
特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

実物大

24

273

44.4

23

151 163
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品番選定

アクチュエータプレート

ロッドシステム

回転リミッタ

カムボルト
M6ねじ 5x 取付用

ねじ

底部
取付用ブラケット

ギアボ
ックス
アクセ

サリ
（オプ
ション
品）

カム

上部 取
付用
ブラケ
ット

H3 - EM - 70000 - LLL
100 高セキュリティ DINロック
200 キーコードCH751
300  キーコードRS001（複数RS

キーコード有）

LLL  ロックスタイル
000 ロックなし / キーなし
001 ブランクロックプラグ：
 光沢クロム
003 ブランクロックプラグ：
 粉体塗装（黒）

カム長さ "L"
（品番表を参照） 

別注品

ロック状態LED
インジケーター

DIN仕様 ロック
プラグ

グリップ：
図はオフセットカム（品番 E5-6711）
の場合、グリップ範囲 18

アクセス制御
リーダー

モジュール
 別注品

キー非付属 
（別注品）

H3-EM モジュール式電子スイングハンドル
モジュール式アクセス制御 
シングルポイントまたはマルチポイントラッチ

• 遠隔施錠 & 開錠
•  モーメンタリまたは継続ロック

動作
• ロック状態を一目で確認できる

マルチカラーLEDインジケータ
•  遠隔モニタリング用にロック状

態を出力
•  業界標準25x150mmパネル対応 - 

他パネルタイプ用キットも完備
•  マニュアルオーバーライド対応

キーロック
•  モジュール式リーダーを簡単に

取付可能（対応RFIDカードリーダ
ー品番 EA-P5 30XXX）

材質・仕上げ
ガラス繊維強化ナイロン（UL94-V0、
黒）、PC/ABS（UL94-V0、黒）
シャフト、回転リミッタ：亜鉛合金、亜
鉛めっき&クロメート処理

電子スイングハンドル
推奨動作電圧：
12～24 VDC

通常動作電流：
12VDCで200mA未満
ピーク／停動電流：1A 待機電流：
最大50mA 出力信号：最大負荷100mA

注文方法：
1 電子スイングハンドルの品番を選

択（選定ガイドを参照）
2 カードリーダーを選択（品番 EA-

P5-30XXX）
3  カムの品番を選択（カム品番表を

参照）
4  マルチポイント（多点締め）の場

合は、ギヤボックス/ロッドアダプ
タまたは アクチュエータプレート
を選択

5 ワイヤハーネス（オプション品）を
選択

6  マニュアル／機械式オーバーライ
ド キーを選択
高セキュリティ DINロック品番： 

PK-99-198-01

キーコードCH751 品番： PK-10-01

品番：PK-10-01-KR001

その他のアクセス制御オプションに
ついて詳しくは、サウスコまでお問い
合わせください。

カム品番（別注品）

グリップ ショートカム
L = 38mm

ロングカム
L = 45mm

15.5 E5-6710 -
17.5 E5-6711 -
19.5 E5-6712 E5-6112
21.5 E5-6713 E5-6113
23.5 E5-6714 E5-6114

オフセットを追加する場合：
(1) 製品図面 J-E5-67-A & J-E5-67-B を参照
(2) 製品図面 J-E5-61-A & J-E5-61-B を参照

ロッドシステム品番（別注品）†

H3-61-55-33 左ギアボックス
（反時計回り／左回りで

開放）
H3-61-56-33 右ギアボックス

（時計回り／右回りで開
放）

A5-90-105-11 アクチュエータプレート

†  マルチポイント（多点締め）システムの場合：上の品番
表から 左または右ギアボックスと、ロッドアダプタ（ド
ア1枚につき2個使用）またはアクチュエータプレートを
選択してください。ロッドの選定は www.southco.com/A5 
を参照ください。

www.southco.com/H3EM

12V

24V
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特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

2X Ø3.5

14.5

69.5

Ø19

Ø3.5

7.2

22

45.2

14.52944.4

113110

EA - P5 - 30 R  00

ドア開放

コントロ
ーラ

LAN

取付用穴 M3
タッピンねじ
使用

配線用穴（オプション）：
ボトムキャップを使用し
配線する場合

リーダーをスタンドア
ロン運用する場合は、
ボトムキャップ（オプ
ション品）を使用。品
番 EA-P5-300-31

モジュール式電子スイングハンドル 
別注品

その他のリーダーオプションに
ついて詳しくは、サウスコまでお

問い合わせください。

パネル仕様 - リーダーをス
タンドアロン運用する場合

モジュール式電子スイングハンドル 

H3-EM モジュール式アクセス制御リーダー 
セキュリティ要件の厳格化に対応

•  既存のユーザー用125kHzまたは
13.56MHz RFIDカードを読取可能

•  リーダー交換可能 & 全モデル
H3-EMモジュール式電子スイング
ハンドルに取付可能

•  スイングハンドルに加え、別途
ご注文ください

カードリーダーモジュール
供給電圧：12～24VDC

EA-P5-30200シリーズのみ 12VDC ±10%

動作電流：最大200mA

材質・仕上げ
ガラス繊維強化ナイロン
（UL94-V0、黒）、ポリカーボネート
（透明）ねじ： 鋼、亜鉛めっき

備考
*対応するカードタイプの詳細は、各
リーダーの製品図面を参照ください
**MIFARE、MIFARE Classic、MIFARE Plus 

および MIFARE DES� reは、NXP Semicon-

ductors N.V.の登録商標です。
***HID iClassは、HID Globalの登録商
標です。

カード品番
EA-C2-021-9  （HID® 125kHzカード、26bit, 厚さ1.8mm）**
EA-C3-101-9  （MIFARE® Classic 1kカード、4B CSN、厚さ0.8mm）**

R 対応カードタイプ初期設定 †** 
PACS = 物理アクセス制御システム   UID = ユニークID（識別子）   CSN = カードシリアル番号

出力

R MIFARE®
Classic 4k

MIFARE®
Plus® 2k

MIFARE® DESFire®

4k
HID®

iCLASS
HID®

125kHz Prox
EM 125kHz 

Prox
ウィー
ガンド

2 UID UID UID UID CSN ✔

6 UID UID UID UID ✔

8 CSN ✔

新登場
2種の周波数
対応リーダー

www.southco.com/H3EM

H3-EMモジュール式電子スイング

12V

24V
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特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

実物大
12V

24V

5ｍ*ワイヤハーネス（別売）*他の長さについてはサウスコにお問い合わせください。
品番 ラッチ出力 終端 R=

EA-W01-500 ハンドルから ストリップ錫めっき 0

EA-W23-503 ウィーガンド または 出力カードリーダーから ストリップ錫めっき 2,6,8

EA-W01-23-507 ハンドルとカードリーダーから ストリップ錫めっき 2,6,8

EA-W01-23-507-03 ハンドルとカードリーダーから ヒロセ 8-Pin コントローラ 2,6,8

EA-W01-52-506-52-A ハンドルとカードリーダーから RJ45コネクタへ 4, 5

EA-W01-52-506-A ハンドルとカードリーダーから ストリップ錫めっき 4, 5

R  対応カードタイプ初期設定†** 
PACS = 物理的アクセスコントロールシステム UID = 固有の識別子 CSN = カードシリアル番号

出力 リーダコネ
クタ

R MIFARE® Classic 4k MIFARE Plus® 2k MIFARE® DESFire® 4k HID® iCLASS HID® 125kHz Prox EM 125kHz Prox ウィーガ
ンド 4 PIN RJ45

2 UID UID UID UID CSN ✔ ✔

4 UID / PACS‡ UID UID PACS ✔ ✔

5 UID /PACS‡ UID UID PACS CSN CSN ✔ ✔

6 UID UID UID UID ✔ ✔

8 CSN ✔ ✔

0 カードリーダ無

H3-EM 電子ロッキングスイングハンドル
RFIDカードリーダーオプション／統合LEDラッチ状態表示器
シングルポイントまたはマルチポイントラッチ

• 遠隔ドア施錠・開錠

• 瞬時または連続ロックアクチュ
エーション

• マルチカラーLEDインジケータ付
きローカルモニタリング

• 遠隔操作のためのロック状態
表示

• 業界標準25x150mmパネル対応 - 

他パネルタイプ用キットもあり

• マニュアルオーバーライドの
ための一体式キーロック

• 電子ロックとRFIDカードリーダー
の併用オプション

•  リーダは125kHz または 13.56

MHz RFIDカードで既存の従業
員を認識

• 多要素認証リーダー：サウスコま
でお問い合わせください

備考

†  互換性のあるカードの種類につ
いては、各ラッチの図面をご参照
ください

‡  MIFARE Classic 4k SE の PACS のみ

**  MIFARE、MIFARE Classic、MIFARE Plus 

と MIFARE DESFire NXP B.V. 登録商
標です

**  HID iCLASS は HID グローバルの登
録商標です

*** サウスコロゴなしハンドルは品
番の " -10 " を除く

品番選定

接続図 リーダコネクタ・オプションは表を参照

H3 - EM - 6 R  - LLL  - 10***

LLL  ロックスタイル
000 ロックまたはキー無
001 ブランクロックプラグ：

光沢クロムめっき
003 ブランクロックプラグ：

粉体塗装（黒）

カード品番
EA-C2-021-9 (EM HID 125kHz、近接カード、26bit、厚さ1.8mm)
EA-C3-101-9  (HID® 125kHz、26bit、厚さ1.8mm)**
EA-C3-101-9  (MIFARE® Classic  1Kカード、4B CSN、 厚さ0.8) **

電気機械式ロックコネクタ

電気メカニカル
のロックコネクタ

ピン 1: 接地 (黒線)

ピン 1:接地

ピン 2 ピン 1

ピン 1

ピン 1

ピン 2

ピン 3

ピン 4

ピン 8

ピン 4 ピン 3
ピン 6 ピン 5

ピン 2: 電源 (VCC1) (赤線)

ピン 2:電源供給VSUPPLY1

ピン 3: データO または TX (緑線)

ピン 4: コントロール信号

ピン 4: データ1 または接続無し (白線)

ピン 5: 電気ロック状態 出力
ピン 6: 機械ロック状態 出力

ロックコントロー
ルハーネス

(1) VCC と 電源供給VSUPPLYは連結可能です
(2) EML とカードリーダーは通常のアース端子を使用

カードリーダー用コネ
クタ付きハーネス

4 ピンコネクターのみ

4 ピン - 接続図表を参照

RJ45 - RJ45 端子出力の詳細
をwww.southco.comをご覧く

ださい

ア
ク

セ
ス

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

ユ
ニ

ッ
ト

100 高度のセキュリティDIN
ロック

200 キーコードCH751
300 キーコードRS001

(複数RSキーコード有り)

Seos
対応

www.southco.com/H3EM
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特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

12V

24V

実物大

Grip range
(17.5 (0.69) 
Example using 
offset cam)Cam

213

25.75
(1.01)

37

24.50
(.96)

168

Edge Distance See Note 2

Fram
e edge

23

24.5

52

4429

25       

25

+0.3
-0

150     +0.3
-0

30±4

37±4

カム部品番号 (別売)

グリップ ショートカム 
L = 38

ロングカム 
L = 45

15.5 E5-6710 -
17.5 E5-6711 -
19.5 E5-6712 E5-6112
21.5 E5-6713 E5-6113
23.5 E5-6714 E5-6114

他の追加オフセット：
(1) 図面をご参照ください J-E5-67-A & J-E5-67-B
(2) 図面をご参照ください J-E5-61-A & J-E5-61-B

ロッドシステム品番号 (別売)†
H3-61-55-33 左ギアボックス

(左回転開き)

H3-61-56-33 右ギアボックス
(右回転開き) 

A5-90-105-11 ロッドシステム 

材質・仕上げ
ガラス繊維強化ナイロン、  

PC/ABS(UL94-V0)

シャフト、回転リミッタ：
亜鉛ダイカスト、ブライトシーラー

電気スイングハンドル
推奨動作電圧：12から24VD

通常動作電流：
12VDCで200mA以下
動作中のピーク電流：1A

待機電流：最大50mA

出力信号：最大100mA

カードリーダーモジュール
供給電圧：12VDC - 24VDC

H3-EM-62シリーズのみ12VDC ± 10％ 

使用電流：最大200mA

注文方法：
1. 選択ガイドにて電気スイングハ

ンドルの品番を選択してください

2. カム品番表を参照し、カムの品番
を選択ください

3. マルチポイントのアプリケーショ
ンには、ギヤボックス/ロッドアダ
プタやアクチュエータプレートを
選択ください

4. ワイヤ・ハーネスを選択ください

5. 必要に応じてカードをご注文く
ださい

独立型システムはサウスコEAP1-

010コントローラを ご注文ください

ネットワークシステムの注文詳細
は、サウスコまでにご連絡ください

アクチュエータプレート

ロッドシステム

†マルチポイントシステムは、左右のギアボックスとロッド
アダプタ(2個セット)あるいはアクチュエータプレートを選
択してください。ロッドの選択はwww.southco.com/A5をご参
照ください。

カードリーダー付 スイングハンドル カードリーダー無スイングハンドル

グリ
ップ

H3-EM-64 & -65 
セリエ

カム長さ"L"
(品番表を
参照)

ロック状態
表示

DIN (ドイツ
工業規格)ロッ
クプラグドア厚さ

範囲

回転リミッタ

カムボルト
M6 スレッド

5 x ねじ
マウンティング

底マウンティン
グブラケット

オプション
ギアボッ
クス
アクセサリ

カム
トップマウ
ンティング
ブラケット

カードリーダー フレーム

カム

ショート
カム
ロングカム

or

ドアが
開く

雲

コントロ
ーラ

www.southco.com/H3EM
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