
総合カタログ
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人・物、情報を守る
あらゆる扉にLavishのセキュリティを

パソコンやスマホで遠隔解錠

電話をかけて遠隔解錠
人が常駐しない倉庫や部屋などに

納入業者やゲストを入室させる 

場合、離れた場所から電話をかけ

て遠隔解錠が可能。

世界中どこからでも、パソコン
もしくはスマホで解錠。

扉の外側と内側の
両方にリーダー

共有スペースでは
時間指定で

鍵を開けっ放しに

入室するときも、退室する
時も指紋や ICカード等で
認証して解錠

月曜日～金曜日の 8 時～
18 時までの間はずっと解錠
状態にしたり、月・水・金
だけなど、自由に指定可能。
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必要な機能を組み合わせて
目的にフィットするご利用を
機器1台からご提案します。

電磁錠・本締錠

電磁錠取付金具

リーダー

制御器

解錠ボタン

警報器

制御リレー

電源関連

その他

通信機器

インターホン

Lavishの特徴
・多彩なラインナップ。　

・既存の扉に後付けで取付できます。
・リーダーは、３モードに対応しています。

　（スタンドアローン、Wiegand出力、制御器）
・暗証番号/指紋認証 /カード、多様な解錠方法。
・配線はお好きな組み合わせでコネクタ化します。
・高品質、高耐久。バリエーション豊富な電磁錠。
・様々な取り付け環境に対応できる取付金具。

・メーカー保証は安心の2年間。
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リーダー
通常、部屋の外側に設置し、入室時にカード / 指紋 / 暗証番号などを入力し解錠する装置です。
スタンドアローンモード（ 別途制御器が不要）、Wiegand 出力モード（制御器接続モード）、制御器モード

（他のリーダーを接続可能）の、3 つのモードがあります。
きちんと動作しているかどうか、自分自身を監視し、何らかの原因でフリーズしたことを検知した場合には
自動的に再起動し復帰を図ります。日本の過酷な環境にもたえるよう防水は IP66 準拠。また、機器内部に
ヒーターを内蔵し氷点下でも動作します。（ただし凍結や結露の無いこと。） ※一部のリーダーは非対応となります。

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

履歴：100 万件、専用ソフト使用で無制限
本人拒否率（FRR）：0.1% 以下
他人受入率（FAR）：0.001% 以下

RER-S1EHM

RES-RF1

RES-TF1

●寸法 103 × 48 × 20mm ●重量 105 ｇ
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数
●筐体素材 ABS

●寸法 210 × 105 × 31mm ●重量 950 ｇ
●定格電圧 DC12V ●防水 IP55 準拠
●解錠方法 顔認証、暗証番号
●登録可能数 300人（顔 / 暗証番号、各300 個）
●筐体素材

●寸法 185 × 110 × 20mm ●重量 630 ｇ
●定格電圧 DC12V ●防水 屋内専用
●解錠方法 顔認証、暗証番号
●登録可能数 2000人（顔 / 暗証番号、各2000 個）
●筐体素材
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LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RER-S2EHM
●寸法 103 × 48 × 20mm ●重量 105 ｇ
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数
●筐体素材 ABS

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RER-S5EHM
●寸法 103 × 48 × 20mm ●重量 240 ｇ
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数
●筐体素材 亜鉛合金

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RER-S6EHM
●寸法 103 × 48 × 20mm ●重量 240 ｇ
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数
●筐体素材 亜鉛合金

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RER-SKX2EHM
●寸法 123 × 50 × 23mm ●重量 155g
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード、暗証番号
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数
●筐体素材 ABS
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LED 表示 ： あり　　
カラーバリエーション ： 黒・白

RESCR-SKX2EHM
●寸法 122 × 50 × 21mm ●重量 160g
●定格電圧 DC12V ●防水 IP66 準拠
●モード スタンドアローン、制御器、Wiegand 出力
●制御器接続 可能 ●解錠方法 カード、暗証番号
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数 600 個 ( カードと暗証番号各 600 個 )
●筐体素材 ABS

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RESCR-SKX5EHM
●寸法 148 × 56 × 23mm ●重量 450g
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード スタンドアローン、制御器、Wiegand 出力
●制御器接続 可能 ●解錠方法 カード、暗証番号
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数 600 個 ( カードと暗証番号各 600 個 )
●筐体素材 亜鉛合金

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RESR-SF1FE
●寸法 128 × 48 × 27mm ●重量 380g
●定格電圧 DC12V ●防水 IP66 準拠
●モード スタンドアローン、制御器、Wiegand 出力
●制御器接続 可能 ●解錠方法 カード、暗証番号
●対応カード EM
●登録可能数 指紋：1000 個、カード：2000 個
●筐体素材 亜鉛合金

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RER-SKX5EHM
●寸法 148 × 56 × 23mm ●重量 415g
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード、暗証番号
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数
●筐体素材 亜鉛合金
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LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　緑

RESCR-SKX6EHM
●寸法 150 × 51 × 23mm ●重量 430g
●定格電圧 DC12 ～ 24V ●防水 IP66 準拠
●モード スタンドアローン、制御器、Wiegand 出力
●制御器接続 可能 ●解錠方法 カード、暗証番号
●対応カード EM ／ HID Prox ／ MIFARE Classic
●登録可能数 600 個 ( カードと暗証番号各 600 個 )
●筐体素材 亜鉛合金

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　一回点滅　
※別売 O-NZ5-MT 使用推奨

RER-NZ5E
●寸法 26 × 26 × 22mm ●重量 20g
●定格電圧 DC12V ●防水 防水
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード
●対応カード EM
●登録可能数
●筐体素材 樹脂（ポリアミド）

LED 表示 ： 待機時　赤 ／ 読取時　一回点滅　
※別売 O-NZ5-MT 使用推奨

RER-NZ5M
●寸法 26 × 26 × 22mm ●重量 20g
●定格電圧 DC12V ●防水 防水
●モード Wiegand 出力
●制御器接続 必須 ●解錠方法 カード
●対応カード MIFARE Classic
●登録可能数
●筐体素材 樹脂（ポリアミド）

取付対応リーダー ： RER-NZ5E、RER-NZ5E

O-NZ5-MT（取付台）
●寸法 22 × 46 × 46mm ●重量 740g
●定格電圧 ●防水
●モード
●制御器接続 ●解錠方法
●対応カード
●登録可能数
●筐体素材
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制御器
ユーザー情報の管理をしたり、電磁錠などを制御する装置です。リーダーと接続し、ユーザーデータを登録
することができます。スタンドアローンモード対応のリーダーを使用する場合は、別途制御器を用意しなく
ても使用可能です。

LED 表示 ： あり
カード連番登録、個別登録 / 個別削除、二重認証 / 複数人認証：対応

LED 表示 ： あり
個別登録 / 個別削除：対応
カード連番登録、二重認証 / 複数人認証：なし

LED 表示 ： あり、履歴：70000 件、
スケジュール：曜日スケジュール・休日スケジュール
個別登録 / 個別削除：対応
カード連番登録、二重認証 / 複数人認証：対応
専用ソフトウェア（Lavish Smart Access / 必須）
マップ機能、リアルタイムモニタリング、Dahua/HIKVISIONカメラ対応

COS-22
●寸法 100 × 86 × 26mm ●重量 110g
●定格電圧 DC12V ●防水 なし
●機能 電磁錠 2 台、リーダー 2 台（接点共有）接続可能
●解錠方法 カード、暗証番号
●登録可能数 電磁錠 1： 2000 人、電磁錠 2：100 人
●筐体素材 ABS

●寸法 25 × 45 × 20mm ●重量 20g
●定格電圧 DC12V ●防水 なし
●機能 電磁錠 1 台、リーダー 1 台接続可能
●解錠方法 カード
●登録可能数 1350 枚
●筐体素材

●寸法 141 x 123 x 20mm ●重量 195g
●定格電圧 DC12V ●防水 なし
●機能 電磁錠2台、リーダー最大2台、出力リレー3つ、 

アラーム入力2つ、アンチパスバック、インターロック
●解錠方法 カード、暗証番号
●登録可能数 20000 個（カードと暗証番号各 20000 個）
●筐体素材

COM-11（RER-NZ5E/M 専用）

COA-22
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電磁錠・本締錠
ロックがかかる鍵の部分となるものです。電磁錠は電気的に磁力を発生させ、吸着力を鍵として利用します。
モーターなどの稼動部がないため故障の心配がほぼありません。コイルに銅を採用することにより、高寿命
・高耐久を実現しました。DC12V/24V 対応。その他の機器との組み合わせにより、電圧が決まっている 
場合でも両電圧対応により柔軟に組み合わせが可能です。 

LED 表示：なし

LOE-A180L
●定格電圧 DC12 ／ 24V ●最大吸着力 180kg
●本体寸法 170.5 × 37.5 × 22mm
●吸着板寸法 130.5 × 37 × 12mm
●重量 本体重量：610g ／ 吸着板重量：430 ｇ
●防水 なし
●施解錠信号 無電圧 a 接点（NC、COM）
●開閉扉信号 なし

施錠忘れブザー：あり（こじ開け警報としても作動）
LED 表示：施錠時　緑 ／ 解錠時　赤

LOE-A280LTB
●定格電圧 DC12 ／ 24V ●最大吸着力 280kg
●本体寸法 250 × 38.5 × 26mm
●吸着板寸法 180 × 38.3 × 11.3mm
●重量 本体重量：1100g ／ 吸着板重：600 ｇ
●防水 なし
●施解錠信号 無電圧 c 接点（NO、COM、NC）
●開閉扉信号 なし

施錠忘れブザー：あり（こじ開け警報としても作動）
LED 表示：施錠時　緑 ／ 解錠時　赤

LOE-A280DLTB
●定格電圧 DC12 ／ 24V ●最大吸着力 280kg
●本体寸法 250 × 38.5 × 26mm
●吸着板寸法 180 × 38.3 × 11.3mm
●重量 本体重量：1100g ／ 吸着板重：600 ｇ
●防水 なし
●施解錠信号 無電圧 c 接点（NO、COM、NC）
●開閉扉信号 無電圧 b 接点（NC、COM）
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LED 表示：なし

LOEW-B180L
●定格電圧 DC12 ／ 24V ●最大吸着力 180kg
●本体寸法 205 × 37 × 22mm
●吸着板寸法 130 × 34 × 11mm
●重量 本体重量：700g ／ 吸着板重量：370g
●防水 IP68 準拠
●施解錠信号 無電圧 c 接点（NO、COM、NC）
●開閉扉信号 なし

LED 表示：なし

LOEW-B280L
●定格電圧 DC12 ／ 24V ●最大吸着力 280kg
●本体寸法 250 × 42.8 × 25.5mm
●吸着板寸法 180 × 38 × 11mm
●重量 本体重量：1200g ／ 吸着板重量：600g
●防水 IP68 準拠
●施解錠信号 無電圧 c 接点（NO、COM、NC）
●開閉扉信号 なし

LED 表示：なし

LOEW-C280
●定格電圧 DC12 ／ 24V ●最大吸着力 280kg
●本体寸法 221 × 42 × 25mm
●吸着板寸法 180 × 38.3 × 11.3mm
●重量 本体重量：1050g ／ 吸着板重量：600g
●防水 IP68 準拠
●施解錠信号 なし
●開閉扉信号 なし

LED 表示：なし

LOE-F60
●定格電圧 DC12V ●最大吸着力 60kg
●本体寸法 80.5 × 39.5 × 25mm
●吸着板寸法 70 × 33 × 8.8mm
●重量 本体重量：245g ／ 吸着板重量：153g
●防水 なし
●施解錠信号 無電圧 b 接点（NC、COM）最大 DC24V50mA
●開閉扉信号 なし
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LED 表示：なし

LOE-F70L
●定格電圧 DC12V ●最大吸着力 70kg
●本体寸法 90 × 37 × 24mm
●吸着板寸法 75.5 × 38.7 × 12mm
●重量 本体重量：316g ／ 吸着板重量：248g
●防水 なし
●施解錠信号 無電圧 b 接点（NC、COM）最大 DC24V50mA
●開閉扉信号 なし

LED 表示：なし

LOB-G1DLOT
●定格電圧 DC12V ●最大吸着力 通電時施錠型
●本体寸法 フロント :35 × 205mm 埋込 ( 奥行 ):42mm
●吸着板寸法 ストライク寸法：25 × 90 × 5mm
●重量 本体重量：480g ／ ストライク：20g
●防水 なし
●施解錠信号 無電圧 c 接点（NO、COM、NC）
●開閉扉信号 無電圧ｂ接点（NC、COM）
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電磁錠取付金具
多様な取付金具で既存の扉に後付けで取り付けることができ、様々な取付環境に対応できます。
外開き戸・内開き戸はもちろんのこと、ガラス扉への設置も可能にします。

本体用 / 吸着板用 ： 両方セット

BR-A280-ZLC
●対応電磁錠 LOE-A280LTB
●バラ型番 1 本体用：BR-A280-ZLC-L
●バラ型番 2 吸着板用：BR-A280-ZLC-P

本体用 / 吸着板用 ： 両方セット

BR-A180-ZL
●対応電磁錠 LOE-A180LTB
●バラ型番 1 本体用：BR-A180-ZL-L
●バラ型番 2 吸着版用：BR-A180-ZL-P

本体用 / 吸着板用 ： 両方セット

BR-A280-ZL
●対応電磁錠 LOE-A280LTB
●バラ型番 1 本体用：BR-A280-ZL-L
●バラ型番 2 吸着版用：BR-A280-ZL-P

本体用

BR-A280-CM
●対応電磁錠 LOE-A280LTB
●バラ型番 1
●バラ型番 2

吸着板用

BR-A280-I
●対応電磁錠 LOE-A280LTB
●バラ型番 1
●バラ型番 2
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本体用

BR-A280-LM
●対応電磁錠 LOE-A280LTB
●バラ型番 1
●バラ型番 2

本体用 / 吸着板用：両方セット

本体用 / 吸着板用：両方セット

BR-G1-A

BR-B180-ZL

●対応電磁錠 LOB-G1DLOT
●バラ型番 1
●バラ型番 2

●対応電磁錠 LOEW-B180L
●バラ型番 1
●バラ型番 2

本体用 / 吸着板用：両方セット

本体用 / 吸着板用：両方セット

BR-G1-B

BR-B280-ZL

●対応電磁錠 LOB-G1DLOT
●バラ型番 1
●バラ型番 2

●対応電磁錠 LOEW-B280L
●バラ型番 1
●バラ型番 2

本体用 / 吸着板用：吸着板用（受け金具）

BR-G1-C
●対応電磁錠 LOB-G1DLOT
●バラ型番 1
●バラ型番 2
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解錠ボタン 
通常ドアの内側に設置し、退室時に解錠ボタンを押して解錠する装置です。カード等を認証させる必要が 
ないため誰でも解錠可能です。多様な形状のボタンを用意しました。

●寸法 175 × 94 × 25mm ●重量 135 ｇ
●消費電流
●接点出力 無電圧ｃ接点（NO、NC、COM）最大 30V 2A
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●定格電圧
● LED なし

EX-E1

●寸法 87 x 87 x 27mm ●重量 130 ｇ
●消費電流 50mA
●接点出力 無電圧ｃ接点（NO、NC、COM）最大 30V 2A
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●定格電圧 DC12V / 24V（ジャンパーで設定）
● LED 緑、赤（施錠状態の表示可能）

EX-2

●寸法 81 x 32 x 25mm ●重量 105 ｇ
●消費電流
●接点出力 無電圧 a 接点　最大 30V 2A
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●定格電圧
● LED なし

EX-3

●寸法 60 x 29 x 26mm ●重量 95 ｇ
●消費電流 50mA
●接点出力 NO、COM 最大 30V 2A
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●定格電圧 LED 制御電圧 DC12V
● LED 緑、赤（施錠状態の表示可能。外部制御のみ）

EX-4
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●寸法 86 x 86 x 38mm ●重量 77ｇ
●消費電流 アイドル 30mA　アクティブ 80mA
●接点出力 無電圧ｃ接点（NO、NC、COM）最大 30V 2A
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●定格電圧 DC12V
● LED 青、緑（施錠解錠状態の表示不可）

EX-H5-E

●寸法 115 x 70 x 38mm ●重量 80 ｇ
●消費電流 アイドル 30mA　アクティブ 80mA
●接点出力 無電圧ｃ接点（NO、NC、COM）最大 30V 2A
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●定格電圧 DC12V
● LED 青、緑（施錠解錠状態の表示不可）

●寸法 85.5 x 85.5 x 41mm ●重量 82 ｇ
●消費電流
●接点出力 NO/NC/COM( 無電圧 ) 最大 10A
●使用可能温度 ●定格電圧
● LED なし ●カード規格 EM
●遅延時間 カードを抜いてからリレー OFF になるまで約 10 秒

●寸法 85.5 x 85.5 x 41mm ●重量 82 ｇ
●消費電流
●接点出力 NO/NC/COM( 無電圧 ) 最大 10A
●使用可能温度 ●定格電圧
● LED なし ●カード規格 MIFARE Classic
●遅延時間 カードを抜いてからリレー OFF になるまで約 10 秒

●寸法 86 ｘ 86x30mm ●重量 42 ｇ
●消費電流
●接点出力 無電圧ｃ接点（NO、NC、COM）最大 36V 3A
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●定格電圧
● LED なし

EM 規格のカードを差し込むと作動するリレー

MIFARE Classic 規格のカードを差し込むと作動するリレー

EX-H5-J

CRC-1E

CRC-1M

EX-6
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警報器
警報器と接続すれば、緊急の際にはアラーム音で危険を周知します。
また、LED 搭載機種であれば非常灯としても活躍します。

●寸法 140 × 85 × 32mm ●重量 90g
●定格電圧 DC12V
●消費電流 アイドル 20mA、アクティブ 190mA
●警報音量 112db（1m の距離） ●警報音 2 種類
●使用可能温度 -5℃～ 55℃（氷結、結露のないこと）
●防水機能 なし
配線により警報鳴動と LED 点灯の両方か、片方のみかの選択可。
電源の供給が途切れた場合、バッテリーから供給があれば LED だけが
点灯し非常灯としても機能。

AL-1
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制御リレー
電話やネットワークを介して操作、日時スケジュールを作成し管理したり、制御リレーがあれば複雑なシス
テムも実現可能です。多種多様な制御リレーを用意しました。

CR12V-1
電圧制御リレー
●寸法 31 × 62 × 20mm ●重量 30g
●定格電圧 DC12V
●消費電力 アイドル時 10mA、アクティブ時 40mA
●解錠時間設定 0 ～ 15 秒

CRTEL-2
電話制御リレー
●寸法 38 × 89 × 20mm ●重量 36g
●定格電圧 DC12V
●消費電力 アイドル時 10mA、アクティブ時 90mA
●接点出力 無電圧 c 接点２個、各最大 10A

※ 本製品はご利用のネットワーク環境が関わってくるためメーカー
サポートはございませんので予めご了承ください。

CRTCP-2
ネットワーク制御リレー
●寸法 50 × 70 × 20mm ●重量 49g
●定格電圧 DC5 ～ 24V
●消費電力（12V）アイドル 45mA、アクティブ 140mA
●接点出力 無電圧 c 接点 2 個、各最大 10A
●ソフトウェア Windows 7/8/10
●動作確認環境 Microsoft .NET Framework 4 必須
●アプリ動作確認環境 Android 5.0 以上　※

DIN 規格：DIN 幅 35mm対応

CRTIM-1-12-W
プログラムタイマー
●寸法 56 × 100 × 45mm ●重量 125g
●定格電圧 DC12V
●消費電力 60mA（本製品のみ）
●接点出力 DC12V（最大 30A）
●登録可能プログラム数 17 個（それぞれ ON/OFF の時間を設定可能）
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最小プログラム設定時間：1分

CRTIM1-12V-D

CRHL-1

CRHL-4

プログラムタイマー
●寸法 60 × 60 × 32mm ●重量 75g
●定格電圧 DC12V
●消費電力 60mA（本製品のみ）
●接点出力 NO/NC/COM（最大１6A）
●登録可能プログラム数 16 個（それぞれ ON/OFF の時間を設定可能）

制御リレー
●寸法 26 x 51 x 18mm ●重量 17g
●定格電圧 DC12V
●消費電力 最大 200mA
●リレー数 1 個
●リレー許容電流 最大 10A 250VAC
●リレー制御入力 DC ＋入力か DC －入力を切り替え可

制御リレー
●寸法 51 x 73 x 20mm ●重量 60g
●定格電圧 DC12V
●消費電力 最大 200mA
●リレー数 4 個
●リレー許容電流 最大 10A 30VDC
●リレー制御入力 DC ＋入力か DC －入力を切り替え可
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インターホン
インターホンがあれば訪問者にすぐに対応することができます。カメラ搭載の玄関機であれば、居室から訪
問者を確認することができます。

V-CA2
集合玄関機
●寸法 210 × 116 × 32mm ●重量 475g
●戸数 2 住戸用 ●防水 IP65 準拠
●カメラ 1/3 インチカラー CMOS　1.7mm
●水平解像度 800TVL ●ビューアングル 170 度
●接点出力 12V　c 接点出力（NO、NC、COM）
●電源 モニタから供給 ●設置 埋め込み
●使用環境温度 -10℃～ 50℃

V-CA3
集合玄関機
●寸法 210 × 116 × 32mm ●重量 475g
●戸数 3 住戸用 ●防水 IP65 準拠
●カメラ 1/3 インチカラー CMOS　1.7mm
●水平解像度 800TVL ●ビューアングル 170 度
●接点出力 12V　c 接点出力（NO、NC、COM）
●電源 モニタから供給 ●設置 埋め込み
●使用環境温度 -10℃～ 50℃

V-CA4
集合玄関機
●寸法 210 × 116 × 32mm ●重量 475g
●戸数 4 住戸用 ●防水 IP65 準拠
●カメラ 1/3 インチカラー CMOS　1.7mm
●水平解像度 800TVL ●ビューアングル 170 度

●接点出力 12V　c 接点出力（NO、NC、COM）
●電源 モニタから供給 ●設置 埋め込み
●使用環境温度 -10℃～ 50℃
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カラー	：シルバー、ブラック

V-K1
住戸玄関機
●寸法 ●重量
●防水 IP65 準拠
●カメラ 1/3 インチカラー CMOS　1.9mm（常時 NTSC 出力可）
●水平解像度 800TVL ●ビューアングル 120 度
●接点出力 無電圧 c 接点出力（NO、NC、COM）
●電源 モニタから供給
●使用環境温度 -10℃～ 50℃

V-M1
居室モニタ
●寸法 170×120×23.5mm ●重量 250g
●ディスプレイ 4.3 インチ TFT 液晶 ●留守録 対応
●会話時間 1 回最大 120 秒
●内部メモリ 静止画最大 80 枚
●外部メモリ 別売 MicroSD（最大 32GB）　静止画、動画対応
●解像度 480 ●防犯カメラ 最大 2 台
●消費電流 最大 300mA ●電源 DC12V
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電源関連
AC100V を各機器で使用できるよう DC12V に変換することもできます。バッテリーを接続可能なモデルは、
通電中はバッテリーの充電を行い、停電すると自動的にバッテリー稼働に切り替わります。

POC-1224-5A
DC12V → DC24V コンバーター
●寸法 76 × 74 × 31mm ●重量 290g
●入力電圧 DC12V
●出力電圧 DC24V 最大 5A
●防水 IP66 準拠

POC-2412-5A
DC24V → DC12V コンバーター
●寸法 53 × 64 × 20mm ●重量 75g
●入力電圧 DC24V
●出力電圧 DC12V 最大 5A
●防水

POSR-B3A
制御リレー付電源ユニット
●寸法 90 × 115 × 33mm ●重量 290g
●定格入力電圧 AC100 ～ 200V（50 ～ 60Hz）
●出力電圧 DC12V 3A
●解錠時間設定 0 ～ 10 秒
●バッテリー 接続不可

POSR-Y5A
制御リレー付電源ユニット
●寸法 73 × 132 × 43mm ●重量 280g
●定格入力電圧 AC100 ～ 200V（50 ～ 60Hz）
●出力電圧 DC12V 5A
●解錠時間設定 0 ～ 15 秒
●バッテリー 接続可
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※バッテリー別売

POSR-BY5A
制御リレー付電源ユニット
●寸法 213 × 167 × 70mm ●重量 980g
●定格入力電圧 AC100 ～ 200V（50 ～ 60Hz）
●出力電圧 DC12V 5A
●解錠時間設定 0 ～ 15 秒
●バッテリー 接続・収納可（POB-12V7A

※ 280kg の電磁錠１つとリーダー１つの場合で約 40 分前後持続

POB-12V7A
バッテリー
●寸法 ●重量
●対応製品 POSR-Y5A、POSR-BY5A
●定格電圧 DC12V
●容量 7A
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通信機器
プロ向け産業用 PoE スイッチングハブからプロ向け PoE スイッチングハブまであります。PoEデバイスを監視、
動作不良時は PoE ポートごとに自動再起動。またポートごと削除可能となっています。

POE-4G2F

POE-8G4F

プロ向け産業用 PoE スイッチングハブ
●寸法 46.5 ×163 ×110mm ●重量 1000g
●電源表示 P1, P2 ●システム表示 SYS
●アラーム表示 ALM ●筐体 金属ケース
●インターフェイス表示 Link & ActF1～ F2
●ネットワークポート表示 POE, Link & Act 1 ～ 4
●入力電圧 48 ～ 56VDC ●設置 DIN レール
●入力方法 5 芯 5.08mm ターミナルブロック

バックアップ電源入力 / 過電流保護 / 電源逆接続保護
●消費電力 6W@52VDC
●消費電力最大 60W@52VDC（PoE 出力含む）
●動作環境温度 -40 ～ 75℃
●動作環境温度 5% ～ 95%（氷結、結露のないこと）
●認証 CE, FCC, RoHS ● MTBF 360,000 時間

プロ向け産業用 PoE スイッチングハブ
●寸法 46.5 ×163 ×110mm ●重量 1000g
●電源表示 P1, P2 ●システム表示 SYS
●アラーム表示 ALM ●筐体 金属ケース
●インターフェイス表示 Link & ActF1 ～ F4
●ネットワークポート表示 POE, Link & Act 1 ～ 8
●入力電圧 48 ～ 56VDC ●設置 DIN レール
●入力方法 5 芯 5.08mm ターミナルブロック

バックアップ電源入力 / 過電流保護 / 電源逆接続保護
●消費電力 6W@52VDC
●消費電力最大 96W@52VDC（PoE 出力含む）
●動作環境温度 -40 ～ 75℃
●動作環境温度 5% ～ 95%（氷結、結露のないこと）
●認証 CE, FCC, RoHS ● MTBF 360,000 時間
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POE-NU4G2U

POE-N8G2F

プロ向け PoE スイッチングハブ
●寸法 75 ×125 ×27mm ●重量 500g
●帯域 12Gbps
● 10M ポート 最大 14800pps
● 100M ポート 最大 148800pps
● 1000M ポート 最大 1488000pps
●入力電圧 AC100-240V/50-60Hz
●入力方法 C ジャック入力

アース接続
● 1 ポート最大消費電力 30W ●合計最大消費電力 150W
●動作環境温度 0 ～ 40℃
●動作環境温度 10% ～ 90%（氷結、結露のないこと）
●認証 CE, ROHS, FCC, CCC

プロ向け PoE スイッチングハブ
●寸法 285 ×180 ×44mm ●重量 1500g
●転送モード store and forward
●帯域 20Gbps
●パケット転送レート 14.88Mpps
●MACアドレス登録数 8K MAC アドレステーブル
●入力電圧 AC100-240V/50-60Hz
●1 ポート最大消費電力 30W ●合計最大消費電力 150W
●動作環境温度 0 ～ 40℃
●動作環境温度 10% ～ 90%（氷結、結露のないこと）
●認証 CE, ROHS, FCC
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その他
システムに組み込んだり施工に使用することで、より便利に、より美しく仕上げることができます。

吸着板寸法：61	x	61	x	47mm、吸着板重量	：310g

吸着板寸法：61	x	61	x	47mm、吸着板重量	：270g

O-NZ5-MT

DC-1

DF-1

DF-2

PCU-1E

ドアチャイム
●寸法 88 × 62 × 23mm ●重量 65g
●定格電圧 DC12V
●消費電流 (12V) スタンバイ 1mA、アクティブ 10mA
●防水 なし

取付台
●寸法 22 × 46 × 46mm ●重量 740g
●定格電圧
●対応リーダー RER-NZ5E、RER-NZ5E
●防水

ドアストッパー
●本体寸法 110 × 80 × 80mm ●重量 670g
●定格電圧 DC12V/24V（ジャンパーピンにより切替）
●消費電流 DC12V:180mA
●最大吸着力 60kg（参考値） ●防水 なし

ドアストッパー
●本体寸法 110 × 118 × 93mm ●重量 930g
●定格電圧 DC12V/24V（ジャンパーピンにより切替）
●消費電流 DC12V:180mA
●最大吸着力 60kg（参考値） ●防水 なし

USB カードリーダー
●寸法 105 × 70 × 12mm ●重量 70g
●対応環境 Windows 7 / 8 / 10　USB 接続（ドライバー不要）
●読取規格 EM（10 桁の固有 ID）
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マグネットセンサー反応距離：10mm 以内（環境により異なる）
カラー：ホワイト / ブラウン

マグネットセンサー反応距離：50mm 以内（環境により異なる）

DS-1NC

DS-2NC

閉扉センサー
●本体寸法 11 × 11 × 17mm ●重量 8g（センサー 5g）
●マグネットセンサー寸法 11 × 11 × 17mm ●防水 あり
●扉感知 NC タイプ（閉扉センサー）
●接点容量 最大 DC30V 300mA

閉扉センサー
●本体寸法 106 × 38 × 10mm ●重量 85g（センサー 100g）
●マグネットセンサー寸法 106 × 38 × 15mm ●防水 あり
●扉感知 NC タイプ（閉扉センサー）
●接点容量 最大 DC30V 500mA



製品のご購入やお問合せは下記までご連絡ください。

http:// lavish-lock.com
株式会社エナスピレーション
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15
東京都千代田区神田北乗物町 7
TEL：050-5213-1720  /  FAX：050-3606-1402


