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当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。

②丸座カバー

②丸座カバー

・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因に

 なりますので掘込みの際は注意してください。

・呼込みネジ、角芯止めネジの緩みは

 故障の原因になりますので注意してください。

・ロックケースの歪んだ状態での取付けは

 故障の原因になりますので注意してください。

取付け時の注意事項

①ハンドル本体　　　　　　   1set�

②角座カバー　　　　　 　　    ｘ2
③角芯　　　　　　　　　 　     ｘ1
④呼込み雌ネジ　　　　　　    ｘ2
⑤呼込みビス　　　　　 　　     ｘ2

⑥カバー用六角穴付止ネジ  ｘ2

⑦レバー用六角穴付止ネジ  x2

⑧木ネジ(L=16mm)　　　　    ｘ10

⑨六角レンチ　　　　　 　　      ｘ1

付属部品表

角座レバーハンドル部品 丸座レバーハンドル部品

①ハンドル本体　　　　　　   1set�

②丸座カバー　　　　　 　　    ｘ2
③角芯　　　　　　　　　 　     ｘ1

④呼込み雌ネジ　　　　　　    ｘ2
⑤呼込みビス　　　　　 　　     ｘ2

⑦レバー用六角穴付止ネジ  x2

⑧木ネジ(L=16mm)　　　　    ｘ10

⑨六角レンチ　　　　　 　　      ｘ1

通常は、上記の呼込み取付け方法で、取付けを行ってください。
面付け取付け方法は、呼込み方法が困難な場合に行って下さい。

⑧木ネジ

⑧木ネジ

ハンドルが被る箇所以外で取付ける

1. 室外側より①ハンドルに④雌ネジと③角芯をはめ込んだものを

　 ロックケースを取付けた扉に通す。（角芯の向きに注意して下　

　 さい）

2. 室内側から①ハンドルを③角芯にはめ込み、⑤ビスと④雌ネ　

　 ジで取付ける。

3. それぞれ室内・室外側の②カバーをレバーハンドルの先端か　

　 ら通して取付ける。

　（※角座の場合⑥止ネジで②カバーを固定する。）

4. ①ハンドルと③角芯を⑦止ネジでしっかり固定する。

※. 扉厚に応じて角芯を調節して下さい。

②角座カバー

①ハンドル本体
　　（丸座付）

⑤呼込みビス

⑥カバー用六角穴付止ネジ

⑦レバー用六角穴付止ネジ

①ハンドル本体
　　（丸座付）

③角芯

⑥カバー用六角穴付止ネジ

⑦レバー用六角穴付止ネジ

室外側

②角座カバー

④呼込み雌ネジ

　レバーハンドル
呼込み取付け方法

レバーハンドル　面付け取付け方法

1. ロックケースを取付けた扉に③角芯を通す。

2. ①ハンドルを③角芯に差し込み、固定位置を決めてから、扉に５ヶ所⑧木ネジで固

　 定する。

3. ②カバーをレバーハンドルの先端から通して取付ける。

　 （※角座の場合⑥止ネジで②カバーを固定する。）

4. ①ハンドルと③角芯を⑦止ネジでしっかり固定する。

（対応扉厚は、Ｄｔ=31㎜～40㎜です。）

レバーハンドルの③角芯は
溝側を下向きで通す。

室内側

　

　

　



MNT　　角座・丸座

サムターン 取付け説明書
20100729

　

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。

⑥木ネジ1. 室外側から①非常解錠器をロックケースを取付けた扉に通す。

　 （①非常解錠器の向きに注意して下さい）

2. 室内側より②サムターンを①非常解錠器の角芯にはめ込み、

　 ②サムターン下部の④止めネジにて固定する。（②サムターン

　 の向きに注意して下さい）

3. 室内・室外側のそれぞれの丸座を⑥木ネジにて固定し、③角　

　 座カバーを丸座にはめ込み、⑤止ネジで固定する。

角座サムターン取付け方法 間仕切錠の場合
③角座カバー

カット

③角座カバー

⑥木ネジ

①非常解錠器付丸座

扉厚に合わせて
①非常解錠器付丸座の角芯を
カットして下さい。

②サムターン付丸座

室内側

④サムターン用六角穴付止ネジ

⑤カバー用六角穴付止ネジ

室外側

⑤カバー用六角穴付止ネジ

1. 室外側から①非常解錠器または、⑦非常解錠器（表示）をロッ

　 クケースを取付けた扉に通す。（①非常解錠器または、⑦非常

　 解錠器（表示）の向きに注意して下さい）

2. 室内側より②サムターンを①非常解錠器または、⑦非常解錠

　 器（表示）の角芯にはめ込み、②サムターン下部を④止めネジ

　 にて固定する。（②サムターンの向きに注意して下さい）

3. 室内・室外側の丸座を⑤木ネジにて固定し、③丸座カバーを取

　 付ける。

表示錠の場合

間仕切錠の場合
丸座サムターン取付け方法 カット

扉厚に合わせて
①非常解錠器付丸座、または
⑦非常解錠器（表示）付丸座の角芯を
カットして下さい。

③丸座カバー

②サムターン付丸座

⑤木ネジ
室内側

④六角穴付止ネジ間仕切錠の場合

①非常解錠器
　　付丸座

③丸座カバー

⑤木ネジ

室外側

表示錠の場合

⑤木ネジ

⑦非常解錠器
（表示）付丸座

開錠時

サムターン 間仕切 サムターン 間仕切

施錠時

開錠時

サムターン 間仕切 サムターン 表示

開錠時

施錠時施錠時

白

赤

①非常解錠器付丸座　　　　　　 x1�

②サムターン付丸座　　　　　　　ｘ1

③角座カバー　　　　　　　　　　　ｘ2

④サムターン用六角穴付止ネジ　 ｘ1
⑤カバー用六角穴付止ネジ　　 x2

⑥木ネジ　　　　　　　　　　　　　　ｘ6

⑦六角レンチ　　　　　　　　　　　 x1

角座　間仕切り　サムターン部品

　

　

　

①非常解錠器付丸座　x1�

②サムターン付丸座 　ｘ1

③丸座カバー　　　　 　ｘ2

④サムターン用

　 六角穴付止ネジ　　 ｘ1
⑤木ネジ　　　　　　　　 ｘ6

⑥六角レンチ　　　　　  x1

丸座　間仕切
サムターン部品

⑦非常解錠器（表示）付丸座　x1�

②サムターン付丸座 　      ｘ1

③丸座カバー　　　　 　      ｘ2

④サムターン用

　 六角穴付止ネジ　　　　　ｘ1

⑤木ネジ　　　　　　　　     ｘ5
⑥六角レンチ　　　　　        x1

丸座　表示
サムターン部品

付属部品表

　

　

・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因に

 なりますので掘込みの際は注意してください。

・呼込みネジ、角芯止めネジの緩みは

 故障の原因になりますので注意してください。

・ロックケースの歪んだ状態での取付けは

 故障の原因になりますので注意してください。

取付け時の注意事項



ロックケース取付け説明書

① ②
③ ④

⑥⑤

18
0°

回転

レバー角度調整

調整ネジ
① ②

サムターンを付ける
時のみ穴をあける。

取付け時の注意事項付属部品表

⑥取付けネジ ×4ｺ

④ストライク ×1ｺ

⑤調整受 ×1ｺ

②ロックケース ×1ｺ

③ラッチ回転止め ×1ｺ

※サムターン等はレバーハンドルに同梱しています。

取付け手順

左右勝手の変更について

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

尚、実際に取付けて頂く前に別紙「ロックケース掘込み用型紙」「ストライク掘り込み寸法」に従って、扉及び扉枠を掘込んでおいてください。

本製品は、右勝手及び左勝手の兼用タイプになっております。�
左右勝手を変更される場合は、①フロントプレート、ラッチ回転止めを
取り、②ラッチを180°回転させていただいき、ラッチ回転止め、フロン
トプレートを取付けていただくようお願い致します。

①フロントプレート ×1ｺ

・本体取付け方法
1.�別紙掘込み型紙に合わせて、
扉を掘込んで下さい。
2.�掘込みにロックケースを差込
み、ラッチの向きを合わせます。
3.ラッチ回転止めを、はめ込みま
す。
4.レバー角度調整ネジで角度調整
を行います。
5.�フロントプレートを合わせ、
付属の取付けネジ2本で固定して
下さい。

・ストライクの取付け方法
1.別紙掘込み寸法に合わせて、枠
を掘込んで下さい。
2.調整受を枠の掘込みに差し込ん
だ後ストライクを付属の取付けネ
ジ2本で固定してください。
3.調整受の位置を調整してから固
定して下さい。

 ロックケースフロントの調整ネジを回すこと
により、取付けられたレバーハンドルのレバー
角度を調整することができます。

※角度調整は、フロントプレートを取り外した
状態で行います。

※レバーハンドル自体に巻バネが入っている
タイプは、調整できません。

・左回し → レバー角度が下がる。

・右回し → レバー角度が上がる。
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・間違った掘込みは、扉の外観を損なう原因になりますので掘込みの際　

は注意してください。

・扉に対してロックケースの歪んだ状態での取付けは、故障の原因になり

ますので注意してください。

・ロックケースの分解は、作動不良の原因になりますので、絶対に開け　

ないで下さい。

・フロントプレートを取付ける際には、ロックケース本体と正確にあわ　 

せて、取付けて下さい。（ラッチ作動に支障をきたす場合があります。）

（注）　穴位置を正確に合わせて、
取付けて下さい。

※フロントプレートを取り付ける
　前にレバー角度調整を行ってく
　ださい。






