
タッチスクリーン＆指紋認証式ロック(TFL)使用製品



TFL タッチスクリーン＆指紋認証式ロック
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★ TFL (タッチスクリーン＆指紋認証式ロック)はユーザーが設定された暗証番号、

    または指紋による2種類のロックによる開閉方法が選べます

電池ケース

上部パーツを左に廻すと上部と下部のパーツが分離し、下部パーツの電池ボックスに単
３アルカリ電池を所定の位置に４本セットします。

下部パーツ

上部パーツ 下部パーツ

回して外す

上部パーツ

リセットボタン

ドア裏： Ｍ メモリーボタン

金庫をご使用される前に・・・

１） 電池を所定の位置にセット

２） 初期設定コード、１，２，３，４，５，６  →  OPEN により金庫の扉を開く。



 

Ａ. 暗証番号による使用方法

A1. 初めての扉の開け方

A2. 暗証番号の登録方法 : ドアは開けたままで

A3. ロックの掛け方

１） スクリーンをタッチします。ピッと鳴り、スクリーンが点灯。

２） スクリーンの数字に初期設定コードの １，２，３，４，５，６ をタッチ。

３） 続けて OPEN を押します。

４） メロディ音とスクリーンに OPEnd のサインがでている間（3秒間）にハンドル（またはノブ）を右に回し扉を開ける。

１）先ずユーザー様自身にて4桁から16桁までの暗証番号を決めて下さい

２）ドアの裏側にある Ｍ ボタンを押します。（ピッと鳴ります）

３）スクリーンに決めた暗証番号をタッチします。ピッと鳴り、スクリーンが点灯。

４）続けてENTERをタッチします。メロディ音とスクリーンに EntErd のサインが表示されます。

１，２，３，４，５，６　→　OPEN

Ｍ　→　暗証番号（4桁～16桁）   →　ENTER 

登録した暗証番号（4桁～16桁）   → 　OPEN

メロディ音とスクリーンに OPEnd のサインがでている間（3秒間）にハンドル（またはノブ）を右に回し扉を開ける。

続けてドアは開けたままで　暗証番号の登録を行う。

注意：

※ 間違った番号を入力した場合はピッと鳴り、スクリーンに Error と表示。

※ 間違った番号を5回入力した場合、5分間操作不能となります。

DBAUM500：ドアを閉め、ノブを左に回す。
DBAUM700、DBAUM800：ドアを閉めると自動でロックが掛かります。

注意：

※ ドアを閉める前に登録した暗証番号で開ける事が可能か必ず以下の通りお試しください。

操作不能状態とは：

※ スクリーンをタッチしても反応しません。

※ 操作不能状態の解除までの分数（5-4-3-2-1）がスクリーンに表示。

※ ５分後に操作不能状態は解除します。
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Ｂ. 指紋認証による使用方法

B1. 指紋の登録方法：ドアは開けたままで

Ｍ   →３→   ENTER   →   暗証番号（4桁～16桁） →　ENTER  →  指紋登録（３回）

登録した指紋を削除する時の注意：全ての登録した指紋登録が削除されます

指紋登録時の注意：
※ 指紋が薄い、傷がある等、登録出来ない場合があります。
※ 指紋は１２８個まで登録出来ます。
※ 間違えた場合はもう一度１）に戻り初めから行って下さい。

注意：
※ 間違った指紋（指）を入力した場合はピッ、ピッ、ピッと鳴り、スクリーンに Error と表示されます。
※ もし間違った指紋を5回入力した場合、5分間操作不能となります。

操作不能状態：
※ スクリーンをタッチしても反応しません。
※ 操作不能状態の解除までの分数（5-4-3-2-1）がスクリーンに表示。
※ ５分後に操作不能状態は解除します。

１）ドアの裏側にある  Ｍ  ボタンを押します。（ピッと鳴ります）
２）スクリーンの ３ をタッチします。（ピッと鳴ります）
３）スクリーンの  ENTER  をタッチします。（ピッと鳴ります）
４）既に登録された暗証番号をタッチします。（ピッと鳴ります）
５） ENTER をタッチします。メロディ音とスクリーンに  Finger  のサインが表示されます。
６）登録したい指紋（指）をスクリーン下で点滅している手前の四角のスキャン部分（指紋読取部）の上
     にゆっくり3回置きます。 指紋が登録されるとメロディ音とスクリーンに EntErd のサインが表示されます。
     ※１回目、２回目に登録された場合はピッ音、３回目はメロディ音が鳴ります。

１） ドアの裏側にある Ｍ ボタンを押します。（ピッと鳴ります）
２） スクリーンの ENTER をタッチします。（ピッと鳴ります）
３） スクリーンの３ をタッチします。（ピッと鳴ります）
４） スクリーンの ENTER をタッチします。スクリーンに CLEAr のサインが表示されます。

B2. 指紋認証によるドアの開け方

B3. 登録した指紋の削除方法

１） スクリーンをタッチします。ピッと鳴り、スクリーンが点灯します。
２） 登録した指紋（指）をスクリーン下で点滅している手前の四角のスキャン部分に置きます。
３） メロディ音とスクリーンに OPEnd のサインがでている間（3秒間）にハンドル（またはノブ）を右に回し扉を開ける。
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Ｃ. その他の機能

C1. デュアルコントロール機能：

C2. 暗証番号の非表示とサウンドの消音機能

２つの暗証番号の組合せによりロックを開錠。

覗き見による暗証番号認知の防止機能。

▶ 既に登録をしている暗証番号に加え、２番目の暗証番号を登録します。

１）ドアの裏側にある Ｍ ボタンを押します。（ピッと鳴ります）
２）スクリーンの 2 をタッチします。（ピッと鳴ります）
３）スクリーンの ENTER をタッチします。（ピッと鳴ります）
４）スクリーンにお決めになった２番目の暗証番号（4桁～16桁）をタッチします。
５）スクリーンの ENTER をタッチします。スクリーンに EntErd のサインが表示され、
２番目の暗証番号を登録されました。

機能のセットと解除

Ｍ  （ドア裏）　→　７　→　ENTER　スクリーンの hidE または CLEAr のサインが表示されます。

C3. スクランブル機能：
暗証番号を見られる恐れがある時、暗証番号を入力すれば、どんな数字を前後に入れても開ける事が出来ます。

注意：非表示、消音設定にしても扉が開くときは解錠音が鳴ります。

C4. リセット機能
スクリーンが表示されない、反応しない場合、リセットボタンを押してください。登録した暗証番号、指紋は消えません。

Ｍ　→　２　→　ENTER　 →　２番目の暗証番号（4桁～16桁）   →　ENTER 　

Ｍ　→　９　→　ENTER　

▶ デュアルコントロール機能のセット
１）ドアの裏側にあるＭボタンを押します。（ピッと鳴ります）
２）スクリーンの９をタッチします。（ピッと鳴ります）
３）スクリーンの  ENTER  をタッチします。（ピッと鳴ります）。スクリーンに dUAL または 5in9LE のサインが表示されます。

▶ デュアルコントロール機能の使用した際のドアの開け方

注意：デュアルコントロールの状態の際は指紋認証により扉を開ける事は出来ません。

スクリーンにタッチ　→　最初に登録した暗証番号　→　OPEN   →　２番目に登録した暗証番号　→　OPEN

▶ デュアルコントロール機能の解除。

Ｍ　→　９　→　ENTER　スクリーンに SingLE のサインが表示されます。

注意：デュアルコントロール機能を解除した際、２番目の暗証番号は自動的に消えます。
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金庫の傾けや衝撃によるアラームの作動が設定できます。

Ｄ. 電池交換
※ 電池交換の目安は１日３回の使用で約６か月間となります。
※ 以下の場合、速やかに電池(1.5V、単３アルカリ、４本)を交換下さい。

１）スクリーンにタッチした際、スクリーンに LobAtt が表示される。
２）スクリーンに          のアイコンが表示される。
３）スクリーンの表示に問題が無くてもドアが開かない場合。

ホームページ　 http://diplomat-jpn.com/

ご購入後の使用方法に関して対応します。

※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。

Ｅ. Ｑ＆Ａ
※ スクリーンにタッチした際、スクリーンに LobAtt が表示された場合は電池を交換してください。（D参照）
※ 登録した暗証番号または指紋を入力した際、スクリーンに Error が表示された場合、登録した暗証番号
    または指紋は正しくありません。（A1，B2参照）
※ 登録した暗証番号を入力した際スクリーンに  ------  が表示された場合、金庫はデュアルモードに設定さ
    れています。（C1参照）
※ 操作しても何も反応がない場合はリセットボタンを押してください。（C4参照）

C5. アラーム機能：
アラーム設定は扉を開ければ自動的に解除します。 ユーザーは扉を開けた後、都度アラームの設定が必要です。

機能のセット : Ｍ （ドア裏）  →  ８  →   ENTER  スクリーンの ALErt が表示されます。10秒後セットが終了します。
機能の解除 : 登録した暗証番号、登録した指紋認証、デュアルモード機能により扉を開けた場合

 

注意：バッテリーが完全に無くなっても登録された暗証番号、指紋のデータは消えません。

※ 製品保証規定についての詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。

※ 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。

※ ディプロマット・ジャパンホームページに「よくある質問」を掲載しております。併せてご覧ください。

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。


