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２．トップ画面の機能について
ソフトを起動すると、最初に[IC-LOCK管理]画面が表示されます。

１．ICLOCK Manager Ver.3について

同ソフトは、シリンダーＩＣロック、マネジメントロック（ＭＬ）のデータ更新や履歴の閲覧、ファイルの保存の作業や
エントンランスＩＣ５０００をオフラインで運用する際のデータ管理を行うことができます。

出来ること

・シリンダーＩＣロックにアップロードするＩＣ情報の登録・編集、ファイルの作成・保存
・シリンダーＩＣロックからダウンロードしたＩＣ情報の編集とファイルの保存
・シリンダーＩＣロックからダウンロードした履歴の閲覧
・ＩＣ情報・履歴情報の印刷
・保存されるデータベースのバックアップ

・エントランスＩＣ５０００にアップロードするＩＣ情報の登録・編集、ファイルの作成・保存
・エントランスＩＣ５０００からダウンロードした履歴の閲覧
・ＩＣ情報・履歴情報の印刷
・保存されるデータベースのバックアップ

ファイル

管理

印刷

Ｈｅｌｐ

設定

ＩＣデータや履歴ファイルの読み込み、保存、データベースのバックアップの操作をします。

建物管理や顧客管理（ＩＣ情報管理）、シリンダーＩＣロック、エントランスＩＣ５０００、マネジメントロックへ
アップするデータ管理、エントランスの履歴表示などの操作を行います。

顧客管理（ＩＣ情報管理）や、シリンダーＩＣロック、マネジメントロックのＩＣ登録、履歴の印刷、エントランス
部屋情報、履歴の印刷作業を行います。

管理ソフトのパスワードの変更を行います。

管理ソフトの機能について表示します（８月末現在、Ver３へは対応しておりません）

メニューバーについて

１

Management   ock
・マネジメントロック（ＭＬ）にアップロードするＩＣ情報の登録・編集、ファイルの作成・保存
・マネジメントロック（ＭＬ）からダウンロードしたＩＣ情報の編集とファイルの保存
・マネジメントロック（ＭＬ）からダウンロードした履歴の閲覧
・ＩＣ情報・履歴情報の印刷
・保存されるデータベースのバックアップ　　※マネジメントロックのソフト内での表示は「ＬＭ」



３．基本操作（建物管理）
この管理ソフトを使用する際、最初に行う作業です。データを作成・管理する建物名を登録します。
【シリンダーＩＣロック、エントランスＩＣ５０００、マネジメントロック全てに対し、共通の作業です。】

管理 建物管理 建物名を入力 建物追加

■建物名は複数登録することができます。
　複数登録する場合は、建物名を入力し
　建物追加を繰り返してください。

■以後、ここで登録した建物名でシリンダー
　ＩＣロックやエントランスＩＣ５０００
　マネジメントロックを管理することになります
　ので、分かりやすく、管理しやすい名前を
　入力してください。

ＩＣ－ｌｏｃｋ管理画面、ＭＬ管理画面では、このエリアに建物名が表示されます。

3.1建物名の登録

3.2建物名の削除

管理 建物管理 削除する建物名をクリック 建物削除

注意！：建物名にシリンダーＩＣロック，マネジメントロックのシリアルＮｏ（部屋情報）を既に登録している場合は
　　　　　削除できません。先に、シリンダーＩＣロック、マネジメントロックのシリアルＮｏ（部屋情報）を削除する必要があります。

①メニューバーの[管理]
　[建物管理]を選択して
　建物管理のサブウインドウ
　を表示させます。

②建物目録欄に管理する
　名称を入力して、[建物追加]
　をクリックします。

③下の建物名の表示欄に
　入力した名称が表示され
　ます。

④建物管理のサブウインドウを閉じる
　とＩＣ－Ｌｏｃｋ管理画面の左上に
　ある建物目録欄に入力した建物名
　が表示されます。

①メニューバーの[管理]
　[建物管理]を選択して
　建物管理のサブウインドウ
　を表示させます。

②削除したい建物名を
　下の一覧から選び
　[建物削除]をクリック
　します。

③一覧から削除されます。

２



４．基本操作（顧客管理）
顧客管理は、シリンダーＩＣロック、エントランスＩＣ５０００、マネジメントロックにＩＣ情報を登録するためのデータベース
になります。ＩＣ情報の登録方法は、シリンダーＩＣロックやマネジメントロックからダウンロードしたファイルを使用し登録
する方法と、ＰＣに接続したデータターミナルからＩＣ情報を登録する２パターンがあります。

ﾌｧｲﾙ選択 建物名選択

4.1　シリンダーＩＣロックのデータファイルを使用する

ﾌｧｲﾙの場所選択 開く 確認

①メニューバーから[ファイル][開く]をクリック
　します。

ファイル 開く

②[ファイルを開く]サブウインドウが開きます。シリンダーＩＣ
　ロックからダウンロードしたファイルが収納されている場所
　を探し、開きたいファイル名を選択して[開く]をクリック
　します。ＩＣ情報のファイルは、頭にＣが付きます。

③紐付けする建物名を
　選択してから[確認]
　をクリックします。

①取り込んだファイルデータの確認は、左の建物目録にある
　建物名をクリックすると、下のＩＣ－Ｌｏｃｋ目録に部屋番号
　（ＩＣ－Ｌｏｃｋ　Ｃ/Ｎ）が表示されます。取り込んだ番号が
　表示されない場合は、他の画面に一旦切り替えるか、終了
　して再度立ち上げてください。

②ＩＣ－Ｌｏｃｋ目録の部屋番号（ＩＣ－Ｌｏｃｋ　Ｃ/Ｎ）から取り
　込んだ番号をクリックすると、赤枠のエリアにＩＣ情報が表示
　されます。名前や詳細を追加したいＩＣの[行]をダブルクリック
　します。

建物名選択 ＩＣ－Ｌｏｃｋ選択

4.1.1　ＩＣ情報ファイルを取り込む

4.1.2　ＩＣデータを編集する

ＩＣを選択 情報の入力 保存

③顧客管理のサブウインドウが
　表示され、ダブルクリックした
　[行]のＩＤｍがアクティブにな
　ります。一番上の名前の欄に
　カーソルが点滅します。

④名前、漢字の名前などの
　ＩＤｍに関連する項目に情報
　を入力し、[保存]をクリックし
　ます。入力する内容は管理し
　やすいように工夫してください。

⑤顧客管理のサブウインドウを閉じると、ＩＣ－Ｌｏｃｋ管理の画面
　に入力した情報が表示されます。この作業を繰り返し、取り込
　んだ全てのＩＣ情報を編集します。
　

入力情報が表示される

３

ここをクリックすると全ての建物名に取り込まれる。
各建物で同じファイル名を使用しているが
カードの登録内容が違う場合は、データが同じに
なるので要注意！



ここをクリックすると全ての建物名に取り込まれる。
各建物で同じファイル名を使用しているが
カードの登録内容が違う場合は、データが同じに
なるので要注意！

ﾌｧｲﾙ選択 建物名選択

4.２　マネジメントロックのデータファイルを使用する

ﾌｧｲﾙの場所選択 開く 確認

①メニューバーから[ファイル][開く]をクリック
　します。

ファイル 開く

②[ファイルを開く]サブウインドウが開きます。マネジメント
　ロックからダウンロードしたファイルが収納されている場所
　を探し、開きたいファイル名を選択して[開く]をクリック
　します。ＩＣ情報のファイルは、頭にＣが付きます。

③紐付けする建物名を
　選択してから[確認]
　をクリックします。

②左の建物目録にある建物名をクリックすると
下のＭＬ目録から取り込んだＣ/Ｎが表示されます。
表示されない場合は、他の画面に一旦切り替えるか
終了して再度立ち上げてください。

③Ｃ/ＮをクリックするとＩＣ情報が表示
　されます。名前や詳細を追加したいＩＣの[行]を
ダブルクリックします。

建物名選択 ＭＬ選択

4.21　ＩＣ情報ファイルを取り込む

4.2.2　ＩＣデータを編集する

ＩＣを選択

情報の入力 保存

④顧客管理のサブウインドウが
　表示され、ダブルクリックした
　[行]のＩＤｍがアクティブにな
　ります。一番上の名前の欄に
　カーソルが点滅します。

⑤名前、漢字の名前などの
　ＩＤｍに関連する項目に情報
　を入力し、[保存]をクリックし
　ます。入力する内容は管理し
　やすいように工夫してください。

⑥顧客管理のサブウインドウを閉じると、ＭＬ管理の画面
　に入力した情報が表示されます。この作業を繰り返し、
　取り込んだ全てのＩＣ情報を編集します。
　

入力情報が表示される

4

管理 ＭＬ管理

①管理から
ＭＬ管理をクリック



顧客管理

4.３　データターミナルからＩＣ情報を登録する（ソフトを終了し先にデータターミナルを接続）

ﾃﾞｰﾀﾀｰﾐﾅﾙ接続 管理

ＩＤm欄を選択

4.3.1　データターミナルを接続する

4.3.2　ＩＣ情報を読み取り顧客情報を作成する

情報の入力 保存

データターミナル情報

①データターミナルをＰＣに接続します。
　データターミナルはＵＳＢから電源が
　供給され自動でＯＮになります。

②データターミナルの[データ
　ターミナル情報][カードリーダー]
　のアイコンをタッチし待ち受けの
　状態にします。

③管理ソフト起動し[管理][顧客管理]を
　クリックして、顧客管理のサブウインドウ
　を表示させます。

新規

④かざしたＩＣのＩＤｍが画面に
　取り込まれます。

⑤[保存]をクリックします。
　下の一覧表に顧客情報として
　反映されます。

①[新規]をクリックし
　名前の欄など必要な情報を
　入力します。

②ＩＤｍの空欄をクリックします。更にサブウインドウが立ち上がり
　ＩＣ情報の入力待ちの状態になります。

注意！
データターミナルでＩＣ情報を読みとる場合、ＰＣ画面に
１６桁の文字列が表示されているかを確認してくだい。
表示されていない場合は、一旦削除し再度ＩＣをかざして
ください。

カードをかざす

③データターミナルに登録するＩＣをかざす。

５

注意！：文字列がまったく表示されない！
　ＵＳＢポートのバスパワーが足りない場合
　ＩＤｍ情報が取り込めない場合があります。その場合は
　ＵＳＢポートを変更したり、ソフトを立ち上げ直して
　再度ＩＣカードデータの取り込みを行ってください。
　それでも表示されない場合は、ソフトを再インストール
　してみてください。

カードリーダー

ＲＦＩＤカード情報

戻る

ソフト起動



4.４.1　シリンダーＩＣロックのシリアル番号を、物件部屋番号に変更して登録する

4.4.2　指定したシリンダーＩＣロックに、ユーザー情報（ＩＣ情報）を取り込む

②[新規登録]をクリックします。するとサブ
　ウインドウが立ち上がります。部屋番号の
　シリアルナンバー（Ｓ/Ｎ）の入力待ちの
　状態になります。

③７桁の部屋番号を入力し[enter]を
　押します。但し上位２桁は、エントラ
　ンスＩＣ５０００にアップロードする際
　に自動的にカットされますので注意して
　ください。

④[enter]を押した後に、左下のＩＣロック目録
　の欄に部屋番号が反映されます。

①トップ画面から、左上に表示された物件名を
　選択してクリックし、アクティブにします。
　

①作業したい部屋番号をクリックしてアクティブ
　にします。
　[新規ユーザー登録]をクリックします。

②取り込みたいユーザー情報を
　選択してクリックします。

③選択したユーザー情報が画面に取り込まれます。
　種別の欄にある矢印をクリックして登録する
　ＩＣがマスター（管理者）か、ユーザー（使用者）か、
　オートリモコンかを選択してクリックします。
　最後に[保存]をクリックすると取り込まれます。

ｅｎｔｅｒ新規登録 Ｓ/Ｎ入力建物名

登録ユーザー選択 種別選択新規ユーザー登録Ｓ/Ｎ 保存

６

注意！：エントランスＩＣ５０００では、１シリアル番号あたり、２５件までのユーザー情報しか
　　　　登録できません。２５件まで取り込んだ場合、次の顧客情報は、新しく別のシリアル番号を
　　　　作成して取り込んでください。

４.４　シリンダーＩＣロックのデータファイルを作成する

※左から２つは「００」にしてください。
※表示バーは「IC LOCK Manage Ver3」
　　と表示されます。



4.5.1　マネジメントロックのシリアル番号を、物件部屋番号に変更して登録する

4.5.2　指定したマネジメントロックに、ユーザー情報（ＩＣ情報）を取り込む

②[新規登録]をクリックします。するとサブ
　ウインドウが立ち上がります。部屋番号の
　シリアルナンバー（Ｓ/Ｎ）の入力待ちの
　状態になります。

③７桁の部屋番号を入力し[enter]を
　押します。但し上位２桁は、エントラ
　ンスＩＣ５０００にアップロードする際
　に自動的にカットされますので注意して
　ください。

④[enter]を押した後に、左下のML目録
　の欄に部屋番号が反映されます。

①トップ画面から、左上の反映された物件名を
　選択してクリックし、アクティブにします。
　

①ＭＬ管理画面から作業したい部屋番号を
　クリックしてアクティブにします。
　[新規ユーザー登録]をクリックします。

②取り込みたい顧客情報を
　選択してクリックします。

③選択した顧客情報が画面に取り込まれます。
　種別の欄にある矢印をクリックして登録する
　ＩＣがマスター（管理者）なのかユーザー（使用
　者）かを選択してクリックします。
　最後に[保存]をクリックすると取り込まれます。

ｅｎｔｅｒ新規登録 Ｓ/Ｎ入力建物名

登録ユーザー選択 種別選択新規ユーザー登録Ｓ/Ｎ 保存

７

４.５　マネジメントロックのデータファイルを作成する

管理 ＭＬ管理

①管理から
ＭＬ管理をクリック

注意！：エントランスＩＣ５０００では、１シリアル番号あたり、２５件までのユーザー情報しか
　　　　登録できません。２５件まで取り込んだ場合、次の顧客情報は、新しく別のシリアル番号を
　　　　作成して取り込んでください。

※左から２つは「００」に
　 してください。
※表示バーは「IC LOCK 
 　Manage Ver3」と表示
　 されます。



4.6　ＩＣ－Ｌｏｃｋ管理で登録したシリンダーＩＣロック情報をアップロード用に保存する

4.6.2　Ｓ/Ｎ（部屋番号）を選定し、ＵＳＢメモリーに保存する

③建物名の登録したＳ/Ｎが全て
　表示されます。アップロード用に
　保存するＳ/Ｎをクリックします。

ファイル 保存 ＴＸＴ保存 建物名の

①メニューバーの[ファイル][保存][ＴＸＴ保存]を
　クリックします。

Ｓ/Ｎを選択

②サブウインドウが開き登録
　した建物名が表示されます。
　選択する建物名の頭にある
　＋をクリックします。

4.6.1　保存先の準備

シリンダーＩＣロックやエントランスＩＣ５０００にアップロードする場合は、ＵＳＢメモリーに保存します。
複数の建物を管理する場合は、建物名単位でＵＳＢメモリーを用意することをお勧めします。Ｓ/Ｎ（部屋番号）が同じになる場合があり
間違って別の建物にアップロードしたり、誤って上書きすることがありますので注意してください。

保存用のＵＳＢメモリーの準備 ＰＣに接続

ｅｎｔｅｒ ＵＳＢメモリーを選択 ＯＫ はい

④更にサブウインドウが開き、
　S/Ｎの入力を求めてきますが
　そのまま[ｅｎｔｅｒ]を押します。

⑤ホルダーの参照のウインドウが開きます
　のでＵＳＢメモリーのリムーバブルディスクを
　探して[ＯＫ]をクリックします。

⑥バーション確認のウインドウが開き
　ＲＦ情報を含むかどうかを求めて
　きます。[はい]をクリックすると
　Ｓ/Ｎの文字列が名前になった
　ファイルが保存されます。

補足
エントランスＩＣ５０００にアップロードする場合は、部屋数分のＳ/Ｎ（部屋番号）を保存する必要があります。
4.3.2の①～⑥までの作業を繰り返し行いＵＳＢメモリーに保存してください。

８



4.7　ＭＬ管理で登録したマネジメントロック情報をアップロード用に保存する

4.7.2　Ｓ/Ｎ（部屋番号）を選定し、ＵＳＢメモリーに保存する

④建物名の登録したＳ/Ｎが全て
　表示されます。アップロード用に
　保存するＳ/Ｎをクリックします。

ファイル 保存 ＴＸＴ保存 建物名の

②メニューバーの[ファイル][保存][ＴＸＴ保存]を
　クリックします。

Ｓ/Ｎを選択

③サブウインドウが開き登録
　した建物名が表示されます。
　選択する建物名の頭にある
　＋をクリックします。

4.7.1　保存先の準備

マネジメントロックにアップロードする場合は、ＵＳＢメモリーに保存します。
複数の建物を管理する場合は、建物名単位でＵＳＢメモリーを用意することをお勧めします。Ｓ/Ｎ（部屋番号）が同じになる場合があり
間違って別の建物にアップロードしたり、誤って上書きすることがありますので注意してください。

保存用のＵＳＢメモリーの準備 ＰＣに接続

ｅｎｔｅｒ ＵＳＢメモリーを選択 ＯＫ

⑤更にサブウインドウが開き、
　S/Ｎの入力を求めてきますが
　そのまま[ｅｎｔｅｒ]を押します。

⑥ホルダーの参照のウインドウが開きます
　のでＵＳＢメモリーのリムーバブルディスクを
　探して[ＯＫ]をクリックします。
　Ｓ/Ｎの文字列が任意に入力した名前も
　残ったファイルが保存されます。

9

管理 ＭＬ管理

①管理から
ＭＬ管理をクリック

補足
エントランスＩＣ５０００にアップロードする場合は、部屋数分のＳ/Ｎ（シリアル番号）を保存する必要があります。
全ての部屋数分、4.3.2の①～⑥までの作業を繰り返し行いＵＳＢメモリーに保存してください。
エントランスＩＣ５０００のアップロードは、上書き方式ですので、部屋数分のＳ/Ｎ（シリアル番号）が足りない場合は、
足りなかった部屋分は、自動的に削除されます。

※付属のＵＳＢメモリをご使用ください。他のメモリを使用するとアップロードできない場合があります。



4.8　ＩＣ－Ｌｏｃｋ管理で登録した情報をエクセルで保存管理する

ファイル 保存 ＣＳＶ保存

①建物名を選択してクリックします。

Ｓ/Ｎを選択

4.8.1　Ｓ/Ｎ（部屋番号）を選定し、ＣＳＶ形式で保存する

建物名を選択

②Ｓ/Ｎを選択してクリックします。 ③メニューバーの[ファイル][保存]
　[ＣＳＶ保存]を選択してクリック
　します。

④サブウインドウの[ＯＫ]をクリック
　します。

⑤保存先を選択して[ＯＫ]をクリック
　します。

ＯＫ 保存先の選択 ＯＫ

保存されたファイルをエクセルなど、表計算ソフトで閲覧。管理、加工することができます。

4.8.2　ＣＳＶで保存したファイルを開いてみる
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4.9　ＭＬ管理で登録した情報をエクセルで保存管理する

ファイル 保存

ＣＳＶ保存

②建物名を選択してクリックします。

Ｓ/Ｎを選択

4.9.1　Ｓ/Ｎ（部屋番号）を選定し、ＣＳＶ形式で保存する

建物名を選択

③Ｓ/Ｎを選択してクリックします

④メニューバーの[ファイル][保存]
　[ＣＳＶ保存]を選択してクリック
　します。

⑤サブウインドウの[ＯＫ]をクリック
　します。

⑥保存先を選択して[ＯＫ]をクリック
　します。

ＯＫ 保存先の選択 ＯＫ

保存されたファイルをエクセルなど、表計算ソフトで閲覧。管理、加工することができます。

4.9.2　ＣＳＶで保存したファイルを開いてみる
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管理 ＭＬ管理

①管理から
ＭＬ管理をクリック



4.10　バックアップの保存と復旧

ファイル データ管理

①メニューバーの[ファイル][データ管理]
　[バックアップ]を選択してクリックします。

4.10.1　バックアップを取る

②バックアップデータの保存先を
　を選択して[ＯＫ]をクリックします。

③バックアップの完了を知らせる
　サブウインドウが立ち上がりますので
　[ＯＫ]をクリックします。

①メニューバーの[ファイル][データ管理]
　[復旧]をクリックします。

②バックアップファイルを保存先から
　選択し[ＯＫ]をクリックします。

ＯＫ保存先の選択 ＯＫバックアップ

4.10.2　データを復旧する

ＰＣの乗り換えや、データファイルの破損時に、保存したバックアップデータで復旧させることができます。

ファイル データ管理 はいバックアップの選択 ＯＫ復旧

③データの復旧確認のサブウインドウの
　[はい]をクリックします。

④再度、復旧について確認を求めて
　くるので[はい]をクリックします。

⑤復旧完了を知らせるサブウインドウが
　立ち上がりますので[ＯＫ]をクリックします。

はい ＯＫ

注意！
バックアップファイルのファイル名の
[ｉｃｍｖ２]は、変更することはできません。
変更させると管理ソフトのデータベース
と照合できず、復旧させることができなく
なります。
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4.10.3　マネジメントロック（ＭＬデータ）を復旧する

①メニューバーの[ファイル][データ管理]
　[ＭＬ復旧]をクリックします。

②バックアップファイルを保存先から
　選択し[ＯＫ]をクリックします。
　ＭＬのバックアップファイル名は
　「ｍｇｍｖ２．ｄｂ３」です。

ファイル データ管理 はいバックアップの選択 ＯＫＭＬ復旧

③データの復旧確認のサブウインドウの
　[はい]をクリックします。

④再度、復旧について確認を求めて
　くるので[はい]をクリックします。

⑤復旧完了を知らせるサブウインドウが
　立ち上がりますので[ＯＫ]をクリックします。

はい ＯＫ

注意！
バックアップファイルのファイル名の
[ｍｇｍｖ２．ｄｂ３]は、変更することはできません。
変更させると管理ソフトのデータベース
と照合できず、復旧させることができなく
なります。
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4.11　開錠履歴（イベント）を確認する

4.11.1　履歴（イベント）ファイルを取り込む

ﾌｧｲﾙ選択 建物名選択ﾌｧｲﾙの場所選択 開く 確認

①メニューバーから[ファイル][開く]をクリック
　します。

ファイル 開く

②[ファイルを開く]サブウインドウが開きます。各機器から
　ダウンロードしたファイルが収納されている場所を指定し、
　開きたいファイル名を選択して[開く]をクリックします。
　履歴（イベント）ファイルは、頭にＥが付きます。

③関連付ける建物名を
　選択してから[確認]
　をクリックします。

①取り込んだファイルデータの確認は、指定した
　[建物名][ＩＣ－Ｌｏｃｋ　Ｓ/Ｎ][イベント表示]　
　をクリックします。表示されない場合は、他の
　画面に一旦切り替えるか、終了して再度立ち
　上げてください。

②[イベント表示]をクリックすると、画面が
　履歴（イベント）表示に切替ります。
　画面右上に履歴（イベント）ファイル名が
　表示されます。

建物名選択 ＩＣ－Ｌｏｃｋ選択 イベント表示

ここにイベント数が表示される

ファイル名が表示される

4.11.2　シリンダーＩＣロックの履歴（イベント）を確認する
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②取り込んだファイルデータの確認は、指定した
　[建物名][ｅｎｔｒａｎｃｅ　Ｓ/Ｎ]をクリックします。
　表示されない場合は、他の画面に一旦切り替え
　るか、終了して再度立ち上げてください。

③[イベント表示]をクリックすると、画面が
　履歴（イベント）表示に切替ります。
　画面右上に履歴（イベント）ファイル名が
　表示されます。

建物名選択 ｅｎｔｒａｎｃｅ選択

4.11.3　エントランスＩＣ５０００の履歴（イベント）を確認する

管理 Ｅｎｔｒａｎｃｅ Ｅｖｅｎｔ管理

①管理から[Ｅｎｔｒａｎｃｅ　
　Ｅｖｅｎｔ管理]をクリック
　します。

ファイル名が表示される



4.11.4　マネジメントロックの履歴（イベント）を確認する

５．印刷
５.1　顧客情報（ＩＣ情報）を印刷する

印刷 顧客情報印刷

５.２　シリンダーＩＣロック情報（ＩＣ情報と履歴）を印刷する

①メニューバーから[印刷]
　[顧客情報印刷]をクリックします。

②Ｐｒｉｎｔ画面のサブウインドウが表示されます。プリンターのボタンをクリックすると印刷が開始します。
　プリンターの選択などの設定は,あらかじめ、コントロールパネル等でおこなってください

プレビュー画面の便利な機能

表示画面の大きさを
変更できます。

表示するページ枚数を
変更できます。

印刷 IC-Lock情報印刷 登録情報印刷 出入り情報印刷or 建物名の

Ｓ/Ｎを選択

①メニューバーから[印刷]、[IC-
　Lock情報印刷][登録情報印刷]
　または[出入り情報印刷]を選択し
　クリックします。

②サブウインドウが開き建物名が表示
　されます。印刷する建物名の ＋ を
  クリックします。

③建物名の登録したＳ/Ｎが全て表示されます。
　印刷したいＳ/Ｎを選択してクリックします。
　Print Preview画面（5.1②）が表示されますので
　プリンターのボタンをクリックします。
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建物名選択 ＭＬ選択 イベント表示

ここにイベント数が表示される

ファイル名が表示される

管理 ＭＬ管理

②取り込んだファイルデータの確認は、指定した
　[建物名][ＭＬ　Ｓ/Ｎ]をクリックします。
　表示されない場合は、他の画面に一旦切り替え
　るか、終了して再度立ち上げてください。

③[イベント表示]をクリックすると、画面が
　履歴（イベント）表示に切替ります。
　画面右上に履歴（イベント）ファイル名が
　表示されます。

①管理から[ＭＬ管理]を
　クリックします。



５.３　エントランスＩＣ５０００履歴情報を印刷する

印刷 entrance情報印刷 出入り情報印刷 建物名の Ｓ/Ｎを選択

①メニューバーから[印刷]
　[entrance情報印刷]
　[出入り情報印刷]を選択し
　クリックします。

③建物名の登録したＳ/Ｎが全て表示されます。
　印刷したいＳ/Ｎにある ＋ をクリックします。
　

④日時がファイル名になっていますので
　印刷したいファイルを選択してクリックします。
　Print Preview画面（5.1②）が表示されますので
　プリンターのボタンをクリックします。

日時名ファイル
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５.4　マネジメントロック情報（ＩＣ情報と履歴）を印刷する

印刷 IC-Lock情報印刷 登録情報印刷 出入り情報印刷or 建物名の

Ｓ/Ｎを選択

①メニューバーから[印刷]、[IC-
　Lock情報印刷][登録情報印刷]
　または[出入り情報印刷]を選択し
　クリックします。

②サブウインドウが開き建物名が表示
　されます。印刷する建物名にある ＋
  をクリックします。

③建物名の登録したＳ/Ｎが全て表示されます。
　印刷したいＳ/Ｎを選択してクリックします。
　Print Preview画面（5.1②）が表示されますので
　プリンターのボタンをクリックします。

②サブウインドウが開き建物名が表示
　されます。印刷する建物名の ＋ を
  クリックします。
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