暗証番号キーボックス テンキー式

取扱説明書

注

KS-7091 / KS-7121

意

盗難や破壊、
その他のあらゆる損害に対しては、当社は一切責任を負いません。
あらかじめご了承下さい。
●緊急解錠キーは本体の中に入れずに別の場所で保管してください。
また、
緊急解錠キーをなくされた場合、
当社は保証できませんので、
あらかじめご了承ください。

●乾電池のご使用について。
・乾電池をご使用の際は、
乾電池に記載されている注意事項を守り、
正しくご使用ください。

●本製品に、水などをこぼさないでください。
ショート、
感電、
火災の原因となります。

・単三乾電池を使用し、
セットするときは⊕/⊖を間違えないように正しくセットしてください。

●本製品を分解したり、修理・改造などしないでください。
けがや破損の恐れがあります。

・種類の違う乾電池や、
古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
ニッケル水素電池・リチウム

●扉の開閉は本体を垂直にした状態で行って下さい。
キーが脱落する恐れがあります。

電池は使用しないでください。

●鍵の形状や大きさによっては掛けられないものもありますのでご了承下さい。

・乾電池を交換する際は、
金属製の棒や尖ったもので外さないでください。
けがや破損の恐れがあります。

●取付けネジを止める際には壁面の強度をご確認のうえ、
しっかりと固定して下さい。
作業は二人以上で行い、 ・長期間使用しないときは、
乾電池を本体から外してください。
液漏れや破損の原因となります。
けがのないようにご注意下さい。

●製品の破損や発熱等の異常を発見された場合は、
使用を中止し、
お買い上げ店または、
メーカーにご相談ください。

●乱暴な取扱い、
キーボックスの目的以外の使用はしないでください。

または作動が不安定になる場合があります。その際は、設置場所を変更してご使用ください。
●低温環境下では、作動しない、

●扉の開閉はゆっくりと行ってください。けがや破損の恐れがあります。

●製品を複数で使用される場合は、
取扱説明書をご理解のうえ、
使用するようご指導ください。

●製品の隙間や穴に指や異物を入れないでください。けがや破損の恐れがあります。

●キーホルダーを車中や窓際など、
高温になるところには長時間放置しないで下さい。
変形する恐れがあります。

●製品に登ったり、扉にぶら下がったりしないでください。
けがや破損の恐れがあります。

●本製品は屋内用です。屋外または直接日光のあたる場所など高温になる場所、湿度の高い場所では使用しないで下さい。

●扉を開けたまま、持ち運ばないでください。けがや破損の恐れがあります。

変形や変色、腐蝕の恐れがあります。

●キーホルダーには鍵を 2 つ以上付けないでください。
破損の恐れがあります。

●小さなお子様の手の届かないところに保管して下さい。

●ネジが緩んだままご使用しないでください。
けがや破損の恐れがあります。

電池の入れ方
・扉内側
1.

扉裏側の一番下にあるキーハンガーを

※電池が消耗してくると、鍵を開けるときに

「ピー、ピピピッ」と警告音がなります。

上にスライドして外します。(※KS-7121 は不要）
2.

電池カバーを開き電池を入れます。（単３電池４本使用）

電池を交換してください。また、使用頻度が

注：ニッケル水素電池・リチウム電池は使用しないでください。

少ない場合でも 1 年に 1 度は電池交換を
行ってください。

3. キーハンガーを元の位置に戻します。

壁面固定方法
●本体を壁に取付ける際は、壁面の構造、材質を確認し取付けを行ってください。

・取付例

●付属の取付けネジは、20 ㎜以上の木板や、柱に取付けるための木ネジです。
●壁面の保持力が弱いと、製品が落下する恐れがあります、ご注意ください。
また、石膏ボードやコンクリート面に固定される場合は、販売店または工務店に
ご相談の上、取付けを行ってください。

木軸
本体

20ｍｍ木板

本体

本体

薄い木板

薄い木板

暗証番号・初期設定方法
かんたん初期設定

ボタンを押す間隔は

5 秒以内に行ってください

扉をロック

Step:1

変更

暗証番号

暗証番号

開

開

扉を開く

※詳しくは次へ

暗証番号設定手順

・ボタンを押す間隔は

5 秒以内に行ってください、
「ピピッ」と音が鳴ると設定作業がリセットされます、その場合は最初から操作をやり直してください。

・あらかじめ設定する暗証番号を決め、大切に保管してください。

1.

扉を閉めて鍵がかかっていることを確認します。鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。

2.

を押す

3.

変更

4.

設定したい、1 〜 8 桁の

5.

開

Step:2
1.
2.
3.

を押す

・テンキーパネル

青ランプ

テンキー

暗証番号

レバー

を押す

を押し「ピーッ」と鳴ると設定完了

緊急解錠キー

開け方・変更後の確認

設定した
開

暗証番号

キーカバー

を押す

を押し青ランプが点灯するとオープン、消えるとオートロックがかかります。

レバーを引いて扉を開けます。

開かない場合は暗証番号が変更ができていません。もう一度

Step:1

から操作を行ってください。

※誤った番号を 4 回入力するとアラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。5 秒後に「ピピッ」と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

鍵の解錠・施錠方法
1. 暗証番号
2.

開

を押す（※購入時は

）

を押し青ランプが点灯するとオープン、消えるとオートロックがかかります。

3.

レバーを引いて扉を開けます。

4.

扉を閉めると、自動的に施錠されます。

赤ランプ

2 回目以降の暗証番号変更方法
・ボタンを押す間隔は

5 秒以内に行ってください、
「ピピッ」と音が鳴ると設定作業がリセットされます、その場合は最初から操作をやり直してください。

1.

扉を閉めて鍵がかかっていることを確認します。鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。

2.

現在の

3.

変更

4.

設定したい、1 〜 8 桁の

5.

開

暗証番号

を押す

を押す

暗証番号

を押す

を押し「ピーッ」と鳴ると設定完了

※以上で変更終了です。暗証番号・初期設定方法の

Step:2

の要領で確認してください。

緊急解錠キーの使い方 / リセット方法
暗証番号が分からなくなってしまった場合テンキーでの解錠ができなくなります。緊急解錠キーにて解錠し、リセット後に暗証番号を設定しなおしてください。

緊急解錠手順

・扉内側

・テンキーパネル

1. キーカバーをスライドします。
2.

鍵を差し込み、時計回りに回すと鍵が開きます。

3.

扉を開けます。

※緊急解錠キーは本体の中に入れずに別の場所で保管してください。
緊急解錠キーをなくされた場合、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

リセット方法手順
1.
2.

リセットボタン

扉裏面のリセットボタンを「ピーッ」と鳴るまで長押してください。
リセットボタンが反応しない場合は、テンキーのいずれかを一度押してから、再度リセットボタンを長押ししてください。
暗証番号は出荷時の 0 にもどります。暗証番号・初期設定方法に従い暗証番号を設定しなおしてください。

お手入れのしかた
●お手入れは、乾いた布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。アルコールやシンナー等の溶剤で拭かないでください、さびや変色の原因になります。
●扉の可動が悪くなった場合は、潤滑剤や油でお手入れしてください。お手入れの際は、床面や衣類を汚す場合がありますので十分にご注意ください。
●緊急解除キーのシリンダー部分には、潤滑剤や油を使用しないでください。誤作動する場合がございます。

故障かな？と思ったら
こんなときは
電源が入らない

原

因

対

乾電池が入っていない、又は＋−が逆向きになっている。

正しい向きで乾電池を入れてください。

応

乾電池が消耗している。
（解錠時に警告音が鳴る）

新しい乾電池に交換してください。

レバーが動かない

オートロックがかかった後にレバーを操作している。

テンキー解錠後、青ランプが消える前にレバーを操作してください。

扉が閉まらない
（扉がかたい）

鍵やキーハンガー等が間に挟まっている。

障害物を取り除く、又は動かして扉を閉めてください。

ロック部分にゴミや塗装カスが付着している。

ゴミや塗装カスを取り除いてください。

扉を閉めても
施錠しない

緊急解錠キーが開いたままになっている。

緊急解錠キーを閉じてください。

暗証番号が
登録できない

操作に時間がかかり、途中でリセットされている。

暗証番号を入力して
も開かない

乾電池が消耗している。
（解錠時に警告音が鳴る）

新しい乾電池に交換してください。
「ピピッ」と鳴ると設定作業がリセットされます、設定操作をやりなおしてください。

テンキーの入力が認識されていない。

ボタンをしっかり押し、入力方法に間違いがないか確認してください。

入力番号、又は入力手順を間違っている。暗証番号が分からなくなってしまった。

緊急解錠キーで扉を開け、リセットボタンを押し、再度暗証番号を登録してください。

電池の出力が足りない。

マンガン電池をご使用の際に、電気の出力が足りない場合がございます。アルカリ電池に変更
なさってご使用ください。また、種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで
ください。ニッケル水素電池・リチウム電池は使用しないでください。

製品保証書
この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合下記の保証期間中に無償修理、
または交換をお約束するものです。大切に保管してください。
保証期間内に故障が発生した場合は、製品に保証書を添えて、販売店または当社にご依頼ください。

KS-7091 / KS-7121

品名

暗証番号キーボックス（テンキー式）

(a) ご使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障および損傷。
(b) お買い上げ後の落下、輸送による故障および損傷。

お買い上げ日より１年間
年

お買い上げ日

月

お約束するものです。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。

品番

保証期間

《保証規定》

1. この保証書は、取扱説明書、注意文に従った正常な使用状態で故障した場合いの無償修理、または交換を

(c) 火災・地震・落雷等による天災地変、公害、塩害や異常電 圧等に

よる故障および損傷。

(d) 車両・船舶・航空機等に搭載し使用した場合に生じた故障および

損傷。

(e) 設置している場所や他の機器に起因して生じた故障および損傷。

日

(f) 乾電池の液漏れによる故障および損傷。

お客様

(g) 消耗部品の消耗および損傷。

お名前

様
〒

TEL

-

-

(h) 保管の不備、使用頻度による磨耗や故障、損傷。
(i) 本書のご提示のない場合。
(j) 本書にお買い上げ何月日、お客様名、住所、販売店名のない場合、

ご住所

また不当に語句を書き換えられた場合。
3. 製品保証書は、本製品についてのみ無償修理、交換をお約束するもので、本製品の故障または使用による
その他の損害については、弊社はその責任を一切負わないものとします。

販売店名・住所・電話番号

4. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費等、また郵送される
なります。出張修理は行いません。
5. 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

印
※ この保証 書 に よ っ て 、 お 客 様 の 法 律 上 の 権 利 を 制 限 す る も の で は あ り ま せ ん 。

場合の諸経費はお客様のご負担と

