
 

取扱説明書

このたびはディプロマット製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

金庫を正しく安全に使っていただくため、ご使用になる前に、この取扱説明書、および同梱の注意書き等は

必ずお読みください。

本取扱説明書は、金庫を操作する際にいつでも見れるように、大切に保管しておいてください。

目次
部位の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

ご使用前の準備と乾電池の取り付け・・２

金庫のご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２～３

初めてのドアの開け方

ロックのかけ方

暗証番号の登録方法

便利な機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３～４

デュアルコントロール

暗証番号非表示とテンキー操作音消去

スクランブル数字

アラーム機能

リセット機能

暗証番号間違えロック機能

乾電池の交換時期 ・・・・・・・・・・・・・・４

よくある質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

故障かな・・・と思ったら ・・・・・・・・・・５

保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

修理を依頼されるときは ・・・・・・・・・６

クリスタルシリーズ

■金庫の設置場所について
・水濡れ、油汚れ、埃、錆、腐食、極寒、極暑、温泉地での使用、虫の侵入、愛玩動物等の糞尿等は故障の原因になります。

なお、設置環境やご使用方法が原因での故障と判明した場合は弊社規定により、保証期間内であっても保証の対象外とさせて頂きます。

・金庫の右側面上部に「MODEL」番号と「SERIAL」番号の記載されているシールがございます。

カストマーサービスデスクへお問い合わせの際は、この番号が必要となりますので、シールが確認出来るような場所への設置をおすすめ致します。

「MODEL」番号と「SERIAL」番号の確認が出来ない場合は、お問い合わせの対応にお時間をいただくか、対応が出来ない場合がございます。

■お手入れについて
・乾いたやわらかい布で拭いて下さい。

・ベンジン、アルコール、洗剤等は変形したり、塗装が剥がれたりする可能性がありますので使用しないでください。

■お願い
・ドアを開けた状態で長時間放置しないでください。

※ドアの重量でヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。

セキュリティ上のことも考え、ドアを開けている時間は必要最低限にしてください。

・ドアの開閉時に下方向、または上方向へ力を加えないでください。

※ヒンジ部分に負担がかかり、ドアの傾き等、故障の原因となります。設置場所によっては金庫が動いたりする恐れもございます。

安全面も含め、ドアはゆっくり水平に動かしてください。

同梱されているもの
・本取扱説明書（保証書含）

・使用上の注意

・動作確認用乾電池（４本）

・鍵４本（２本×２）
（オフィスセーフシリーズのみ）

オフィスセーフシリーズ

耐火ファイリング

キャビネット

ホーム&オフィスセーフシリーズ

R３デジタルロック

使用製品
EDL88デジタルロック

使用製品

MODEL（品番）

SERIAL（シリアル）

控えておくと便利です

MODEL

SERIAL

金庫右側面上部

プレミアムセーフ

NEXTシリーズ
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◆R3テンキーカバーの開け方
左手、親指と中指、薬指でテンキー銀色の部分を握り、親指部分を押しながら約1センチ引いてください。

約1センチ引いた後に、ゆっくりと写真のように開けてください。 (カバーの左側は外れません)

※付属のアルカリ単四乾電池をプラス、マイナスを確認しながら取り付けして下さい。

１、ご使用前の準備と乾電池の取り付け

電池の寿命は毎日３回の開閉を基準として１年程度ですが、使用環境等によって異なります。

購入時に付属されていた電池は動作確認用の為、早い時期に消耗する可能性があります。

２-１) 初めてのドアの開け方
① 「C」ボタンを押す。「ピッ」と音が鳴る。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

② 工場出荷時の暗証番号「１２３４５６」を押す。

③ 「♯」ボタンを押す。(メロディー音が鳴り、ディスプレイに「OPEnd」が表示される。

④ メロディー音が流れている間にレバーを操作し、ドアを手前に引きます。

※レバーの操作方法

オフィスセーフシリーズ・・・レバーを上に上げる。

クリスタルシリーズ/ホーム&オフィスセーフシリーズ・・・レバーを右に回す。

NEXTシリーズ・・・レバーを左に回す。

耐火ファイリングキャビネット・・・レバーを手前に引く。

注意：ドアを開けた状態で、レバーを回すと、カンヌキが出た状態になり、閉められなくなります。

ドアを閉める前にカンヌキが出てしまった場合は「C」 →「暗証番号」→「♯」 でレバーを操作してロックを外して下さい。

・オフィスセーフシリーズ・・・ドアを閉めると自動でロックがかかります。

次にシリンダーキーを左に３６０度回すことによりダブルロックとなります。

※シリンダーキーを開けた状態であれば、テンキー操作のみで解錠が可能です。

・クリスタルシリーズ/ホーム&オフィスセーフシリーズ

・・・ドアを閉めレバーを左に回すとロックがかかります。

・NEXTシリーズ・・・ドアを閉めレバーを右に回すとロックがかかります。

・耐火ファイリングキャビネット・・・引出しを閉めると自動でロックがかかります。

注意：ドアを閉める時に、カンヌキが出ていないことを確認してください。

カンヌキが出ている状態でドアを閉めますと、金庫の破損、キズ等の

原因となります。

２、金庫のご使用方法

部位の名称
ドアの裏面（M)ボタン
（写真のように刻印かラベルが貼付されています）

耐火ファイリングキャビネットの

引出しの解錠、施錠について

・最上段の引出しが開いた状態

→最上段の引出しが５センチ程度開

いていれば２段目以降は解錠します。

・最上段の引出しが閉じた状態

→２段目以降は引出し右側面のフック

の状態によって変わります。

※引出しの右側面に説明がございま

すのでご覧ください。

注意 ： カバーを開けるときは、無理に引っ張らないようにご注意願います（配線が切れるか、カバーが破損する場合があります）

カバーを閉める時も、配線を挟んだりすると配線が切れてしまう可能性がありますので、ご注意願います。

◆EDL88テンキーカバーの開け方
右写真の〇部分を押しながら右にスライドしてください。

※付属のアルカリ単三乾電池をプラス、マイナスを確認しながら取り付けして下さい。

ここを押しながら右にスライドさせる

レバー

テンキー

レバー シリンダー テンキー
レバー

テンキー

レバー

テンキー

金庫正面

電池を正しく取り付けしてください。

※オフィスセーフシリーズのシリンダーキー付きの金庫はテ

ンキーの操作前に、あらかじめシリンダーキーを右に360度

回しておいてください。

２-２) ロックのかけ方
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原因となります。

*ドアを開けた状態で行います。

まずお客様自身で数字を決めて下さい（４～１６ケタまでの登録可能です。)

① ドアの内側にある「M」ボタンを押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

② 「－－－－－－」の表示が消える前に、お客様自身で決められた暗証番号を押す。

③ 「♯」ボタンを押す(メロディー音と共にディスプレイにEntErdと表示)

例)暗証番号を「４５０８１５」と登録するならば

と続けて押すとメロディー音と共にEntErdと表示されます。

※まだドアは閉めないでください。

◆必ず確認をして下さい ： 暗証番号の登録が正しく出来たか、下記の方法で確認します。

登録した暗証番号が「４５０８１５」であれば 「C」→「４５０８１５」→「♯」 とボタンを押してください。

メロディー音が３秒間鳴り、ディスプレイに「OPEnd」が表示されていれば、暗証番号が正しく登録出来たと判断出来ます。

暗証番号が正しく登録出来ていることが確認出来たら、ドアを閉めてください。

３、便利な機能

デュアルコントロール機能を使うためには、既に登録された暗証番号と別に、

２番目の暗証番号を登録する必要があります。(４～１６ケタまでの登録が可能です)

*登録方法：ドアを開けた状態で行います。

２番目の暗証番号を登録します。

①ドアの内側にある「M」ボタンを押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

②「２」を押す→「♯」を押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

③「－－－－－－」の表示が消える前に、お客様自身で決められた２番目の暗証番号を押す。

④「♯」を押す。(メロディー音と共にディスプレイにEntErdと表示)

例)２番目の暗証番号を「７１０８１８」と登録するならば

と続けて押すとメロディー音と共にEntErdと表示されます。

これで２番目の暗証番号の登録は完了です。

※まだドアは閉めないでください。

デュアルコントロール機能を開始します。

①ドアの内側にある「M」ボタンを押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

②「９」を押す→「♯」を押す。（ディスプレイに「duAL」と表示されます）

デュアルコントロール機能が設定されました。

※まだドアは閉めないでください。

・デュアルコントロール機能でドアを開ける方法
＊必ず確認をしてください。

２番目の暗証番号が正しく登録されたか確認する為に、最初はドアを開けた状態で下記①～③の動作を確認してください。

下記③まで入力をして、「OPEnd」が表示されれば、暗証番号が正しく登録されていると判断できますので、ドアを閉めても問題ありません。

①「C」ボタンを押す。（ディスプレイに「dUAL」と表示されます）

②１番目の暗証番号を押して「♯」を押す。

（メロディ音が鳴り、ディスプレイに「－－－－－－」と点滅表示されます）

③２番目の暗証番号を押して「♯」を押す。(メロディー音が鳴り、ディスプレイに「OPEnd」が表示される。

④メロディー音が流れている間にレバーを操作し、ドアを手前に引きます。

・デュアルコントロールを解除する方法
①ドアの内側にある「M」ボタンを押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

②「－－－－－－」の表示が消える前に、「９」を押す→「♯」を押す。

（ピー音とともに、ディスプレイに「Single」と表示されます）

これでデュアルコントロール機能は解除されました。

注意： デュアルコントロールを解除すると、自動的に2番目の暗証番号は消去されます。

(ディスプレイにdUALと表示)

(ディスプレイにOPEndと表示)

(ディスプレイにSingleと表示)

３-1) デュアル・コントロール ： 2つの暗証番号を合わせて開錠したい場合

２-３) 暗証番号の登録方法

※2番目の暗証番号の登録が出来ていない場合は、「M」→「９」→「＃」を押した後に

「Eｒｒor」と表示されます。

※「OPEnd」の表示がされずに、「Error」と表示される場合は、暗証番号の登録を失敗しているか、入力を間違えております。

その場合は、暗証番号の登録を最初からやり直してください。

暗証番号登録後は

「Ｃ」→「新暗証番号」→「♯」→レバー操作で解錠出来ます。
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３-２) 暗証番号非表示とテンキー操作音消去

テンキーに入力した暗証番号の非表示とテンキー操作音を消去する機能です。

設定方法

①ドアの内側にある「M」ボタンを押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

②「７」を押す→「♯」を押す。（ピー音とともに、ディスプレイに「HIdE」と表示されます）

解除方法

①ドアの内側にある「M」ボタンを押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

②「７」を押す→「♯」を押す。（ピー音が鳴ります）

※暗証番号入力後のメロディ音（解錠音）はセキュリティ上消去出来ません。

３-３) スクランブル数字 ：暗証番号の覗き見防止機能
暗証番号の前後に任意の数字を入力していても、あいだに暗証番号を入力すれば解錠します。

例)  お客様が設定した暗証番号が「１２３４５６」の場合

「C」➡３２１(任意番号)➡１２３４５６(暗証番号)➡１１１(任意番号)➡「♯」 と入力しても解錠します。

３-４) アラーム機能：盗難防止アラーム

① 「C」ボタンを押し、ディスプレイに「LobAtt」と表示されると電池交換の時期です。

② 電池切れの場合、暗証番号が正しく押されてもドアは開きません。

すみやかに新しい電池(アルカリ乾電池×４本)と交換して下さい（４本とも新しい電池に交換してください）

◆乾電池寿命：約１年(アルカリ乾電池×４本で、1日３回の開閉をした場合)

※電池の寿命はご使用の環境や、使用状況により異なります。

◆電池が完全になくなっても、暗証番号は保持されます（電池を交換しても暗証番号は保持されます）

※電池の電圧が不安定な状態（電池が切れる直前）ですと、稀にLobAtt表示がされないことがございます。

「OPEnd」と表示がされても、レバー操作が出来ない場合は電池を交換してください。

ドアが開閉しにくくなったら電池交換時期です。

テンキーの動作が固まった場合は、カバーを開けて右図〇部分の

リセット・スイッチを押して下さい。（EDL88はピンセット等の先の細いもので押してください）

「ピッピッピッ」と音が鳴りディスプレイに「ｇｏｏｄ」と表示されます。

※リセット・スイッチを押しても登録した暗証番号は保持されます。

３-６) 暗証番号間違えロック機能

暗証番号を５回間違えると、５分間テンキーの操作が出来なくなります。

ロックがかかった場合は表示部分に残りの時間（分）「5」、「4」、「3」、「2」、「1」と表示されます。

ロック時間経過後操作願います。 残り５分の表示です

４、乾電池交換の時期 ： 電池切れ警告表示

３-５) リセット機能 ： テンキーの再起動

EDL88 R3

振動、衝撃、傾きを感知すると警報音が鳴る機能です。（約６５㏈の音が鳴ります）

※傾きは約４５度で感知します。

設定方法

①ドアの内側にある「M」ボタンを押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

②「８」を押す→「♯」を押す。（ピー音とともに、ディスプレイに「ALErt」と表示されます）

解除方法

①「C」を押す。（ディスプレイに「－－－－－－」と表示されます）

②暗証番号を押す→「♯」を押す。

(メロディー音が鳴り、ディスプレイに「OPEnd」が表示される）

※ドアを開ける時と同じ手順です。

注意：ドアを開けると自動的にアラームセットが解除されます。

注意：ドアを開ける毎に必要に応じてアラームをセットして下さい。

ピロピロ・・

(ディスプレイにALErtと表示)

アルカリ乾電池のみご使用

出来ます。

アルカリ乾電池以外の乾電

池（マンガン乾電池等）のご

使用はおやめください。
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「C」ボタンを押すと、「LobAtt」と表

示される。 電池の交換時期になります。
4本とも全て新品のアルカリ乾電池への交換をお願い

します。

電池の交換を行なった後、ドアを開け

ようとして、「OPEnd」と表示される

がドアが開かない。

交換した電池の電圧が低下している可

能性があります。

長期間保管の電池は未開封でも放電し、電圧が低下し

ている可能性があります。新しい乾電池をお買い求め

頂き、4本とも交換してください。

暗証番号入力後「Error」と表示され

て、ドアが開かない。

間違った暗証番号を入力されていま

す。

正しい暗証番号をお確かめの上、再度暗証番号の入力

をお願いします。

暗証番号入力後「OPEnd」と表示され

るがドアが開かない。

電池が消耗している可能性がありま

す。

4本とも全て新品のアルカリ乾電池への交換をお願い

します。

「OPEnd」の表示が消えてから、レ

バーの操作をしている可能性がありま

す。

「OPEnd」の表示がされ、音が鳴っている間にレ

バーを操作してください。操作前に表示が消えてしま

うと再度ロックがかかります。

金庫内に書類等を入れ過ぎている可能

性があります。

ドアが書類等により手前に押されている為、ドアを押

しながらレバーを操作して開けてください。

暗証番号を忘れてしまったの

ですが・・・

・ディプロマット・ジャパンでのマスターコードの照会（有償）が必要となります。

セキュリティ上、封書での照会になります。電話やFAX等での照会は一切出来ません。

照会の手順については、ホームページをご覧頂くか、お問合せください。

シリンダーキーを追加で欲し

いのですが・・・

・ディプロマット・ジャパンでの購入が可能です。

購入の手順については、ホームページをご覧頂くか、お問合せください。

こんなとき こんな理由かも お確かめください

暗証番号はどのように変更す

るのですか？

・最初に暗証番号を登録して頂いた時と、同じ手順で変更出来ます。

新しい暗証番号を登録すると、今までの暗証番号は消えて新しい番号になります（上書きされます）

暗証番号の変更後、ドアを閉める前に登録した暗証番号にお間違えがないか、必ずお確かめください。

金庫内の棚板やトレイを購入

したいのですが・・・
・金庫をお買い求めになられた、販売店にお問合せください。

故障した場合は当日対応可能

ですか？

・故障状況やお客様のお住いの地域により、当日対応、翌営業日以降対応か異なります。

修理対応はほとんどの場合、2営業日以内にお客様宅へお伺いすることが可能ですが、状況により異なりますので、数日

間ご不便をお掛けする場合がございます。

Ｑ Ａ

本日金庫が届きました、初め

てドアを開けようとしたが開

きません。

・取扱説明書等の入っていた、ビニール袋が挟まっていませんか？

ビニール袋が挟まっていることにより、ドアが手前に押されている可能性がありますので、ビニール袋を取って頂き、解

錠してください。ビニールが切れたりして取れない場合は、ピンセット等で取って頂くか、解錠時にドアを押しながら、

レバーを操作してください。

カンヌキが出ている為、ドア

が閉まりません。
・金庫を開ける時と、同じ操作をおこなってください。

「C」ボタン→暗証番号→＃ボタン→レバー操作

ドアが開閉しにくくなったら電池交換時期です。

５、よくある質問

６、故障かな・・・と思ったら

ディプロマット・ジャパンホームページにも「よくある質問」を掲載しております。

併せてご覧ください

ディプロマット・ジャパンホームページにも「故障かな・・と思ったら」を掲載しております。

併せてご覧ください
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※①　修理を依頼する際に必要な情報

修理を依頼されるときは、当取扱説明書の「よくある質問」（5ページ）、「故障かな・・・と思ったら」（5ページ）や

ディプロマット・ジャパンホームページの「よくある質問」、「故障かな・・・と思ったら」をご覧頂き、

それでも直らないときは、以下の情報（※①）をご用意頂き、弊社カスタマーサービスデスクまでご連絡ください。

修理を依頼されるときは

MODEL（品番）とSERIAL（シリアル）は金庫

の右側面上部のシルバーのシールに記載さ

れています。

ＭＯＤＥＬ（品番）

ＳＥＲＩＡＬ（シリアル）

故障の状況（具体的に）

ご購入日

ご購入先

ご住所

お名前

お電話番号

保証期間を過ぎている場合は

１８か月の保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用になれる場合は、お客様のご要

望により有償にて修理をさせて頂きます。

保証期間中は

製品保証規定に従って修理をさせて頂きます。

詳しくはディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

・修理の為、取り外した部品は無償修理、有償修理に関わらず、弊社で回収させて頂きます。

・弊社は補修用性能部品を販売打ち切り後、５年保有しています。

ディプロマット・ジャパン

お問い合わせの内容によっては、購入したことを証明出来る書類をご提示頂くことがございます。

ご提示出来ない場合はセキュリティ上、対応出来ないことがございます。必ず大切に保管しておいてください。

この取扱説明書の記載内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

最新の内容はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

ご購入後の使用方法に関して対応します

TEL：03-6424-8588 FAX：03-6424-8382
ホームページ http://diplomat-jpn.com/
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