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機種選び&取り付けチェック

参考ガイドブック
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利用開始8週前 5週前 4週前 工事 利用開始前

RemoteLOCK

機器

取り付け工事
(施工パートナー)

クラウド管理
システム

事前準備

連携システム
提供社様

連携サービス

※①RemoteLOCKの在庫状況を予めご確認ください。
※②施工パートナー（https://onl.bz/DcmnMy4）の空き状況次第となります。

繁忙期（年末・年度末）の工事は数ヶ月前の調整が必要になる場合があります。
※③設置後の作業手順はこちら（https://onl.bz/8dByBcp）を参照ください。
※④準備するWi-Fiの詳細は(株)構造計画研究所までお問い合わせください。
※⑤カスタマイズ等でご利用までお時間が掛かる可能性があります。サービス提供社様にお問い合わせください。

【STEP1】機器の選定
【STEP3】
機器の購入※①

(施工パートナーに依頼可)

【STEP 3】
工事見積・依頼
工事日程調整※②

工事

管理システム契約※③

（アカウント作成・
デバイスの追加）

Wi-Fi環境(2.4Ghz) ※④ ・
支払い用クレジットカードのご準備

単三電池の準備
（4本/台）

RemoteLOCKの設置/運用開始までに選定・ご利用開始手続き※⑤ 連携設定

導入施設様 (株)構造計画研究所 施工パートナー 連携システム提供社様

【STEP2】
取付要件を確認
ドア写真の送信

確認

導入スケジュール（RemoteLOCK5i/7i/8j）

RemoteLOCKを導入するまでのスケジュールを確認しましょう
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https://onl.bz/DcmnMy4
https://onl.bz/8dByBcp


【STEP1】リモートロックの選び方！3つのポイントから自社に最適な機種を選びましょう

認証方法から選ぶ 設置環境から選ぶ

ニーズから選ぶ（ニーズ別のおすすめ機種）

 キーレス化したい

• 暗証番号やQRコード解錠により手ぶら滞在や非対面化が可能に＞＞＞5i／7i／8j／8j-Q

 無人化・省人化したい

• 予約システムやチェックイン連動で暗証番号をメール送付やタブレットに表示＞＞＞5i／7i／8j

 新しい顧客体験を提供したい

• QRコード解錠によりチェックインや受付からワンストップで入室へ＞＞＞8j-Q

 会員や社員の入退室管理を効率化したい

• 日常的に利用する交通系ICカードや社員証などのFeliCaカードを鍵代わりに＞＞＞8j-F

 ドア穴あけNG＞＞＞8j／8j-F
 ドア穴あけOK＞＞＞ 5i／7i／8j／ 8j-F／8j-Q

 暗証番号＞＞＞5i／7i／8j
 QRコード＞＞＞8j-Q
 ICカード＞＞＞8j-F

5i 7i 8j 8j-F 8j-Q
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 開き戸＞＞＞ 5i／7i／8j／ 8j-F／8j-Q
 引き戸＞＞＞8j／8j-F



無人化・省人化におすすめの暗証番号タイプの3機種！選び方のコツと違いは？

※1 FeliCaを現地で最大10枚まで登録可能。
※2 既存シリンダーの物理鍵を利用。8jは物理鍵が付属していません。
※3 8jはWESTの錠前のマスターキーが作成可能です。5iと7iは機器ごとに固有の物理鍵を付属。いずれの機種も1つの暗証番号で複数のドアを解錠できるマスターキー代わりの暗証番号を作成できます。

自動施錠が不要なら迷わずこれ 自動施錠機能付きの定番モデル 見た目にこだわる空間と相性抜群

RemoteLOCK 5i
リモートロックファイブアイ

RemoteLOCK 7i
リモートロックセブンアイ

RemoteLOCK 8j
リモートロックエイトジェイ

室内側 室外側

税込価格 55,000円 92,400円 103,400円

自動施錠 不可 可 可

解錠方法 暗証番号・物理鍵 暗証番号・物理鍵 暗証番号・ICカード※1・物理鍵※2

マスター
キー

△（暗証番号）※3 △（暗証番号）※3 〇※3

設置方法 ドアへ穴あけ工事をして取り付け ドアへ穴あけ工事をして取り付け
ドアへ穴あけ工事をして取り付け（推奨）
ドアへ穴あけしない両面テープ取り付け

価格重視！ セキュリティ重視！ デザイン重視！

室内側 室外側 室内側 室外側

スタイリッシュな
タッチパネル式

操作がカンタンな
物理ボタン式

操作がカンタンな
物理ボタン式

オレンジ

ブラック

シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

4



ICカードタイプとQRコードタイプの価格や仕様は？

※3 8jはWESTの錠前のマスターキーが作成可能です。5iと7iは機器ごとに固有の物理鍵を付属。いずれの機種も1つの暗証番号で複数のドアを解錠できるマスターキー代わりの暗証番号を作成できます。
※4 設置環境や条件によってはオプション部品が必要となる場合があります。詳細は料金ページをご確認ください。

いつものカードを鍵代わりに QRコードでスマート入室へ

RemoteLOCK 8j-F
リモートロックエイトジェイエフ

RemoteLOCK 8j-Q
リモートロックエイトジェイキュー

税込価格 114,400円※4 180,400円※4

自動施錠 可 可

解錠方法 暗証番号・ICカード 暗証番号・QRコード

マスター
キー

〇※3 〇※3

設置方法
ドアへ穴あけ工事をして取り付け（推奨）
ドアへ穴あけしない両面テープ取り付け

ドアへ穴あけ工事をして取り付け
＋外部電源工事

ICカード解錠 QRコード解錠
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室内側 室外側

スタイリッシュな
タッチパネル式

オレンジ

ブラック

室内側 室外側

スタイリッシュな
タッチパネル式

https://remotelock.kke.co.jp/prices/


【宿泊施設】ホテルモンドンス京都五条／株式会社REAH Technologies（運営）

RemoteLOCK 5i 導入例

RemoteLOCK 5i
リモートロックファイブアイ

おすすめシーン

• 戸建て民泊・ゲストハウスの玄
関ドア、レジデンシャルホテル
の客室に。

• レンタルオフィス、小規模オ
フィスの入口に。

• 複数名が同時に出入りするよう
な貸し会議室、セミナールーム、
スタジオに。

【レンタルオフィス】120 WORKPLACE KOBE／株式会社神戸新聞社

おしゃれで広々したレジデンシャルホテル。家族やグループでも快適に宿泊

コワーキングスペースや会議室も併設した居心地の良いワークプレイス

どんなシーンにもマッチする
オールラウンダー

全15室で利用中。予約ごとにチェックイン期間だけ有効な暗証番号を発行

全32室で利用中。レンタルオフィスの契約企業ごとに固有の暗証番号を発行
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https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-5i/

https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-5i/


【宿泊施設】WellStay難波／株式会社スーパー・コート（スーパーホテルグループ）

RemoteLOCK 7i 導入例

RemoteLOCK 7i
リモートロックセブンアイ

おすすめシーン

• ビジネスホテルや客室オート
ロックを標準とするホテル・旅
館に。

• 入室人数が多くて退室時の手動
施錠は現実的ではないシーン
（ドミトリーなど）に。

• 常時施錠状態にしたい無人型店
舗に。

【宿泊施設】コナステイ伊豆長岡／株式会社コナリゾート

グループに最適化された空間が特長。お手頃な値段で都市型ステイ

個室、ドミトリー、源泉掛け流し温泉、バーを備える旅館風の宿泊施設

オートロック & 重厚感ある
堅牢タイプ

全60室で利用中。ホテル管理システム（innto／アルメックス）連携で暗証番号を自動発行

全22室で利用中。「予約ごとの期限付き暗証番号」と「自動施錠」でドミトリー運営
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https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-7i/

https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-7i/


【店舗】STAMP／株式会社FABRIC TOKYO

RemoteLOCK 8j 導入例

RemoteLOCK 8j
リモートロックエイトジェイ

おすすめシーン

• 先進性やデジタル体験をアピー
ルしたい店舗

• インテリアや空間づくりに特に
こだわりのある宿泊施設

• IT環境や最新設備を提供するレ
ンタルスペースや研修施設

【宿泊施設】都市型コンドミニアム『Vieuno Stay』／パナソニックホームズ株式会社

3Dスキャナー×無人店舗で新しい購入体験を実現するアパレルブランド

パナソニックホームズが提案する大人数で楽しめる都市型コンドミニアム『Vieuno Stay』

フラットなデザインが特徴の
タッチパネル式スマートロック 最新ガジェットが体験できるb8taストア（東京有楽町）内にあるスキャンboxにて利用

都内の複数の『Vieuno Stay』物件にて利用。インテリアにマッチしやすいことを理由に採用

株式会社FABRIC TOKYO様の事例インタビュー記事はこちら

パナソニック ホームズ 株式会社様の事例インタビュー記事はこちら 8

https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j/

https://remotelock.kke.co.jp/case/shop/unmmand-store-stamp/
https://remotelock.kke.co.jp/case/hotel/panasonic-homes
https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j/


RemoteLOCK 8j-F カード登録のイメージ

【オフィス（執務室入口）】株式会社Rebase

RemoteLOCK 8j-F 導入例

RemoteLOCK 8j-F
リモートロックエイトジェイエフ

おすすめシーン

• 低コストで使い勝手の良い入室
制御を実現したいオフィス

• 警備システムのセキュリティ
カードや社員証と鍵を統合管理
したいオフィス

• ゲストや利用者のカードを鍵に
したい無人店舗や会員制施設

警備システムのセキュリティカードをオフィスの鍵に！外部の業者には暗証番号を付与

ICカードでラクラク解錠
交通系ICカードや社員証を鍵に 約50名が働く新オフィスで採用。機械警備システムとの併用でセキュリティ強化へ

株式会社Rebase様の事例インタビュー記事はこちら
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CSV読み込みで一括登録が可能

カードに紐づくIDmを管理画面上に登
録！CSVを使わない個別登録もOK

https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j-f/

https://remotelock.kke.co.jp/case/office/rebase/
https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j-f/


RemoteLOCK 8j-Q
リモートロックエイトジェイキュー

おすすめシーン

• チェックインと鍵の連動で特別
な宿泊体験を提供したいホテル

• 最新技術の活用で先進性を打ち
出したいホテルや各種施設

• 物理キーやタッチパネルに触れ
ない完全非接触解錠を実現した
い施設

QRコードを表示させたスマートフォンの画面やQRコードを印字した紙をかざして解錠

QRコードでスマート入室
はじめよう、新しいゲスト体験
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https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j-q/

RemoteLOCK 8j-Qでできること（例：宿泊施設の場合）

～非接触でスマートな入室体験。管理者には効率的な施設管理を提供～

RemoteLOCK 8j-Q QRコードでの解錠イメージ

RemoteLOCK 8j-Qのカメラ部分
から10cm程度離してQRコードを
かざします

https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j-q/


取り付けチェック資料（RemoteLOCK全機種総合・簡易チェック）

RemoteLOCK 5i

デッドボルトを備えた本締錠タイプ
室外側からは暗証番号、室内側からは
サムターンで施解錠します。

ホテルロックタイプ
常時施錠状態となり室外側か
らは暗証番号で解錠、室内側
からは常時開閉可能です。

既存錠前への後付け設置タイプ
WEST、MIWA、GOALの対応錠前に取り付けを行います。
扉が閉まると開閉センサーが反応し自動施錠します。室内
側からはシフターで解錠します。

ドアの厚みが条件に
合っているか？

取り付けスペースが
条件に合っているか？

既存錠前の規格は
8j対応の規格か？

ドアの厚みが条件に
合っているか？

取り付けスペースが
条件に合っているか？

ドアの厚みが条件に
合っているか？

取り付けスペースが
条件に合っているか？

RemoteLOCK 7i RemoteLOCK 8j／8j-F

30 - 45mm 35 - 60mm 30 - 50mm
※30–34mmはドア厚を35以上に補強が必要 ※35–39mmはドア厚を40以上に補強が必要 ※推奨標準錠＊は36 – 50mm

幅

高
さ屋外側：

幅110mm以上
高さ130mm以上

屋内側：
幅110mm以上
高さ210mm以上

屋外側/屋外側共通：
幅115mm以上
高さ210mm以上

幅

高
さ 屋外側：

幅110mm以上
高さ110mm以上

屋内側：
幅110mm以上
高さ260mm以上

幅

高
さ

WEST：CA3＊/CA6＊/DA3＊/
CA2/CA5/DA2/D06 

MIWA：LA/DA/LSP 
GOAL：LX/HD/TX 

■5i取り付けチェック資料
＞ https://goo.gl/Nj72fS

■7i取り付けチェック資料
＞ https://goo.gl/2zxczx

■8j／8j-F取り付けチェック資料
＞ https://bit.ly/2U4tm36

・RemoteLOCK 8j-Qは外部電源取り込みの工事を伴います。詳細はお問合せください
・5iおよび7iは引き戸への設置はできません。引き戸の場合は8jもしくはTOBIRAをご検討ください
・引き戸へ8jを取り付けるには、MIWA FGが設置されている(もしくは設置可能な)ことが要件となります。詳しくはお問い合わせください
・ガラス素材に直接の設置はできません
・7iはプッシュプル型ドアハンドルが設置されたドアには取り付けできません
・上記は取り付けの基本要件です。扉の仕様、環境によっては取り付けできない場合もあります。正確な設置可否の確認はRemoteLOCK施工パートナーにお問い合わせください

◆5i取り付け要件 ◆7i取り付け要件 ◆8j取り付け要件

【STEP2】ドアが取り付け要件を満たしているか確認しましょう
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https://goo.gl/Nj72fS
https://goo.gl/2zxczx
https://bit.ly/2U4tm36
https://remotelock.kke.co.jp/products/acs-tobira/
https://remotelock.kke.co.jp/installation/#partner


設置ドアから自社に最適な機種を選びましょう
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開き戸（物理錠） 引き戸（物理錠） 電気錠もしくは自動ドア

幅

取り付け幅は110mm以上ありますか？

あなたに最適なのは
TOBIRA

あなたに最適なのは
RemoteLOCK8j/8j-F

はい いいえ
RemoteLOCK8jは取り付け幅が110mm以下でも
設置出来る可能性があります

ドアに穴を開けることはできますか？
引き戸に設置出来るのは8jシリーズのみです

はい いいえわからない
RemoteLOCK8jは対象錠前によってはドアに加工をせずに設置出来ます
対象錠前などの詳細情報はコチラ

オーナー様にご確認ください
設置/原状復帰説明資料はコチラ

ドアノブはプッシュプル型ですか？

はい いいえ

あなたに最適なのは
RemoteLOCK5i/8j/8j-F

お好きな機種を
お選びください

取り付け要件外のドアに設置希望の場合は
RemoteLOCK 営業担当までご相談ください

※RemoteLOCK8j-Qは外部電源化が必要です。
別途ご相談ください。

※p11の他取り付け要件参照

プッシュプル型

スマートロックを取り付けるドアのタイプは？

https://remotelock.kke.co.jp/products/acs-tobira/
https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j/
https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j-f/
https://remotelock.kke.co.jp/hubfs/manuals/Checklist_RemoteLOCK8j.pdf
https://remotelock.kke.co.jp/hubfs/EBOOKS/%E3%80%90%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A7%98%E3%81%B8%E3%80%91RemoteLock5i%2c8j%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%83%BB%E5%8E%9F%E7%8A%B6%E5%BE%A9%E5%B8%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-5i/
https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j/
https://remotelock.kke.co.jp/products/remotelock-8j-f/


【おすすめ】既存物件にRemoteLOCKを取り付ける場合、ドアの写真をお送りください
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ドアの写真をもとに取り付け可否を簡易チェックいたします
以下のフォームよりドアの写真をお送りください

ドア写真送信フォーム 送信する写真例 

https://app.jibun-apps.jp/form/a74ce476-5e3a-45d6-899e-1f00e3df7cca/new


【STEP3】工事を手配し、製品を購入しましょう

工事手配

製品購入

設置工事のお見積り／設置工事のご依頼はこちら

製品本体のみの購入はこちら

設置可否の最終チェックや製品代金・設置費用の見積り依頼はお近くの施工パートナーへ

RemoteLOCK全国のパートナー

クレジットカード決済にてご購入いただけるオンラインショップはこちら

5i専用ショップ /     7i専用ショップ / 8j専用ショップ

8j-F、8j-Q、またはいずれの機種の場合も10台以上のご導入は下記までご相談ください

☎050-1807-1888 ✉remotelock@kke.co.jp お問い合わせフォーム
14

※こちらのフォームからドア写真をお送りいただければ、弊社より施工パートナーをご紹介します。

※製品は工事の依頼と合わせて、施工パートナーからご購入いただけます。

https://remotelock.kke.co.jp/installation/#partner
https://form.jotform.me/63331512430442
https://www.jotform.com/remotelock/7i
https://form.jotform.com/remotelock/8j_no_outerplate
https://remotelock.kke.co.jp/contact/
https://app.jibun-apps.jp/form/a74ce476-5e3a-45d6-899e-1f00e3df7cca/new


新しいドアにRemoteLOCKを導入予定の方へ！

Q. 『リフォームでドアを変更したい』
Q. 『○○社の型番△△のドアには設置できるのだろうか？』

A. 指定のドアメーカーなどはありません。
取付要件を満たしていれば、RemoteLOCKの設置が可能です！
※ガラス面が多いドア、華美な装飾が施されたドアはお問い合わせ下さい

1. 機種の選定

取付要件資料などから
機種をご選定下さい

2. 切欠きの依頼

↓次のアクションはこちら↓

サッシ・内装業者様に
穴あけをご依頼下さい

（切欠き工程から、施工パートナーでも対応できます）

3. 取付の依頼

全国にいる施工パートナーを
ご紹介しますのでお知らせ下さい

離島等も
実績ございます！

切欠き
（≒ドアにあける穴）

切欠き資料はこちら

https://remotelock.kke.co.jp/installation/#manual


RemoteLOCK 5i設置例

• プッシュプル型ドアハンドルの場合も設置可能です

• ドアにガラスがはめ込まれている場合も取り付けス
ペースの幅が要件を満たす場合は設置可能です

• 設置する面は装飾や凹凸がなくフラットな面である
必要があります
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• 既存のドアハンドルを外して設置します

• プッシュプル型ドアハンドルが設置されている
場合は取り付けできません

• ドアにガラスがはめ込まれている場合も取り付
けスペースの幅が要件を満たす場合は設置可能
です

• 取り付けする面は装飾や凹凸がなくフラットな
面である必要があります

RemoteLOCK 7i設置例
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• RemoteLOCK 8jの設置方法の詳細は次ページを
ご確認ください

• ドアにガラスがはめ込まれている場合も取り付
けスペースの幅が要件を満たす場合は設置可能
です

• 取り付けする面は装飾や凹凸がなくフラットな
面である必要があります

RemoteLOCK 8j設置例
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（参考）RemoteLOCK 8jの設置方法について

【推奨】穴あけ施工 アウタープレート施工

頑丈取り付けで
安定運用を実現！

ドア加工なし！
原状復帰しやすい

オプションのアウタープレート※

を8jとシリンダー部に設置し、
両面テープでドアに固定する
ことで穴あけが不要になります。

ドアにしっかりと固定！
ビジネスでの利用におす
すめの設置方法です。

※アウタープレートは1つ税込¥4,400です
※両面テープは、ドアの素材、塗装、表面の凹凸により十分に密着、固定できない場合があります
※両面テープの剥がれ落ちやズレが心配な場合は、穴あけ施工をおすすめします
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https://remotelock.kke.co.jp/hubfs/manuals/RL8j_%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E8%B3%87%E6%96%99_%E5%86%99%E7%9C%9F%E4%BB%98%E3%81%8D.pdf


（参考）RemoteLOCK 5iの施錠について

Q．5iのオートロックの仕様を教えてください

タイマー式のオートロックです 詳細はこちら

入室時は暗証番号で解錠後、指定秒
数経過時に自動で施錠。退室時はサ
ムターンで解錠後、指定秒数経過時
に自動で施錠されます。

そのほかよくある質問 5iを活用したレンタルスペース運用の実例

Q ．遠隔からの施錠・解錠はできる？

リアルタイムに施錠・解錠することはできません

管理システム上から解錠・
施錠できますが、実際に
動作するのはWi-Fiとの定期
通信のタイミングです。
定期通信の詳細はこちら

ATTENTION

ご退室時、施錠ボタンを押
し忘れますと継続して利用
頂いている形となります。

施錠状況はシステム上で自
動取得されています。

状況に応じては、延長利用
料を請求させて頂く場合が
ございますのでご注意くだ
さい。

5iは室外側からの施錠情報を自
動取得でき、管理システム上で
リアルタイムに施錠履歴を把握
できます。

左記のようなアナウンスを利用
者に事前に行うことで、未申告
の勝手な利用延長や施錠忘れを
運用で回避することもできます。
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▲オートロック時にドアが開いていると上記の画像の通り半ドア
になります。ドアが閉まった後に施錠される物理式やセンサー式
のオートロックを希望の場合は7iもしくは8jをご検討ください。

確定ボタンを1回押してください。

暗証番号を入力後、
確定ボタンを1回押してください。

※オートロックを無効化している場合

https://remotelock.kke.co.jp/article/remotelock5i-autolock/
https://remotelock.kke.co.jp/hubfs/EBOOKS/RemoteLOCK-heart-beat.pdf


（参考）屋外環境での利用の場合は防雨カバーを推奨しております
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 門扉などドアの両側が屋外  屋外側に屋根・庇なし  屋外側に屋根・庇あり

RemoteLOCK設置不可 RemoteLOCK設置非推奨 RemoteLOCK設置可

RemoteLOCK（屋外キーパッド面）の防水性能は生活防水程度のため、
長時間激しい風雨に晒される環境でのご利用は推奨しておりません。
雨濡れが予想される場合は防雨カバーの設置をおすすめしております。

RemoteLOCK防雨カバー販売フォームはこちら

https://form.jotform.me/remotelock/rain-cover


（参考）海岸沿いや塩害地域での利用の場合は防錆処理を推奨しております

22

スマートロックと結露・錆の関係

特に高温多湿な地域においては、夏場はエアコンに
より屋内のドア側で結露が発生するケースがありま
す。

内部基盤に水分が侵入したり、潮風にさらされると電
池ボックスや基盤との接続コネクタが錆びて劣化し、
故障の原因になる場合があります。

沖縄や離島地域でRemoteLOCKをご検討の方へ

「防錆（ぼうせい）処理」という専用の加工をすることで、サビによるト
ラブルリスクを抑えることができます。当該地域の場合はご相談ください。

関連記事：スマートロックと結露・錆（サビ）の問題を徹底解説！防水・防錆について知っておきたいこと

https://remotelock.kke.co.jp/article/rust-prevention/
https://remotelock.kke.co.jp/article/rust-prevention/


RemoteLOCKの施錠・解錠操作のデモムービーをyoutubeで公開中！

◆お問い合わせ 株式会社構造計画研究 RemoteLOCKチーム 電話：050-1807-1888 メール：remotelock@kke.co.jp WEB：https://remotelock.kke.co.jp/contact/

 5i、7i、8j、8j-F、8j-Qの操作ムービーはこちら▶https://youtu.be/ddE-CzRBDpY
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https://youtu.be/ddE-CzRBDpY
https://youtu.be/ddE-CzRBDpY
https://youtu.be/ddE-CzRBDpY
https://www.youtube.com/watch?v=TDZLY347U5s
https://youtu.be/ddE-CzRBDpY
https://youtu.be/ddE-CzRBDpY
https://youtu.be/ddE-CzRBDpY
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