
スマートドアロック 入居者様向けマニュアル

IoTele

IDL-300F
引っ張って開く、新しいデジタルドアロック

パスワード、カードを使用したドア開閉機能
パスワードとカードキーが便利に使えます。
自由に設定や変更を行うことができます。

防火機能
一定の熱(摂氏約65度)で操作します。
火災の場合、設置環境により多少異なる場合があります。

外部ダブルロック機能
長時間の外出時に室内ボタンの操作を停止し、郵便受けを
使った犯罪を防ぐ為に内側のボタンの機能を無効にします。

鍵が越された場合の警報機能と盗難
間違ったパスワードまたはカードを5回入力した場合(間違っ
た指紋を10回入力)全ての操作を停止します。
ドアを強制的に開くと、 30秒間アラームが鳴り続けます。

自己診断機能
ドアロック自体がトラブルを診断し、故障またはバッテリー交換
の時期をお知らせします。

緊急の場合は必ず手動でドアを開けてください。
この製品は、ドアロック時に損傷、壊れる可能性があります。

高度なプッシュブルデジタルドアロック
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１．基本情報

IoTele

緊急の場合は必ず手動でドアを開けてください。
この製品は、ドアロック時に損傷、壊れる可能性があります。

スタートボタン

９V緊急電源

キーパッド

カードキータグ

指紋認証タグ

ー

ハンドル

スクリューロック

バッテリーカバー

LOCKボタン

ハンドル

メインキー(OUT) インナーボディ(IN)
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２．注意事項

IoTele

安全のために注意事項をよくお読みください。

危険

ランダムに分解してはいけません。

・デジタル製品は、内部で微細かつ複雑に組み立てられています。
・無造作に解体することは、製品のトラブルの原因になるだけでなく、危険も伴います。
・無作為に分解した場合のお客様の責任となります。

注意事項

水洗いは電子回路を破壊する恐れがあるため禁止されています。

・製品の洗浄には乾いたタオルを使用してください。

警告

電池の放電に対する対応策は以下の通りです。

・バッテリーの使用期間は最大で4ヶ月～8ヶ月（1日10回使用した場合）
その時、バッテリーを交換してください。

・単3形アルカリ乾電池（1.5V）を4～8本使用してください。
(充電式電池は使用できません)

・完全放電時には、屋外の本体端子に9Vアルカリ電池を接続することで、指紋認証、
タッチキー、パスワードによる開錠が可能になります。

3



３．使用方法

IoTele
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キーパッドの上に手を置くか、スタートボタンを押してキー
パッドのランプを点灯させます。
登録したパスワードと「＊」を押すとドアが開きます。

パスワードを使って外からドアを開ける

ドアの開け方1 ドアの開け方2

登録されたカードをカードスロットに近づけると、ドアが開く音
がします。

カードで外からドアを開ける

内側から開ける

ハンドルを操作してドアを開ける

※誤ったパスワードで5回試行すると、外部ボタン機能が
30秒間ロックされ、警告音が鳴ります。



３．使用方法

IoTele

登録した指紋を接触部に置くと、開錠音とともにドアが開
きます。
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指紋で外からドアを開ける

LOCK ボタンを押すと、ドアがロックされます。

手動でドアを閉じる

内側からのドアロック

外部からのドアロック

ドアを閉めて、キーパッドに手を置いてドアをロックします。

※オートロック機能が解除されていると、ドアを閉めても自
動的にロックされません。上記のように閉じてください。



３．使用方法

IoTele

ハイトーン/ロートーンの設定

1. ドアを開けた状態のままにします。

2. LOCKボタンを3秒以上押す。外部キーパッドはビープ音
とともに明るくなります。

3. 9を押すと、無音から高音までのトーンレベルを変更でき
ます。

4. 希望のトーンレベル（8段階）まで「9」を押し、「＊」を押
して設定を終了します。
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マナーモード

スタートボンを押すと、キーパッドとマナーモードが起動しま
す。
これにより、ドアロックがミュートされます。
（ドアロックは使用後に元の設定に戻ります）



３．使用方法

IoTele

パスワードを登録

① 本体のバッテリーカバーを開けて、左下の①を押します。

② 前面のキーパッドで任意のパスワードを押してください
（3～12桁まで可能）

③ ＊を押すと登録が完了し、チャイムが設定されます。
(パスワードは連続して5つまで登録できます。)
パスワード登録後、必ずドアが開くかどうかを確認してくだ
さい。
※パスワードを連続して登録せずに、1個ずつ登録し続け
た場合は、常に上書きされます。2個以上必要な
場合は連続して登録願います。

注意事項

1. 初めてパスワードを変更・登録する際には、ドアを開けた
ままにしておき、ロックアウトされないように緊急用のキー
やカードを携帯してください。

2. パスワードには、*を除いた3～12桁の数字を指定してく
ださい。

３.  初期インストール時には、必ず自分でパスワードを入力
してください。

４. 侵入者がパスワードを入力することにより生じた損害につ
いて、当社は責任を負いません。
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指紋認証登録

① 本体のバッテリーカバーを開けて、右下の②を押します。

② キーパッド上の1,3,7,8,9の数字が明るくなります。

③ 3を押すと、指紋登録の準備ができます
（1,2,3,4,5,6,7,8がキーパッド上で明るくなります。）

④ キーパッドの点滅（8回）に合わせて指を置きます。連続
登録が可能です。同じ指紋を異なる角度で登録すること
ができます。

⑤ ②を押して、指紋の登録を完了する。(最大100個の指
紋を登録できます。)

指紋認証 デジタルドアロックでは、指紋による認証を行いま
す。

紛失や盗用、ハッキングの心配もありません。指紋が残らな
いように半導体センサーを採用しています。

同一の指紋を8回登録することで、認識誤差を最小限に抑
えることができます。

ただし、お客様の指紋の状態によっては、登録の不具合や認
識エラーが発生する場合があります。



３．使用方法

IoTele

登録されているすべての指紋の削除

① 本体のバッテリーカバーを開けて、右下の②を押します。

② キーパッド上の1,3,7,8,9の数字が明るくなります。

③ 9を押すと、キーパッドの「＊」が明るくなります。(指紋を
削除できる状態になります。)

④ 3秒以上「＊」を押す。アラーム音とともに、登録されてい
るすべての指紋が削除されます。

オートロック/マニュアルロック設定

ドアが開いている状態で、LOCK ボタンを 3 秒以上押す。
ビープ音が鳴った後、"1 "を押すと、ビープ音が3回鳴ります。
ドアロックがオートロックモードになります。

・ビープチャイム - オートロック
・ビープチャイム - マニュアルロック
※工場出荷時の設定はオートロックモードです。

オートロック設定

マニュアルロック設定

ドアが開いている状態で、LOCK ボタンを 3 秒以上押す。
ビープ音が鳴った後、"1 "を押すと、ビープ音が1回鳴ります。
ドアロックがマニュアルロックモードになります。
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３．使用方法

IoTele

X

3-7.オートロック時間の設定

LOCK ボタンを 3 秒以上押してください。ビープ音が鳴った
後、"8 "を押し、1～8 の中から希望する時間を押します。
(5 ⇨ 5秒押します）。 「＊」を押して設定を終了します。

オートロック閉時間設定
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3-7.長期ドア開放通知

LOCKボタンを3秒以上押し、ビープ音が鳴ったら「2」を押し
ます。
次に、0～5の数字を押して、「＊」を押します。
0: アラーム設定をオフにする
1~5 : ドア開放通知までの時間を1~5分に設定
次に、0～5の数字を押して、「＊」を押します。

※ドアが開いたままだと30秒後に通知アラームが鳴ります。

※ドア開放警告時間の設定が可能

ドア開放警報時間の設定



３．使用方法

IoTele

強制ロック機能

ドアを閉めた状態で、キーパッドに手を置きます。LEDが1秒
間隔で3回点滅し、アラーム設定とともにダブルロックが作動
します。
空き家にしているときの郵便受けを使った犯罪を防ぐために、
内側のボタンの機能を無効にします。
外側からの強制ロックが設定されている場合、内側のLOCK
ボタンは機能しません。
外側からの強制ロック設定中に内側からドアが開けられると、
警告アラームが鳴ります（パスワード認証で解除されます）。
外部からカードやパスワードを使ってロックをかけることができ
ます。

家族全員が在宅しているときや、一人で留守番をしていると
きには、パスワードやカードキーによる外部からの開錠を無効
にします。
ドアを閉めた状態で LOCK を 3 秒以上押すと、設定が有
効になります。

※内部強制ロック設定中に LOCK ボタンを短押しすると、
ビープ音が鳴ります。

※内部強制ロックを解除するには、ハンドルでドアを開けるか、
LOCKボタンを3秒以上押してください。

外側からの強制ロック設定

内部強制ロック設定
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３．使用方法

IoTele

バッテリーの交換

1.5V「単三」電池
使用可能

非常用電源接点エリア

この方法は、
ドアが外から開かない場
合に使用します。
扉を開けたら、1.5Vの"
単三"電池8本をすべて
交換してください。

1. 電池寿命：4～8ヶ月、1日10回使用時

2. 電池交換アラーム：通知アラーム（メロディ）が
鳴ったら、内側の電池カバーを開けて、
1.5Vの「単三」電池を極性に従ってすべて交換してくだ
さい。
新しい電池と使用済みの電池を混ぜて使用しないでく
ださい。

3. 非常用電源：電池が完全に放電された場合、
9V角型電池を非常用電源の接点に置き、
パスワードやカードでドアを開けます。

４．消費者サポート

ご利用者様の不注意、破損、保証期間
（1年）後の場合は、修理費をお支払
いいただきます。

修理費用には出張費等も含まれます。
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4. 9V電池は一般的にコンビニでも入手可能
※メーカーは問いません

5. +と-の向きがあるので、下記絵の様に
ご対応下さい。
向きが反対の際は、機器は反応しません



５．製品の仕様

IoTele

※この機器（EMC（電磁両立性）登録のクラスB機器）は、主にご家庭
でのご使用をお勧めします。

※製品の機能向上のため、事前にお客様にご連絡することなく、マニュアル
の内容を変更することがあります。(変更があった場合は、後続機種にシー
ルを貼ります。)
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６．製品の特徴

IoTele

番号とカードキー、指紋キーを使用することができます。
パスワード、カードキー、指紋を便利に使い、自由に設定や変更ができます。

開閉機能カードとワンタッチ
ワンタッチで全ての操作が可能。

自動再ロックの機能
扉を閉めたときの自動ロック機能。

自己診断機能
ドアロックはシステム自体のトラブルを診断し、機能のトラブルやバッテリー交換の時期
をお知らせします。

オートロックと時間設定が可能
フリータイム設定可能

外部ダブルロック機能
長時間の外出の場合は、郵便受けからの強盗を防ぐために、内側のボタンの動きを
停止するように設定されています。

登録可能なカード枚数
最大50枚のカードを登録可能。

マナーモード
製品の動きから発生するボタンやメロディーを制御することで、深夜の騒音を防ぐこと
ができます。

火災センサーの機能
火災発生時には、65±5の状態であれば、自動的にドアが開きます。
安全に逃げることができます。

パスワード機能
他者のパスワードを不明にする機能

暗闇で見分けがつくボタン照明装置
動作中はランプが点灯し、暗闇でも使用できます。
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７．スマートロック電池交換方法

IoTele

乾電池の残量がなくなると電池交換アラーム（メロディー）がながれ
前面表示部に電池切れサインが点灯します。

① スクリューロックをゆるめて、バッテリーカバーを開けます。

② 1.5Vの単三電池をすべて交換してください。
＋とーの向きがあるので注意してください。

③ バッテリーカバーをはめて、スクリューロックを閉めて前面の電池切れ
サインが消灯したのを確認して完了です。


