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③ ハンドル操作

ピッピッ

② カードをかざすとデッドボルトが動作。

ピッピッ

① 起動ボタンを押す。

お好きなID媒体で施解錠することが可能です
当社オリジナルフォーマットのFKLカードやキーヘッド、おサイフ
ケータイ®で施解錠するキーモバイルシステム（KEYMO）に加え、
楽天Edy番号にも対応しています。最大ユーザカードキー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可能
です。（別途お打ち合せが必要です。）
※1台につき同一フォーマットのみでの運用となります。

利便性と高防犯性を追求しました
利便性が高い電動サムターン機能の採用で、プッシュ＆タッチの簡
単操作で玄関扉を自動的に施解錠することができます。高級物件で
ご採用されている機能ですので、物件価値やステータス性が向上し
ます。

室内側はスイッチ式防犯サムターンを採用していますので、サムター
ン回し対策も万全です。

FKLカード FLキーヘッド 楽天Edyカード 上下にあるスイッチを指先で押しながら回す
スイッチ式防犯サムターン

プッシュ＆タッチの簡単操作で扉を施錠・解錠。
賃貸住宅やオフィス間仕切等に最適なデジタルロックです。
電動駆動のデッドボルトが2アクションを可能にしました。

KEYMO

（注）FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。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す。

写真はDTFL1−TE型＋LEF型



非常用電源 アルカリ9V�角型電池適用錠前

LA/LAF/MA/DA/DAF LEF/LE/LSP/TE LD/BH/DZ

扉の追加加工なしで簡単に取付可能ですので、既存の物件にも最適です
現在使用している錠前に、扉の追加加工をせずにドライバー1本で短時間で取り付けできます。既存扉についているドアガードにも干渉しない
ように配慮した本体サイズになっています。

シリンダーとサムターン部分を交換するだけ

扉追加工不要
配線工事不要

＜室内側＞ ＜室外側＞ ＜室内側＞ ＜室外側＞

既存のレバーハンドル錠 PiACK DTFLシリーズ

電動駆動で電池寿命2年のロングライフ
本体は電動駆動する製品ですが、電池寿命は1日10回操作した場合
で約2年です。（20℃環境）リチウム電池CR123A（4本）を採用してい
るため、寒冷地でも電圧影響が少ない仕様です。

電池切れ防止アラーム機能によ
り、音とLEDで警告します。万が
一電池が切れた場合でも、外部
アダプタに電池を接続して電源
供給可能な安心設計です。

賃貸物件のための運用モードもご用意しています
工事用カード、空室用カードなど、賃貸物件管理の運用に最適なカー
ドで、効率的な賃貸運用を実現できます。

安価に導入が可能です
配線工事が不要な電池式ですので、施工性に優れ、コストも削減で
きます。また入居者が替わるたびにシリンダー交換する必要があり
ませんので、導入後も経済的です。

仕様

高い防水性能で安心
室外側はJIS保護等級5級を取得していますので、雨のかかる屋外
にも設置できます。また、室内側はJIS保護等級４級を取得してい
ますので、結露が起こる環境下にも配慮した仕様です。

非常時にはシリンダーでの施解錠も可能です
どうしても電池が入手できない
などの非常手段として、シリン
ダーカバーを外し、シリンダー
を露出させてキーで施解錠する
こともできます。
※シリンダーカバーの取り外しには、
同梱の専用治具をご使用ください。

電池

ピッピッ

シリンダー シリンダーカバー

適用シリンダー U9・PR・JN・UR（美和ロック製）
扉厚可能範囲 33mm以上～50mm以下（41mm、49mmは除く）
適用バックセット 51mm・64mm

材質・仕上 ABS樹脂／シルバー塗装仕上
認証媒体 FeliCa�

左右勝手 なし　※本体の左右勝手切替操作で変更
耐久性能 10万回
使用電源 リチウム電池�CR123A×4本（同梱品）

電池寿命 20℃にて約2年（施解錠繰り返しモードで、1日10回操作）
カード検知距離 約10mm
使用温湿度範囲 −10℃～�50℃／20～80%RH
※本製品には錠ケース、レバーハンドル（座）、シリンダー、ストライク、ID媒体は含みません。
※既存のドアガードや枠に干渉しないかどうか、充分ご注意ください。

寸法

リーダ部 75mm（H）×60mm（W）×21mm（D）

シリンダーカバー部 60mm（H）×60mm（W）×32mm（D）
※カバー高さ40mm用もあります。（別途御手配品）

制御部 152mm（H）×73mm（W）×46mm（D）（サムターン部D78mm）

登録
ID数

マスターカード 10�ID
※ カードは別途御手配品です。
※ 使用する5種類のカードは全て同じフォー
���マットです。カードの登録方法により、各種
���設定を使い分けます。

登録・抹消カード 5�ID
ユーザカードキー 100�ID
空室用カードキー 20�ID
工事用カードキー 10�ID

取付対応錠前

対応タイプ 美和製LA・DA対応用 美和製LE・TE対応用 美和製LD・BH・DZ対応用
型式 DTFL1−DA DTFL1−TE DTFL1−BH

◇プッシュプル錠（PP/POM）の本締錠にも対応可能です。
◇既存錠前の仕様により、取り付けできない場合もあります。
◇以下の条件の場合、取り付けできませんのでご注意ください。
・既存製品が長座付きの場合。
・扉表面にモールなどのデザインがあり、取り付けが困難な扉・枠形状の場合。

工
事
中

引き渡し

工事用
カード

工事期間中

マスター
カード

空室用
カード

マスター
カード

空室用
カード

入居募集（空室）期間

入居期間
ユーザ用
登録・抹消
カード

マスター
カード

ユーザ
カード

退去処理
ユーザ用
登録・抹消
カード

ユーザ
カード

全抹消全抹消

新規入居ごとに登録新規入居ごとに登録

登録

物件案内
入居者決定

退去決定

空室用カード使用不可空室用カード使用不可

登録
工事用カード
使用不可

空室用カード
復活
空室用カード
復活



非常用電源端子部
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 本　社 東　京 東京都港区芝3丁目1番12号 〒105-8510 TEL.03（4330）3069（代）　
 支　店 横　浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目13番15号 〒240-0042 TEL.045（330）3069（代）　
  金　沢 石川県金沢市東力4丁目200番地 〒921-8015 TEL.076（203）3069（代）　
  名古屋 愛知県名古屋市千種区千種3丁目37番13号 〒464-0858 TEL.052（310）3069（代）　
  大　阪 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目4番5号 〒540-0037 TEL.06（6733）3069（代）　
  九　州 福岡県福岡市中央区大手門2丁目4番14号 〒810-0074 TEL.092（235）3069（代）　
 営業所 札　幌 北海道札幌市中央区大通西18丁目1番35号 〒060-0042 TEL.011（351）3069（代）　
  仙　台 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目14番23号 〒980-0811 TEL.022（745）3069（代）　
  広　島 広島県広島市西区小河内町2丁目1番33号 〒733-0025 TEL.082（563）3069（代）　
  高　松 香川県高松市今里町2丁目10番地20 〒760-0078 TEL.087（862）3069（代）　
  沖　縄 沖縄県那覇市泊3丁目1番23号 〒900-0012 TEL.098（993）3069（代）　
 工　場 伊 勢・玉 城・盛 岡・川 崎

（注1）カバー開閉時にドアガードと干渉する場合がありますので、カバー
開閉時の寸法を必ずご確認ください。

（注2）(　)内寸法はオプションのシリンダーキャップB装着時を示します。

切込外観図

壁面埋め込みリーダ
RDFL−B03M型

共用エントランス 各住戸玄関
RDFL−B03M型 PiACK DTFLシリーズ

共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です
FeliCaをエントランスのリーダにかざすと、エントランスの電気錠が解錠します。
停電時は強制的にエントランス電気錠を解錠します。解錠状態を保持し、復電すると自動で通常状態に戻ります。
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東京都中野区東中野1-10-3-1F
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美和ロックサービス代行店
株式
会社

【ご用命は】

まで

価格：45000円（商品、取付費、税込） 


