HH)
分 (MM)
12 桁で入力した後、決定ボタン
をタッチします。

参考
時刻入力の例 ) 2020 年 7 月 24 日 午後 2 時 30 分 → ‘202007241430’ 入力後 決定ボタン。
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6章 . OUT リーダー設定操作

1.登録設定モード

6. ユーザー領域登録可能情報
各Admin の配下にユーザーを登録することが可能です。登録可能な認証手段は、
1. ユーザー IC
2. ユーザー IC+PIN（二重認証）
3. ユーザー PIN コード
4. ワンタイム PIN コード
の 4種類になります。

※登録は連続登録が可能で、15 秒の未操作もしくは戻るボタンで終了できます。

オーナー配下には最大 90 ユーザー (9 マスター )、各マスター配下には最大 99 ユーザーを
登録することが可能です。登録されたマスターNo. の配下にのみ、ユーザーは追加できます。

登録種類項 目 登録情報
1
２
３
4

ユーザー IC+PIN（二重認証）
ユーザー IC

TypeA・TypeF・専用 IC+PIN（3桁）
TypeA・TypeF・専用 IC

初期値

未登録
ユーザー PIN コード PIN（4～ 8桁） 未登録
ワンタイム PIN コード PIN（11 桁） 未登録

未登録

Admin ID ユーザー ID No.
オーナー     （0-00）
マスター 1（0-01）
マスター 2（0-02）
マスター 3（0-03）

マスター 9（0-09）

1-00 ～ 1-99
0-10 ～ 0-99

最大登録数

99 ユーザー
2-00 ～ 2-99 99 ユーザー
3-00 ～ 3-99
・・・・・・

99 ユーザー

9-00 ～ 9-99 99 ユーザー

90 ユーザー
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6章 . OUT リーダー設定操作

1.登録設定モード

①登録設定モードで、
メニュー 1→決定。

7. 【メニュー 1】・・・ユーザー IC 登録 
②登録するユーザー ICを ICリー
ダーに認証させます。

自動で 2桁の ID が採番され登録
されます。

①登録設定モードで、
メニュー 2→決定。

8. 【メニュー 2】・・・ユーザー IC+PIN コード二重認証登録 
②登録するユーザー ICを ICリー
ダーに認証させます。
二重認証用 PIN コードを
3桁で入力→決定。

再度二重認証用 PIN を
3桁で入力→決定。

自動で 2桁の ID が採番され登録
されます。

※登録は連続登録が可能で、15 秒の未操作もしくは戻るボタンで終了できます。
　登録した Admin と採番された IDナンバーはメモしておいて下さい。
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①登録設定モードで、
メニュー 3→決定。

9. 【メニュー 3】・・・ユーザー PIN コード登録 
②登録するユーザー PIN コード
を 4～ 8桁で入力→決定。

再度登録するユーザー PIN コー
ドを 4～ 8桁で入力→決定。

自動で 2桁の ID が採番され登録
されます。

①登録設定モードで、
メニュー 4→決定。

10. 【メニュー 4】・・・ワンタイム PIN コード登録 

②登録するワンタイム PIN コー
ドを 11 桁で入力→決定。

再度登録するユーザー PIN コー
ドを 11 桁で入力→決定。

自動で 2桁の ID が採番され登録
されます。

※登録は連続登録が可能で、15 秒の未操作もしくは戻るボタンで終了できます。
　登録した Admin と採番された IDナンバーはメモしておいて下さい。

ワンタイム PIN コードは一度使用すると削除されます。削除された ID No. は未登録になります。

6 章 . OUT リーダー設定操作

1.登録設定モード
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①テンキーを起動し決定を 6秒
間タッチします。

1. 削除設定モードログイン方法 出荷時やファクトリーリセット後の初期状態では初期オーナー PIN
     (000000000000) で Admin 認証を行って下さい。

Admin 権限による使用可能メニュー表
テンキー メニュー Admin 権限

オーナー項　目
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ファクトリーリセット
ユーザー個別削除

ユーザー全削除
-

-

シャットアウト設定
-

通信待機設定

● ●
●

●

●

●

●

●

●

●

マスターオーナー初期値

マスター削除
-

6 章 . OUT リーダー設定操作

2.削除設定モード

②Admin 権限（オーナー IC+PIN
または、マスター IC+PIN）で認
証をします。

対応 Admin により使用可能なメ
ニューが点灯します。

※事前にアプリで設置設定をし
た場合、アプリで変更したオー
ナー PIN を使用してください。

③点灯したNo. をタッチすると
メニューガイダンスが流れます。
メニューを選び決定ボタンを
タッチすると、各種メニューに
進みます。

※決定前に選択したメューに進
みます。
1→3→5→1→決定＝メニュー 1
へ進む。
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②オーナー IC もしくはオーナー
PIN コードで認証します。

①削除設定モードで、
メニュー 0→決定。

2. 【メニュー 0】ファクトリーリセット　（オーナーログイン時のみ） 
ファクトリーリセットを行うと全ての登録情報が初期化されます。

※ファクトリーリセット後は、速やかにオーナー登録を行って下さい。

登録情報ID No. 初期値

0-00
オーナー IC
オーナー PIN（12 桁）

未登録
000000000000

0-01～0-09

0-10 ～9-99
マスター IC
マスター PIN（10 桁）

未登録
ユーザー情報 未登録

未登録

設定項目

シャットアウト設定
リモコン

扉勝手
通信待機設定

音量設定

初期値

OFF
無し

右設定
中音量

施錠モード設定 自動施錠 -S

ON

設定項目

メイン /サブ切替設定
O/C ボタン設定

通信ボード設定
マグネットセンサー設定

モーター出力設定

初期値

メイン
有効

無し
普通

あり

6章 . OUT リーダー設定操作

2.削除設定モード
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①削除設定モードで、
メニュー 1→決定。

3. 【メニュー 1】ユーザー個別削除
各Admin 配下のユーザー情報を個別削除できます。削除された ID No. は未登録になります。

②削除するユーザー領域の
【ID No.】2 桁
【PIN コード】4～ 8桁
【ワンタイム PIN】11 桁
を入力し決定を押す。もしくは
削除するユーザー IC メディアを
IC リーダーにかざすと削除され
ます。

①削除設定モードで、
メニュー 3→決定。

4. 【メニュー 3】ユーザー全件削除
各Admin 配下のユーザー情報を全件削除できます。削除された ID No. は未登録になります。

②全件削除を実行する場合は
決定ボタンを、中止する場合は
戻るボタンをタッチします。

2.削除設定モード

6 章 . OUT リーダー設定操作
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②削除するマスター IDを選択し
決定をタッチします。

①削除設定モードで、
メニュー 5→決定。

5. 【メニュー 5】マスター削除（オーナーログイン時のみ）
オーナーは任意のマスターを削除することが出来ます。
※削除されたマスター配下に登録されたユーザー情報は全て削除されます。

6 章 . OUT リーダー設定操作

2.削除設定モード
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①削除設定モードで、
メニュー 7→決定。

6. 【メニュー 7】シャットアウト設定
各Admin は配下の全ユーザーをシャットアウト ( 認証不可能に ) 出来ます。
※シャットアウトを設定した場合、配下ユーザーに通達して下さい。トラブルの原因になります。

②シャットアウト
【1】ボタン…設定
【3】ボタン…解除（初期値）
選択したあと決定ボタンをタッ
チします。

①削除設定モードで、
メニュー 9→決定。

7. 【メニュー 9】通信待機設定（オーナーログイン時のみ）
本体内蔵無線通信のONと OFF を切り替えることが出来ます。
設置設定以降スマートフォンやリモコンの通信を使用しない場合OFF にすることで、電池の持ちが良くなります。

②通信待機
【1】ボタン…ON（初期値）
【3】ボタン…OFF
選択したあと決定ボタンをタッ
チします。

2.削除設定モード

6 章 . OUT リーダー設定操作
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7章 . ID 管理表

1.ID管理表（オーナーグループ）
コピーしてご使用下さい

ID No. ランク
0-00 オーナー
0-01 マスター 1
0-02 マスター 2
0-03 マスター 3
0-04 マスター 4
0-05 マスター 5
0-06 マスター 6
0-07 マスター 7
0-08 マスター 8
0-09 マスター 9
0-10 ユーザー
0-11 ユーザー
0-12 ユーザー
0-13 ユーザー
0-14 ユーザー
0-15 ユーザー
0-16 ユーザー
0-17 ユーザー
0-18 ユーザー
0-19 ユーザー
0-20 ユーザー
0-21 ユーザー
0-22 ユーザー
0-23 ユーザー
0-24 ユーザー

名 前 ID No. ランク
0-25 ユーザー
0-26 ユーザー
0-27 ユーザー
0-28 ユーザー
0-29 ユーザー
0-30 ユーザー
0-31 ユーザー
0-32 ユーザー
0-33 ユーザー
0-34 ユーザー
0-35 ユーザー
0-36 ユーザー
0-37 ユーザー
0-38 ユーザー
0-39 ユーザー
0-40 ユーザー
0-41 ユーザー
0-42 ユーザー
0-43 ユーザー
0-44 ユーザー
0-45 ユーザー
0-46 ユーザー
0-47 ユーザー
0-48 ユーザー
0-49 ユーザー

名 前 ID No. ランク
0-50 ユーザー
0-51 ユーザー
0-52 ユーザー
0-53 ユーザー
0-54 ユーザー
0-55 ユーザー
0-56 ユーザー
0-57 ユーザー
0-58 ユーザー
0-59 ユーザー
0-60 ユーザー
0-61 ユーザー
0-62 ユーザー
0-63 ユーザー
0-64 ユーザー
0-65 ユーザー
0-66 ユーザー
0-67 ユーザー
0-68 ユーザー
0-69 ユーザー
0-70 ユーザー
0-71 ユーザー
0-72 ユーザー
0-73 ユーザー
0-74 ユーザー

名 前 ID No. ランク
0-75 ユーザー
0-76 ユーザー
0-77 ユーザー
0-78 ユーザー
0-79 ユーザー
0-80 ユーザー
0-81 ユーザー
0-82 ユーザー
0-83 ユーザー
0-84 ユーザー
0-85 ユーザー
0-86 ユーザー
0-87 ユーザー
0-88 ユーザー
0-89 ユーザー
0-90 ユーザー
0-91 ユーザー
0-92 ユーザー
0-93 ユーザー
0-94 ユーザー
0-95 ユーザー
0-96 ユーザー
0-97 ユーザー
0-98 ユーザー
0-99 ユーザー

名 前
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7章 . ID 管理表

2.ID管理表（マスターグループ）

ID No. ランク
X-00
X-01
X-02
X-03
X-04
X-05
X-06
X-07
X-08
X-09
X-10 ユーザー
X-11 ユーザー
X-12 ユーザー
X-13 ユーザー
X-14 ユーザー
X-15 ユーザー
X-16 ユーザー
X-17 ユーザー
X-18 ユーザー
X-19 ユーザー
X-20 ユーザー
X-21 ユーザー
X-22 ユーザー
X-23 ユーザー
X-24 ユーザー

名 前 ID No. ランク
X-25 ユーザー
X-26 ユーザー
X-27 ユーザー
X-28 ユーザー
X-29 ユーザー
X-30 ユーザー
X-31 ユーザー
X-32 ユーザー
X-33 ユーザー
X-34 ユーザー
X-35 ユーザー
X-36 ユーザー
X-37 ユーザー
X-38 ユーザー
X-39 ユーザー
X-40 ユーザー
X-41 ユーザー
X-42 ユーザー
X-43 ユーザー
X-44 ユーザー
X-45 ユーザー
X-46 ユーザー
X-47 ユーザー
X-48 ユーザー
X-49 ユーザー

名 前 ID No. ランク
X-50 ユーザー
X-51 ユーザー
X-52 ユーザー
X-53 ユーザー
X-54 ユーザー
X-55 ユーザー
X-56 ユーザー
X-57 ユーザー
X-58 ユーザー
X-59 ユーザー
X-60 ユーザー
X-61 ユーザー
X-62 ユーザー
X-63 ユーザー
X-64 ユーザー
X-65 ユーザー
X-66 ユーザー
X-67 ユーザー
X-68 ユーザー
X-69 ユーザー
X-70 ユーザー
X-71 ユーザー
X-72 ユーザー
X-73 ユーザー
X-74 ユーザー

名 前 ID No. ランク
X-75 ユーザー
X-76 ユーザー
X-77 ユーザー
X-78 ユーザー
X-79 ユーザー
X-80 ユーザー
X-81 ユーザー
X-82 ユーザー
X-83 ユーザー
X-84 ユーザー
X-85 ユーザー
X-86 ユーザー
X-87 ユーザー
X-88 ユーザー
X-89 ユーザー
X-90 ユーザー
X-91 ユーザー
X-92 ユーザー
X-93 ユーザー
X-94 ユーザー
X-95 ユーザー
X-96 ユーザー
X-97 ユーザー
X-98 ユーザー
X-99 ユーザー

名 前
ユーザー
ユーザー
ユーザー
ユーザー
ユーザー
ユーザー
ユーザー
ユーザー
ユーザー
ユーザー

コピーしてご使用下さいX =【　　】IDマスター
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8章 . IN ボディ運用操作

1.INボディでの開錠操作

サムターンを廻し開錠します。

サムターンによる手動開錠は、
いかなる施錠モード選択時でも
連続開錠になります。

施錠時O/C ボタンを押すと開錠
します。

施錠モードにより開錠音が違い
ます。
ピッ！…後に自動施錠します。
ピ～ッ！…連続開錠します。

1. O/C ボタン開錠

スマートフォンやネットワーク
システムによる開錠。
各種アプリ・サービスにより
開錠・連続開錠を選択しリモー
トで開錠します。

※マグネットセンサー使用時の
開扉状態では信号を受け付けま
せん。

3. リモート開錠

2. サムターン開錠



32

8

8章 . IN ボディ運用操作

2.INボディでの施錠操作

サムターンを廻し施錠します。

ドアが空いている状態で、サム
ターン施錠をするとドアが閉ま
らなくなります。

開錠時O/C ボタンを押すと施錠
します。

マグネットセンサー使用時、ド
アが空いている状態ではO/C ボ
タンによる施錠は出来ません。

1. O/C ボタン施錠

スマートフォンやネットワーク
システムによる開錠。
各種アプリ・サービスにより
リモートで施錠します。

※マグネットセンサー使用時の
開扉状態では信号を受け付けま
せん。

3. リモート施錠

2. サムターン施錠
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8章 . IN ボディ運用操作

3.警告・警報音の止め方

【IN ボディによる、誤認証警報の止め方】
発報中にいずれかを行うと警報音が止まります。
・O/C ボタンを押す。
・電池カバー内、SET ボタンを押す。

15 秒の発報後、OUT リーダーはシャットアウト状態に
移行し 3分間認証不可能になります。

※シャットアウト中は残り時間がテンキーパッドに表示
されOUT リーダーの操作が不可能になります。

1. 誤認証警報  OUT リーダーの認証操作を 5回連続で失敗すると、誤認証警報が 15 秒間発報されます。

【IN ボディによる、こじ開け警報の止め方】
・電池カバー内、SET ボタンを押す。

※こじ開け警報中はO/C ボタンがロックされます。

2. こじ開け警報 閉扉施錠状態から、開扉施錠状態に移行した際、こじ開けと判断し警報音が 180 秒間
   発報されます。（マグネットセンサー使用時のみ）

BeeeBeeeBeee!!!BeeeBeeeBeee!!! BeeeBeeeBeee!!!BeeeBeeeBeee!!!

BeeeBeeeBeee!!!BeeeBeeeBeee!!!
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1.通信待機設定

電池カバー内、
EXボタン +SET ボタンを
同時に 3秒間押します。
ON→OFF　もしくは
OFF→ON
へ現在の状態を変更します。

※EXボタンは、爪楊枝等細長い
物で押してください。

1.  通信待機設定 室内から通信待機設定を変更する際は、Admin 権限を必要としません。

9
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2.ローカルリモコン登録・削除 9

①EXボタンを 5秒間押します。リモコンが 1台も登録され
ていない場合→登録モードへ移行します。

②登録するリモコンのOPEN ボタンを押します。
※複数台登録する際は続けて登録するリモコンのOPEN ボタ
ンを押します。

③全てのリモコンを登録後、EXボタンを押します。

1. リモコン登録 別売りのリモコンを最大 8 台まで登録可能です。
   リモコン設定時・使用時は通信設定を ON にしてください。

①EXボタンを 5秒間押します。リモコンが登録されている
場合→全削除モードへ移行します。

②登録済みリモコンのOPEN ボタンを押します。

2. リモコン全削除

※登録したリモコンの紛失や故障でリモコン全削除ができなくなる恐れがあります。
　リモコンの管理には十分に注意してください。
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故障かな？と思ったら10

状態

電源が入りません。

施錠されません。
 

テンキーパッドが起動しません。

PIN コードが登録できません。

カードが登録できません。

自動施錠しません。

確認事項

- 乾電池の極性が正しく挿入されているのかを確認してください。
- 乾電池が完全に放電していないのかを確認してください。
- 電池の端子が確実に接触しているか確認してください。

- デッドボルトがストライクに収まるか確認してください。
- マグネットセンサー使用時、ドアが開いていないか確認してく
　ださい。

- 消灯した数字部分を 0.5 秒間タッチしているか確認してください。
- 乾電池が完全に放電していないのかを確認してください。

- 登録する PIN コードの桁数が正確か確認してください。
- 同一グループで既に使用されていないか確認してください。

- 対応の IC 規格か確認してください。
- 既に登録されていないか確認してください。

- マグネットセンサーを使用する設定か確認してください。
- マグネットの取り付け位置が検知範囲か確認してください。
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故障かな？と思ったら 10

状態

リモコンが動作しません。

スマートフォンと接続できません。

設置設定ができません。

PIN 開錠ができません。

IC 開錠ができません。

履歴の日付がおかしい。

確認事項

- 登録されているか確認してください。
- 環境により使用可能範囲が変わります。近づいて確認してく
　ださい。

- ディバイスのローカル通信設定が ON になっているか確認し
　てください。
- ログインする Admin のアプリとディバイスの PIN が一致し
　ているか確認してください。

- スマートフォンとディバイスが接続しているか確認してくだ
　さい。

- 登録された PIN か確認してください。
- 管理者がシャットアウトしていないか確認してください。
- 各マスター配下 PIN の場合、【マスター ID】→決定→PIN→　
決定の順で押されているか確認してください。

- 登録された IC か確認してください。
- 管理者がシャットアウトしていないか確認してください。

- 内蔵電池が未挿入か電池切れの可能性があります、設置業者
　に確認してください。
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保証について

■保証書
　　保証書を受取りましたら、ご購入業者（販売店）・施工日（お買い上げ日）が記載されているか確認し、ご自身の住所・氏名・電話番
　　号に誤りがないかよくお確かめ下さい。未記入の場合や字句を書き換えられた場合は、保証期間内でも有料になる場合があります。又、
　　保証の対象外となる場合もありますので、保証書の無料修理の規定を良く読み大切に保管してください。
■保証対象
　　この保証書による保証は、日本国内で使用される当製品の機能的不具合に対して適用されます。
■保証期間
　　保証期間は、施工日（お買い上げ日）から 1 年間です。販売店によっては、独自に延長保証期間を設けている場合があります。詳し
　　くはご購入頂いた販売店にお問い合わせ下さい。
■無料修理規定
1. 取扱説明書、注意書に従った正常な施工、又は正常な使用状態に於いて、保証期間内に本保証対象製品が故障した場合には、保証書に
     示す条件に従いまして、無償にて修理（部品交換も含む）致します。
2. 次に示す場合は、保証期間内であっても、この保証書による保証を受ける事ができません。
　①ご使用開始以前の保管・輸送等に起因する故障及び損傷
　②消耗品の取替え、及び保守等の費用
　③取扱説明書、注意書に示す取扱方法と異なる使用により損傷・故障した場合。
　④取扱説明書、注意書に示す施工方法と異なる施工により損傷・故障した場合。
　⑤取扱説明書等に既定された使用頻度を超える使用により損傷・故障した場合。
　⑥保証書を紛失した場合、又は保証書の提示がない場合。
　⑦保証書に施工日（購入年月日）ご購入業者（お買い上げ店）の記載がない場合
　⑧利用者の故意又は重大な過失により損傷・故障した場合。
　⑨第三者の加害行為により損傷。故障した場合。
　⑩ほこり、ねずみ、鳥、くも　昆虫類の侵入、及び火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、
　　異常電圧指定外の電源使用（電圧・周波数）などにより損傷・故障した場合。
　⑪故意に液体等をかけて本体の基盤に影響を与え故障した場合。
　⑫本来の使用目的とは異なる目的の為に使用した事により損傷・故障した場合。
　⑬当社非公認部品に依る修理、施工を行った場合。
　⑭購入後の取付け場所の移設。
　⑮当社以外の者が行った修理や改造を原因とした損傷・故障の場合。
　⑯取扱説明書内での注意事項内容を行った事で発生した不具合・故障・破損。
　⑰使用損耗及び経年変化により発生する現象。
　⑱保証された本製品に正規品でない付属品が取付けられた場合。
　⑲建設躯体の変形など製品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
　⑳機能上影響のない個人の感覚的現象。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. この保証書は、本書に明示された期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発
    行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過
    後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。
■修理を依頼する流れ
(１) 修理を依頼する前にもう一度取扱説明書をよく読み、使用方法に間違いがないか確認してください。
(２) 修理の依頼は、ご購入した販売店に保証書を提示し修理を依頼して下さい。製品の修理には保証期間内の無料、保証期間外の有料の
　　 際に関わらず、保証書が必要となります。
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保　証　書
本書は、本書記載内容（無償修理規定に基づく）で無償修理を行う事を
お約束するものです。お買上げ日から夏季期間中に故障が発生した場合、
本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

施工日
（お買上げ日） 保証期間は対象商品の施工日より 1年間年

お名前：

ご住所：〒　　　　-

電　話：

会社名：

ご住所：〒　　　　-

電　話：

会社名：

担当者：

担当者：

ご住所：〒　　　　-

電　話：

月 日

お客様

販売店

取付店 serial

BCL-XP1


