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FKALT

■操作感・耐久性に優れています。
カードまたは携帯電話※をロックにかざすだけで解錠します。
非接触式なので、耐久性も抜群です。
※おサイフケータイ®機能を持っていることが必須となります。

■高いカードセキュリティ。
FeliCaは高度な認証・暗証機能により保護されており、複製や
改ざんは極めて困難です。
■各種IDフォーマットに対応。（注）
美和オリジナルのフォーマットに加え、Edy番号、IDmにも対
応。最大100IDまで登録することができます。
上記以外のフォーマットにも対応が可能です。（別途打ち合わ
せが必要です。）
注1）1台につき同一フォーマットのみでの運用となります。
注2）FeliCaのIDmは原則として固有の番号であることになってい

ますが、固有性の保証はカード製作会社各社に委ねられてい
ます。お客様の判断の下にご使用くださいますよう、お願い
いたします。

※Edy（エディ）はビットワレット株式会社が管理する、プリペイド型電子マネー
サービスのブランドです。

■最大1,600件分のログを保持。
別売りのパソコンソフト（SFFAーJ01またはSFACーF01）を
併用することで、簡易入室管理システムとしての利用も可能で
す。
■確実な施錠。
ロックは自動施錠タイプなので扉が閉まると自動的に施錠しま
す。鍵のかけ忘れを防止できます。

■ロックは配線不要。
ロックは電池式の電気錠です。そのため扉への取付も普通のロッ
クと同様に配線工事は不要です。
■非常用シリンダー付き。
電池切れなどの万一の時は非常用シリンダーで解錠できます。

（注）植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意
は、P81を参照ください。

注1）単三リチウム乾電池を使用する場合は、SFFAーJ01またはSFACーF01ソフトで
 専用の設定が必要です。
注2）直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。

型式
登録可能IDフォーマット

FKALT33ー2
FKL、iEL（美和オリジナル）、Edy、IDm
PR、U9
2型
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33
左右勝手あり

装着可能シリンダー
機能
バックセット（mm）

扉厚可能範囲

材質／仕上

装着可能ハンドル
左右勝手

登録可能ID数

電源

電池寿命
使用温湿度

管理用：5 ID／ユーザー用：95 ID

約1年以上（1日20回操作の場合）
0℃～＋50℃/35～85％RH　結露氷結なきこと

FKALT33ー2型

シャンパンゴールド色仕上（CG）
エスカチオン正面部：ABS樹脂　シャンパンゴールド色塗装
エスカチオン台座部：アルミ　シルバー色塗装
ハンドル　　　　　：アルミ　シルバー色塗装

（mm以上～mm未満） 33～37・37～42・42～46・46～50

■仕様

左勝手 右勝手

戸先側から見て、室外側が右側の場合は右勝手、左側の場合は左勝手
となります。

単三アルカリ乾電池　4本　または
単三リチウム乾電池　4本（注1）

〈室外側〉 〈室内側〉

FKALTSERIES ■用途：ビル内部扉　■納期：標準納期品●（P3参照）

自動施錠型レバーハンドル電池錠

写真はFKALT33ー2型（CG）（本図は外開き左勝手を示す）

※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式であり、ソニー株式
会社の登録商標です。
※おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

■切込外観図：P773参照　■価格表：P134参照

FeliCaカードを使用して解錠するロックです。
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FKALT専用 管理パソコンソフト SFFAーJ01/SFACーF01型

自動施錠型レバーハンドル電池錠FKALTを、パソコン上で管理するソフトです。
従来からのSFFAーJ01に加えて、Windows Vista、Windows 7に対応した安心門番シリーズ統合
版ソフト（SFACーU01）のFKALT専用版がSFACーF01です。

■FKALTの登録ID管理機能。
パソコン上であらかじめ設定したID情報を、一括してFKALT
に登録できます。

■利用制限機能。
曜日、時間帯ごとの利用制限を4パターンまで設定できます。
使用者・ゲートごとにパターンを振り分けることによって、時
間帯に応じて通行できるID（人）を制限することが可能です。

■各種運用設定機能。
FKALTの時刻合わせ、解錠時間、電池設定、ブザー音の有無な
どを細かく設定できます。

■簡易入室管理機能。
FKALTに保持されている最新1,600件※の使用履歴データを
取り出し、パソコン上で確認ができます。
※標準的なIDフォーマットによる最大保存件数です。

■FKALTとの通信方法。
管理用パソコンの設置状況やゲートの場所により、2通りの通
信が可能です。

①専用カードによる方法
登録情報を専用カードに移し、FKALTにかざすことにより一括
転送します。
②赤外線による通信
付属の赤外線ツールを使い、パソコンからダイレクトにFKALT
に転送します。FKALTから使用履歴を取得します。使用履歴
の取得を行う場合にはノートパソコンを使用してください。

■通信方法による機能対応表
登録ID管理 利用制限 各種運用設定 使用履歴の取得

①専用カード ○ ○ ○ ×
②赤外線通信 ○ ○ ○ ○

■仕様

■システム構成図

（注）SFFAーJ01はすべてのロックに対して共通ID設定、SFACーF01はロック毎に異
なるID設定が可能。

（注1）SFFAーJ01には赤外線ツールが同梱されています。
（注2）SFACーF01は管理ソフトのみの型式です。SFACーF01で赤外線ツールが必要

な場合は、赤外線ツール（FKALT用）CWIBーUBIRを別途ご発注ください。
（注3）PaSoRiはソニー株式会社の登録商標です。

管理ゲート数
管理 ID数（注）

推奨パソコン
環境

付属品

最大20ゲート（同一 IDフォーマットでの運用）
最大100ID（管理用：5 ID、ユーザー用：95 ID ）

SFFAーJ01
OS ：Windows XP SP3以上（32BIT／日本語版に対応）
CPU ：Pentium／Celeron 1GHz以上
RAM ：1GByte以上

SFACーF01
OS ：Windows XP SP3以上、Windows Vista、

Windows 7（32BIT／日本語版に対応）
CPU ： Pentium／Celeron 1GHz以上
RAM ：1GByte以上

SFFAーJ01のみ赤外線通信用ツール

FeliCaリーダライタ
PaSoRi

（お客様御手配品）

PC（お客様御手配品）

カード発行

① 専用カードによる通信の場合

② 赤外線通信の場合

PC
（お客様御手配品）

赤外線ツール
（SFACーF01は別途手配）

扉

FKALT

SFACーF01の画面

SFACーF01の画面



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISP_SB2.Ver.3.0)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B9AD889E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1800 1800]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


