
KEYVOX(XP1)工事概要及び確認書　
ver.2.1 

 

１．取り付け方法 

 １．標準取り付け 
（カギ穴取外し） 

２．エマージェンシー
取り付け（扉穴開け） 

３．エスカッション取
り付け（両面テープ） 

概要図 

   

カギ穴 
(シリンダー錠） 

残りません 残ります 残ります 

取付方法 ・シリンダー(カギ穴)  
　とサムターン(ツマ　 
　ミ) を取り外す 
・取り外した後にでき 
　る穴を使って扉の外 
　側・内側から挟み込 
　んで取付ける 

・シリンダー(カギ穴)  
　を残したまま、扉に 
　穴を開ける 
・その穴にネジや有線 
　ケーブルを通して、 
　扉の外側・内側から 
　挟み込んで取付ける 

・シリンダー(カギ穴)  
　を残したまま、扉に 
　穴も開けない 
・エスカッションとい 
　うプレート(別売)を 
　使って、両面テープ 
　で取付ける 

原状復帰 可能 不可能 
ドアに切り欠き穴が残ります 

可能 

取付条件 ①カギの型番が下記取 
　付対象のカギに該当 
②ドアの厚み30-50mm 
③バックセット51mm 
　以上 
 
*詳細は２を確認ください 

①カギの型番が下記取 
　付対象のカギに該当 
②ドアの厚み30-50mm 
③バックセット51mm 
　以上 
 
*詳細は２を確認ください 

①カギの型番が下記取 
　付対象のカギに該当 
②ドアの厚み30-50mm 
③バックセット51mm 
　以上 
④シリンダーカラーと 
　扉の隙間3mm以上 
⑤シリンダーカラー 
　直径45mm未満 
⑥扉表面が滑りやすい 
    素材でない 

取付作業時間 1時間 3時間 1時間 

 



２．取り付けられる条件 

No 項目 

1 

取付対象のカギの型番が下記に該当している 
 

 

 

2 
ドアの厚み　３０－４２mm 
 

※５０ー６０mmまでの扉 
　 MIWA・LSP系とGOAL・TX系に限り、別売のロング引き足をご購入する事で設置可能です 

3 

バックセット　外開き＝５１mm以上・内開き＝３８mm以上 
 

※ バックセットが７６mm以上の場合付属のマグネットセンサーが使用出来ない場合があります 
 

 

 



ー 

エスカッション取り付けの場合 
・シリンダーカラーと扉の隙間３mm以上 
・シリンダーカラー直径４５mm未満 
 
※シリンダーカラーと扉に３㎜の隙間を作る事が出来ない場合、原状復帰設置は不可となります。また、

シリンダーが楕円形でも、扉に小加工を施す事で取り付け可能です。 

 

※上記取付条件に該当しない場合や不明な場合 
　下記５つの角度から取った写真と上記１－３の情報をご教示ください 
 

 

 
 
  

 



 
２種類のオートロック方式 

 マグネット式オートロック タイマー式オートロック 

取付方法 両面テープ ビス（小さなネジ） 取り付ける部材なし 

原状復帰 可能 不可能 
ビス穴の補修が必要 

不要 

オートロック 
方法 

扉が閉まって、マグネットセンサーが反
応してから、3-6秒後に施錠される 
 
マグネットセンサーの反応は、ドア側と
壁側に取り付けた２つのマグネットセン
サーが、扉を閉めることによって、近づ
き、扉が閉まったと判断する 
 
※マグネットセンサーが反応しないと施 
　錠されません 

扉を開けてから、15-30秒後に
施錠される 
 
※ドアが閉まっていなくても開 
　けてから15-30秒経つと施錠 
　されます 

 
※煙返しがある場合など 
煙返しの位置により、マグネットセンサーをドアの中に埋め込む必要があるケースがあります 
 
 

３．取り付け作業 

No 項目 作業内容 

1 事前準備 取付方法に応じて、カギ穴（シリンダー）やサムターンの
取り外し、ドアの加工（穴開け作業等）を行なう 

2 取り付け KEYVOXスマートロック（XP1）を取り付ける 

3 本体の動作確認 電池を入れて、動作確認をする 

4 ネットワーク設定 現地WiFiとネットワークハブとを接続する 

5 スマートロックと 
ネットワーク接続 

スマホアプリKEYVOXBasicにログインいただき、ログイ
ンした状態で業者がスマホをお借りし、スマートロックと
ネットワークハブを接続する 

6 初期設定 スマホアプリKEYVOX Basicで、スマートロックの初期設
定をする 

 

 



４．利用可能なICカード 

No カード規格 WEB画面から遠隔管理する場合 
WEB画面に登録するカード番号 

１ 
Mifare(マイフェア)  

 ISO 14443A 
UID(Unique Identification)と呼ばれる 

Mifareカード固有の製造番号 

2 FeliCa(フェリカ)  
 ISO 18092 

IDmと呼ばれる製造工程でICチップに記録される 
8バイト(16桁)の固有の製造番号 

 
※カード番号について 
　カードに記載されていない場合もございます。その場合は、市販のカードリーダーや、弊 
　社スマホアプリKEYVOXBasicをご利用の上、WEB管理画面にご登録ください。 
　尚、スマホの機種やカードの種類によっては、KEYVOXBasicをご利用頂けない場合がご 
　ざいます。 
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

工事受注確認書 
取付個数 何台のスマートロックを取り付けますか？ 

［　　　］台 
何台のネットワークハブを設置しますか？ 
［　　　］台 
*遠隔操作・WEB画面・KEYVOX予約システム・API連携を利用する場合、ネッ
トワークハブが必要です 

取り付け方法 ◻ 全てのドアの取り付け方法を下記とします 
　◻ 標準取り付け（カギ穴取外し） 
　◻ エマージェンシー取り付け（扉穴開け／カギ穴残し） 
　◻ エスカッション取り付け（両面テープ／カギ穴残し） 
　◻ その他（　　　　　　　　　　　　　　） 
◻ 各部屋取り付け対応が違うため別紙に記載します 

取り付ける箇所 ドアに鍵が２個ついていますか？ 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、どの鍵にスマートロックを取り付けますか 
　◻ 上部　◻ 下部　◻ 両方　◻ その他［　　                          　］ 

取り付けるカギの型番 取付け先のカギ（錠前）は「2.①取り付け対象のカギ」の型番です 
　◻ はい　◻ いいえ 
取り付けるカギの型番を記入してください（下記赤丸部分に記載あり） 
［  　　　　　　　　　                                              　　　        ］ 

 



 

取り付けるドアのバック
セット 
 

バックセットは64mm以上です 
　◻ はい　◻ いいえ 
いいえの場合、バックセットの長さは［ 　　　　mm］です 
 

 

取り付けるドアの厚み ドアの厚さは標準の33ー42mmです 
　◻ はい　◻ いいえ 
いいえの場合、ドアの厚さは［ 　　　　mm］です 
取り付け可否を営業担当確認の上、必要なオプション部品を希望します 
　◻ はい　◻ いいえ 

ドアの素材・建てつけ ドアの素材は木ですか 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、取付け時にスマートロック本体の外側と内側を繋ぐ有線
ケーブルを収めるためのスペースが扉の中にない場合は、扉の中を少し
削る必要があることを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
ドアクローザー(下記画像)は付いてますか 
　◻ はい　◻ いいえ 

 
いいえの場合、下記２点注意することを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
・ドアの建てつけが悪く閉まりきらない場合、スマートロックの利用が 
　難しい 
・勢いよくドアが閉まってしまう場合、その衝撃により、スマートロッ 
　クが誤作動を起こす可能性がある 

取付環境 スマートロックは精密機器に該当する為、下記の通り、設置環境に応じ
て対策が必要なことを理解しました 

 



　◻ はい　◻ いいえ 
・直射日光に当たり続ける場合、日よけカバーの設置など 
・雨ざらしになってしまう場合、雨除けカバーの設置など 

取付方法 
 

エマージェンシー取付け（ドアに穴開け/カギ穴残し）を行います 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、ドアに穴が開くことを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
ドアに穴を開けた後、ドアの原状復帰はできないことを理解しました 
    ◻ はい　◻ いいえ 
エスカッション取り付け（両面テープ/カギ穴残し）を行います 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、ドアの表面が滑りやすい素材の場合、時間が経つと、剥が
れる恐れがあることを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 

マグネットセンサー設置 オートロック用マグネットセンサー(磁石)を設置しますか 
　◻ はい　◻ いいえ 
マグネットセンサーの設置方法は、ビス(小さなネジ)止め・両面テープど
ちらをご希望ですか？ 
　◻ ビス(小さなネジ)止め　 
　◻ 両面テープ 
ビス(小さなネジ)止めの場合、ドア枠（壁側）に小さな穴が開くことを理
解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
ドアは、金属製ですか 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、マグネットセンサー（磁石）が、金属製のドアにも反応
し、マグネットセンサー式オートロックが利用できない（マグネットセ
ンサーが効かない）場合があることを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
マグネットセンサーが効かない場合、タイマー式オートロックを利用す
ることを了承しました 
　◻ はい　◻ いいえ 

ネットワークハブ・WiFi環
境が必要なケース 

下記のサービスを利用しますか？ 
　◻ はい　◻ いいえ 
・スマホアプリでのリモート解錠 
・WEB管理画面 
・KEYVOX予約システム 
・API連携 
はいの場合、ネットワークハブの購入・設置とインターネット環境が必
要なことを確認しました 
　◻ はい　◻ いいえ 

取付工事時のWiFi確認 ◻ 取付日までにインターネット環境を準備することを理解しました 
◻ 取付け日までにインターネット環境がない場合、後日お客様側で、 
　ネットワーク設定を行なうことを理解しました 

ネットワークハブの設置 ◻ ネットワークハブの設置場所は、目安として、スマートロックから目 
　視可能な5メートル以内に設置する必要があることを確認しました 

 



◻第三者に電源コンセントが抜かれない場所に設置する必要があること 
　を理解しました 
◻ 電波の状況により、ネットワークハブの必要個数が変動することを理 
　解しました 

現地ネットワーク環境 ◻ ネットワークハブの設置場所に常時接続可能なWi-Fiか有線LANが存在 
　することを確認しました 
◻ WiFiの場合の周波数は2.4GHz帯であることを確認しました 
◻ プロキシを利用している場合は接続できないことを確認しました 
◻ 固定IPを利用している場合は、ZhubのMACアドレスを登録する必要が 
　あることを理解しました 
※ 詳細はネットワーク管理者にご確認ください 

取付作業日 　　　　年　　　月　　　日 
◻ 上記日付に取り付け条件が揃わない等で、取付作業が終了しない場合 
　は、追加費用が発生することを確認しました 

取付先ご住所 下記ご記入ください 
[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　] 

取付作業時間 ◻ 下記、取付作業時間を確認しました。尚、あくまでも目安となり、ド 
　アの素材や厚み等により時間が変動することを理解しました 
   ・標準取り付け（カギ穴取外し）　　　　　　　　　　目安：1時間 
   ・エマージェンシー取り付け（扉穴開け/カギ穴残し）   目安：3時間 
   ・アタッチメント取り付け（両面テープ/カギ穴残し）   目安：1時間 
   ・カギの新設（ドア加工＋スマートロック取付け）　　目安：3時間半 
作業員の当日の行程次第で開始時間が多少前後する事を理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
営業中に取り付けますか？ 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、取付工事にあたり注意事項があればご記入下さい 
  ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ 
取付工事を避けたい時間がありますか？ 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、工事を避けたい時間帯をご記入下さい 
  ［　　　　　　　　～　　　　　　　　］ 

運用開始日 　　　　年　　　月　　　日 
◻ 上記取付日から1週間以上あることを確認しました 

API API連携したいサイト(サービス)はありますか？ 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、サイト名(サービス名)をご記入ください 
  ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ 
APIが連携したかの確認はクライアントアプリ側の作業となることを確認
しました 
　◻ はい　◻ いいえ 

ICカード ◻ ICカードをWEB管理画面に登録する作業は、市販のカードリーダーや 
　弊社スマホアプリKEYVOXBasicでお客様側が実施することを理解しま 
　した 

 



◻ スマホの機種や、ICカードの種類によっては、弊社スマホアプリ 
　KEYVOX Basicでカードを読み取れない場合があることを理解しました 

WEB管理画面（月額サー
ビス）利用の為の申込 

WEB管理画面を利用しますか？ 
　◻ はい　◻ いいえ 
はいの場合、納品日（取付工事日）の3営業日前までに、申込を完了させ
る事を確認しました。申込画面 https://app.keyvox.co/ 
　◻ はい　◻ いいえ 
WEB画面でスマートロックの操作ができるようになるのは、取付け日以
降となることを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
WEB画面の初期設定は、マニュアルを参照しながら、お客様ご自身で行
なうことを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 
ブロックチェーンロック社が必要なサポートができるよう、お客様の
WEB画面に対して、管理者権限登録を行なうことを理解しました 
　◻ はい　◻ いいえ 

その他 ◻ 貴社利用の特定ツールやサービスとの連携作業は、作業対象外である 
　ことを確認しました 

 
 
上記に相違がないことを確認の上、２通を作成の上、両社が１通ずつを保管致します。 
 
貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　販売会社：　　　　　　　　　　　　　　 
貴社ご担当者：　　　　　　　　　　　　　　担当者：　　　　　　　　　　　　　　　 
確認日：　　　　　　　　　　　　　　　　　確認日：　　　　　　　　　　　　　　　 
署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

https://app.keyvox.co/#/user/login


別紙 
 

登録いただくアカウント（ID/PASS）のID＝携帯
番号 

 

上記IDを保有のご担当者名  

KEYVOXへのNFCカード登録 行う場合の枚数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


