
Labo Lock-Ⅱ series

Solution for Innovation

電磁ロック付保管庫/電子鍵ボックス管理システム

スタンドアローン版・LaboLock-Ⅱシリーズ

フェリカのカードやバーコード認証で薬品庫の引き出しの施錠開錠や、鍵ボックスの鍵取り出し
ができます。付属のソフトで履歴管理ができます。

写真はコントローラー内臓タイプ5列薬品庫と増設のガロン瓶薬品庫

DESK TOP型 コントローラー

LLC-2F-20(20ch用)

フェリカカードリーダー若しくはバーコードリーダー付

扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。

常時コントローラーはPCとの接続はしませ

ん。使用者登録や権限設定、履歴管理時
に接続します。

認証はコントローラーのカードリーダー
にて行ないます(バーコードリーダーの
場合は別置きになります)

PC OS/Windows7,10/32bit,64bit

コントローラー付属のアプリケーションソフト
LaboLock manager-Ⅱをインストールします
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1.『アプリケーションソフト LaboLock manager-Ⅱ』

PCのOSはWindows7,10/32bit,64bitに対応。

Data BaseはSQL Lightで自動でインストールします。

ソフトはCドライブのProgram FilesのSCITECのLaboLockⅡ Mansgrerにインストールされます。

Cドライブの使用メモリー容量は10MB程度です。

PCとコントローラーの通信はLAN接続かRS-232C接続。

使用者登録人数はMax999人、履歴保存件数は10,000件。

認証用フェリカカードの登録はカードのIdm番号を使用します。内部のデータは使用しません。

バーコードの場合はMax15桁の番号を登録します。

特徴Labo Lock-Ⅱ series

2.『使用者登録方法』登録可能人数は999人。

予めPCの『ソフトLaboLock Manager-Ⅱ』にて使用者の登録をしLaboLockコントローラーに送信しておきます。

①認証方法を選択します。(カード若しくはバーコード)

②開錠できる権限CHを選択します。(権限のあるCH全てを開錠させることもできます)

③コントローラーのカードリーダー部にカードをかざして登録。

バーコードの場合はバーコードリーダーにバーコードを読み込み登録します。

SCITEC Ltd.

株式会社サイテック

3.『履歴検索方法』履歴保存件数は10,000件。

開錠履歴はコントローラーに保存されています。(Max10,000件)PCでログインした都度自動的に履歴データを読み
込みしコントローラー内のデータはクリアされます。定期的に履歴データはPCに読み込んで頂きます。

①履歴検索条件を入力し検索します。

②データはCSV保存できます。
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電子ロックコントローラー(デスクトップ型)

形式 LLC-2F-20

認証方法Felica card タイプ

Idm読み取り方法

形式 LLC—2B-20

認証方法バーコードタイプ

制御CH数 20CH

材質 アルミ製

寸法 幅350x奥行250x高100mm

重量 約2.0kg

通信 LAN or RS-232C 

電源 AC100V 5A

付属品 電源ケーブル 2m 1本

ラボロックコントローラーLLC-2F-20にはPCソフト
LaboLock manager-Ⅱが付属しています。

写真は認証方法Felica card タイプ
LLC-2F-20

扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。

電子ロックコントローラー(デスクトップ型)

Labo Lock-Ⅱ series

製品情報

電子ロック鍵ボックス(コントローラー内蔵式)

認証方法Felica card タイプ

形式 KBFM-2F-12 KBFM-2F-20

鍵数 12本 20本

材質 スチール耐薬品性白色塗装

寸法 幅485x奥行190x高370mm

空重量 約10.5kg

通信 LAN or RS-232C 

電源 AC100V 5A

付属品

操作鍵 12個 20個

ネームホルダー

12個 20個

非常鍵 2個(停電時や故障時用)

電源ケーブル 2m 1本

ラボロックコントローラーにはPCソフトLaboLock

manager-Ⅱが付属しています。

電子ロック鍵ボックス(コントローラー内蔵式)

SUICA

バーコードリーダー

写真は認証方法Felica card タイプ
KBFM-2F-12

鍵取り出し時にタイマー警報ブザー付もあります。
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Labo Lock-Ⅱ series

製品情報

5列引き出し式薬品庫(コントローラー内臓タイプ)

引出はソフトクロージングスライドレールタイプです。

(内蔵コントローラーは20CH仕様ですから15ch薬品庫の増設ができます。)

形式 SC-5MF 認証方法Felica card

形式 SC-5MB 認証方法バーコード

材質 SUS-304

外形寸法 幅1000x奥行600x縦900mm

試薬瓶収納本数 75本(500ml) or 24本(1L)

引出棚耐加重 15kg

本体空重量 約60kg

通信方法 LAN or RS-232C

電源 AC100V5A

付属品

トレー 15個

縦仕切り棒 30本

横仕切り板 60個

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

電源ケーブル 2m 1本

内蔵コントローラーにはPCソフトLaboLock manager-Ⅱが付属しています。

扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。

5列引き出し式薬品庫(コントローラー内臓タイプ) 5列引き出し式薬品庫(増設タイプ)

5列引き出し式薬品庫(増設タイプ)

引出はソフトクロージングスライドレールタイプです。

形式 SC-5S

材質 SUS-304

外形寸法幅1000x奥行600x縦900mm

試薬瓶収納本数 75本(500ml) or 40本(1L)

引出棚耐加重 15kg

本体空重量 約60kg   

通信方法 専用ケーブル

付属品

トレー 15個

縦仕切り棒 30本

横仕切り板 60個

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

※増設用専用ケーブルは別途価格

扉開放時にタイマー警報ブザー付もあります。
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正面 背面

排気アダプターは別途価格です。

背面正面

排気アダプターは別途価格です。



Labo Lock-Ⅱ series

製品情報

電子ロック薬品庫増設用・ガロン瓶用(コントローラー無し)

引出はソフトクロージングスライドレールタイプです。

形式 GC-2W

外形寸法 幅1000x奥行600x縦900mm

材質 SUS-304

ガロン瓶収納本数 24本

引出棚耐加重 15kg

本体空重量 約50kg

通信方法 専用ケーブル

付属品

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

※増設用専用ケーブルは別途価格

ガロン瓶用薬品庫(増設用) 電子ロック鍵ボックス(増設用)

電子鍵ボックス(増設用)

形式 KBF-Ⅱ-12S

鍵数 12本

材質 スチール耐薬品性白色塗装

寸法 幅485x奥行190x高370mm

空重量 約10.5kg

通信 専用ケーブル

付属品

操作鍵 12個

ネームホルダー 12個

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

床固定金具 1組

※増設用専用ケーブルは別途価格
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正面 背面

排気アダプターは別途価格です。



Labo Lock-Ⅱ series

製品情報

入室用1chコントローラー
室内壁に取り付け

SCITEC Ltd.
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SecuLock Controller

SLC-2010

Card reader

SecuLock-2020

形式 コントローラー SLC-2010

リーダー フェリカ SLC-2020

登録人数 1000カード

材質(コントローラー) スチール耐薬品性灰色塗装

寸法コントローラー 幅210x奥行70x高310mm

寸法リーダー 幅130x奥行40x高120mm

重量(コントローラー)   約3kg

重量(リーダー) 約150g

通信 LAN (コントローラー内部接続)

電源 AC100V 2A

※ドアには電気錠が別途必要です。

フェリカカードリーダー
外側扉脇に取り付け



Labo Lock-Ⅱ series

製品情報

外付け電子ロック 片開き薬品庫・冷蔵庫など取り付け用

形式 EL-2

外形寸法 幅110x奥行30x縦110mm

材質 スチール焼付け塗装仕上げ

通信方法 専用ケーブル(別途価格)

付属品

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

※留め金具は別途価格

後付け電子ロック 観音扉薬品庫取り付け用

引き戸式にも使用できます。

形式 EL-1

外形寸法 幅105x奥行42x縦84mm

材質 スチール焼付け塗装仕上げ

通信方法 専用ケーブル(別途価格)

付属品

非常鍵 1個(停電時や故障時用)

※留め金具は別途価格

後付ロック EL-1 後付ロックEL-2

観音扉取り付け例 冷蔵庫取り付け例既存薬品庫取り付け例
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422-8058 静岡市駿河区中原743-1

TEL 054-202-1560 FAX054-280-2655

URL http://www.scitec.co.jp LaboLock-Ⅱ series/6


