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初回起

 
 動時の設定 

I. 起動～ログイン 
1. プログラムの起動はショートカットの W クリックか、スタート→すべてのプログラム→FUKI→

DDL_Management をクリックします。 

 

2. ログイン画面が起動しますので、初回ログインは 

【ID】1 【Password】1  

と入力し、【Enter キー】か Login ボタンを押します。 
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3. 初回接続時は『ドアロックが設定されていません』とでますが、OK をクリックします。 

 

4. ソフトが起動し、ドアロック ID 管理画面が開きます。 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 
 



II. ログインID/パスワードの設定 
1. ログイン設定ボタンをクリックし、ログイン設定画面を開きます。 

 ボタン もしくは、上部メニュー 基本設定→ログイン設定 

 

2. IDを追加するときは、新規ID・パスワード・パスワード確認・メモ（必要あれば）を入力し【+追加】ボ

タンを押すとリストに追加されます。 

3. リストの IDを上書き更新する場合は、リストから更新する ID をクリックして選びます。変更する項目

を書き換え【+追加】ボタンを押すとリストの ID が上書き更新されます。 

4. リストの ID を削除する場合は、リストから削除する ID をクリックして選び、【-削除】ボタンを押すと

削除されます。 

※リストが空で終了するとログインが不可能になります必ず 1 つは設定してください。 
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III. 接続設定 
1. パソコンとインターロックを USB コードでつないだ状態にし、マイコンピューター右クリック→プロパ

ティ→ハードウエア→デバイスマネージャ→デバイスマネージャ内【ポート（COM と LPT）】の+ボ

タンをクリックし 

CP210ｘ USB to UART Bridge Controller （COM●）の●部分の数字を確認。 

 

2. 接続設定ボタンをクリックし、接続設定画面を開きます。 

 もしくは、上部メニュー 基本設定→接続設定 

 

3. 通信ポート部を先ほど 2.で確認した（COM●）に変更し【+保存】ボタンを押します。 

※他の項目を、変更する必要はありません。 
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パソコン

ドアロッ とインターロックをリンクさせ  

ク ID の設定をする 

I. インターロック側の準備 
※カギとドアが開いた状態でないと、接続することができません。 

1. パソコンとインターロックを市販の『USB ミニ B タイプ』のコードで接続する。 

2. インターロックのセットボタンを押し、現在使用されているモードの上位パスワードを入力し*ボタン

を押します。 

 ユーザーモード  ・・・・・・・・・・ユーザーパスワード 

 マスターモード  ・・・・・・・・・・マスターパスワード 

 マネジメントモード ・・・・・・・・・・マネージャーパスワード 

3. 【CARD】ランプと、ブルーのイルミネーションが点灯すれば準備完了です 
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II. パソコンと連動させる 

1. インターロック側の準備が出来たら、ドアロック ID管理画面右上の接続ボタンを押しパソコンとイン

ターロックを連動させます。 

 

他の画面からドアロック ID 管理画面を開くときは 

ボタン もしくは、上部メニュー ドアロック管理→ドアロック ID 管理 

2. 【ドアロック ID】未設定のインターロックを接続すると注意文が出ますので、まず最初に【ドアロック

ID】を設定していきます。 
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III. ドアロックIDの設定 

1. 【ドアロック ID】に００００以外の４ケタの数字を設定します。 

2. 【ドアロック名】には使用場所などの名称を入れます。 

3. 【情報更新】ボタンを押し、ドアロックリストに登録します。 

 

※ドアロックIDの設定上の注意事項 

 リスト内にある ID と同じ ID のインターロックを接続すると、接続したインターロックのパスワード情

報に書き換えられます。 

 リストを削除するときは、オフライン状態でないと削除できません。 

 オフライン状態でもリストの内にドアロック ID 登録をすることは可能です。 

 

※ドアロック ID とは、インターロック記憶領域に記憶された、数字４桁の ID です。各インターロック

に設定された ID（未設定時は００００）と、パソコン内の情報を照らし合わせることで、ドアロック名が

表示されます。ドアロック名がインターロック自体に登録されるわけではありませんのでご注意くださ

い。 
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パソコン

設定変更

を使ったインターロックの    

 

I. インターロックのモード変更 
1. ドアロック情報内、【モード変更】リストボックスより、変更するモードを選択後モード変更ボタンをク

リックすれば、選択したモードに変更されます。 

※モード変更を行うと、登録されたカード情報は全て無くなります。 

II. インターロックの時刻設定 
1. 時刻設定ボタンをクリックします。 

2. 任意設定時は、チェック BOX にチェックし、任意の時刻を入力した後、時刻設定ボタンを押します。

時刻設定が完了したら、閉じるボタンで時刻設定を終了して下さい。 

※パソコンと同じ時間になる為、設定の必要は有りませんが必要に応じてご使用ください。 

III. インターロックのパスワード変更 
1. 【パスワード】【M パスワード】を入力し、情報更新ボタンクリックします。 

※M パスワードとは、マスターモードでは【マスターパスワード】を示し、マネジメントモードでは【マネ

ージャーパスワード】を示します。ユーザーモード時は表示されてはいますが、実際の運用で使用す

ることはありません、ユーザーモード使用時は M パスワードを【5678】から変更しないで下さい。 

IV. インターロックの初期化 
2. 初期化ボタンをクリックし、再確認を許可すれば初期化されます。初期化後カード情報や履歴は

すべて消え、ユーザーモードに移行します。 

 

 

最新の情報を見るときは、画面右下にある【再表示】ボタンを押してください。 
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インター

パソコン ロックで登録したカードに   

で名前を付ける 

I. 使用者管理画面を開く 
1. 使用者管理ボタンをクリックし、使用者管理画面を開きます。 

 ボタン もしくは、上部メニュー ドアロック管理→使用者管理 

 

オンライン状態だと、【ダウンロード】【アップロード】ボタンが使用可能になります。 

 

 

 

※右枠【パソコン側の情報】を削除してしまいますと、全ての項目において影響が出ますので

基本的には削除しないでください。 
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II. インターロックの情報をダウンロードする 
1. オンライン状態で【ダウンロード】ボタンをクリックすると、接続されているインターロックの登録カー

ド情報がドアロック側の情報リストにダウンロードされます。 

 

※初めてダウンロードを行った場合は、パソコン側の登録情報が無いので名前は全て未登録になりま

す。 

パソコン側で名前を入れたカギ情報と同じものがダウンロードされた場合はダウンロードされた時点で

名前が表示されます。 

 

マネジメントモードの場合・・・カードをインターロックで登録し、パソコンにダウンロードした場合【管理

番号】はインターロックで設定した番号になっております。 

ユーザー・マスターモードの場合・・・カードをインターロックで登録し、パソコンにダウンロードした場

合【管理番号】は登録した順番で表示されます。 
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III. ダウンロードしたカード情報を編集し名前を付ける 
1. ドアロック側の情報をパソコン側の情報に移行し編集作業を行います。 

パソコン側に移行する、リストにチェックを入れ【>>】ボタンでパソコン側に移行します 

 

 

【重要】移行時、カギ情報の順番に並び変えられますのでご注意ください。 

パソコン側の情報は、接続しダウンロードした全てのカード情報を保管することができます。 

2. パソコン側の情報リスト内で、編集する情報にチェックを入れます。 

 

3. 【+追加・変更】ボタンを押し使用者追加画面を起動します。 
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4. チェックしたリストの編集が行えますので、【名前】や【メモ】を書き込み【+追加】ボタンを押し上書き

して下さい。 

 

※【ランク】に関してはマネジメントモードの際以外は、設定していても関係がありません。マネジメント

モード運用の際は設定したランクで使用する事になります。 

※名前を登録する際、ドアロック側の管理番号・カギ情報と、使用者追加のカギ情報をよく比べ、登録

する名前を間違えないようにご注意ください。 

5. 名前を付けたいもの全ての上書き登録が終われば完了です。 
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パソコン側からカード情報を登録し  

インターロックにアップロードする  
I. 使用者管理画面を開く 
1. 使用者管理ボタンをクリックし、使用者管理画面を開きます。 

 ボタン もしくは、上部メニュー ドアロック管理→使用者管理 

 

 

II. 使用者追加ウインドウを開く 
1. パソコン側の情報リストにチェックを入れていない状態で、【+追加・変更】ボタンを押して使用者追

加ウインドウを開きます。 

※チェックが入っていますと上書き編集になりますが、新規登録も可能です。 
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III. 新規登録カード情報の入力 
1. 登録したいカードを、インターロックの室外カードリーダーにかざすと、『ピッ』と言う音と共に使用

者追加ウインドウの【カギ情報】部分に、カードの IC チップの情報が表示されます。 

 

2. 【ランク】を選択し、【名前】必要であれば【メモ】を入力し、【+追加】ボタンで登録します。 

 

 

パソコン側の情報リストに、新規登録した情報が追加されます。 
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IV. パソコン側のカード情報をインターロックにアップロードする 
1. ドアロック側の情報リストを空にする。 

ドアロック側のリストを【全体選択/解除】ボタンを押し、全体を選択した後、【削除】ボタンで、ドアロ

ック側の情報リストを空にします。 

※あくまでリストを空にしているだけなので、この作業で接続されたインターロックのカード情報は

消えません。空の状態で、再度ダウンロードボタンを押すことで現在接続中のインターロックのカ

ード情報が再表示されます。 

パソコン側のリスト情報を間違えて消すと全て登録しなおす必要がありますので注意して下さい。 

2. パソコン側の情報リストから、アップロードしたいカード情報にチェックを入れ、【<<】ボタンを押し、

ドアロック側の情報リストに移行させます。パソコンの情報を全て移行する場合は【全体選択/解除】

ボタンを使用すると楽です。（錠前にアップできるカード数は 250 枚までです。） 

 

 

 

 

 

※リスト移行の際、管理番号は【ランク】【カギ情報】順に、自動でナンバリングされま

す。インターロックアップロード後、インターロック側で個別抹消（マネジメントモード）

する際は、この管理番号で個別抹消する事になりますので、ご注意ください。 

必要に応じて、【Excel（ﾄﾞｱﾛｯｸ）】ボタンを押し、エクセルファイルとして保存し運用し

て下さい。（Ｐ.21～） 

- 15 - 
 



3. ドアロック側のリストを【全体選択/解除】にて全選択します。（錠前にアップロードしたくないものは

チェックを外して下さい。）【アップロード】ボタンを押すと、インターロックにカード情報がアップロ

ードされます。 

 転送したカード情報の【ランク】が【M カード】であっても、転送先のインターロックがマネジメン

トモードでない場合は、ユーザーカードとして利用いただけます。 

 転送後は、各カード情報の【最終転送先】に転送したドアロック名が表示されます。 

 

 

※アップロードは書き換えになります。追加上書きではありませんので、アップロードした際に選択さ

れたのも以外は、事前にインターロックに登録されていたとしても消えてしまいますのでご注意くださ

い。 
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インタ

収集と

ーロックに蓄えられた利用履の

照会  
I. インターロックに蓄えられた利用履歴をソフトに収集する 
1. データ収集ボタンをクリックし、データ収集画面を開きます。 

 ボタン もしくは、上部メニュー データ管理→データ収集 
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2. 【収集実行】ボタンを押すとインターロックの利用履歴が収集されます。 

 事前にドアロック名やカードに名前を登録しておいた情報は名前表示が行われますので、履

歴を収集する前にドアロックやカード情報に名前を登録しておくことをお勧めします。 

 パソコンのスペックによっては、情報の収集に時間がかかることがあります。 

 

※一度吸い上げた履歴はインターロックからは消えてしまいますので、履歴を収集するパソコンは 1

台に決めて運用することをお勧め致します。 
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II. インターロックから収集した利用履歴を照会する 
1. データ照会ボタンをクリックし、データ照会画面を開きます。 

 ボタン もしくは、上部メニュー データ管理→データ照会 

 

2. 観覧したい日付を指定し。【検索】ボタンを押すと、対象の日付の入出イベント情報を全て観覧す

ることが出来ます。 
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3. 細かく条件を指定し、入出イベント情報を絞り込んで観覧するには、各リストボックスより絞り込む

対象条件を選択し、選択した項目のチェック BOX にチェックを入れた状態で再度【検索】ボタンを

押して、イベント情報を観覧して下さい。 
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各種情

保存す 報を、Ｅｘｃｅｌファイルに変換し

る 

I. Ｅｘｃｅｌファイルに情報を保存する 
1. 使用者管理画面内の【ドアロック側の情報】【パソコン側の情報】・データ照会画面内の【入出イベ

ント照会】のリストが表示されているときに、画面内にある【Ｅｘｃｅｌ】ボタンを押します。 

2. 保存する場所を指定し、ファイル名を付けて【保存】ボタンを押して保存完了して下さい。 

 

3. 保存されたＥｘｃｅｌファイルを開き、印刷や備考の書き込みなど自由にご使用ください。
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管理ソ

 
 フトを終了させる 

I. ソフトの終了方法 
1. ドアロックＩＤ管理画面を開き、【切断】ボタンを押す。 

2. 『ピピッ』とインターロックが鳴り、ドアロックリストの接続状態が○から×に変わります。 

3. 終了ボタンをクリックし、ソフトウエアを終了します。 

 ボタン もしくは、上部メニュー 基本設定→終了 
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