
シャープ株式会社 

2023 年 3 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電気錠の接続確認済企業一覧はこちら 

JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター一覧 

 

以下の電気錠について、動作を確認済みです。 

 

 

 

⚫ ＹＫＫ ＡＰ株式会社製は こちら をご確認ください。 

 

 

⚫ 三協立山株式会社製は こちら をご確認ください。 

 

 

⚫ 株式会社 LIXIL 製は こちら をご確認ください。 

 

  

電気錠  
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シャープ株式会社 

2023 年 3 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電気錠の接続確認済企業一覧はこちら 

◆施錠操作対応 

 

●1 つのクラウド連携エネルギーコントローラに、電気錠は 1 つのみ接続できます。 

●電気錠を接続する場合には、電気錠本体に加え、オプション部材(インターフェースユニット)及びネットワーク機器が必要です。 

  ※1 有線 LAN 接続アダプターへの給電は、IEEE 802.3af 準拠の PoE クラス 0(0～15W)Alternative B タイプに対応の機器のみ対応。 

  ※2 インターフェースユニットと有線 LAN 接続アダプターの接続には、SMK 株式会社製の JEM-A(HA)端子接続用ケーブル 

(LUA0600-0501F)を利用してください。 

 ※3 インターフェースユニットと無線 LAN 接続アダプターの接続には、大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028） 

に同梱の HA ケーブルを利用してください。 

 ※4 大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028）は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。 

    X5028 に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電気錠(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。 

※5 SMK 株式会社製 ECHONET Lite 対応有線 LAN アダプタ（LUA0600-0409F）は生産終了しております。 

●各シリーズともにスマートコントロールキー・AC100V 式に対応しております。 

 （スマートコントロールキー・電池式には対応しておりません） 

●クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、施錠のみです。 

●玄関ドア電気錠の旧商品に関しては YKK AP(株)に問合せください。 

 

  

対応オプション部材

インターフェースユニット
有線LAN接続

アダプター
※1※2

無線LAN接続

アダプター
※3※4

イノベストD70・D50

（ポケットキー／ピタットキー）

イノベストD50 防火ドア

（ポケットキー／ピタットキー）

ヴェナートD30

（ポケットキー／ピタットキー）

ヴェナートD30 防火ドア

（ポケットキー／ピタットキー）

コンコード S30

（ポケットキー／ピタットキー）

コンコード S30 防火ドア

（ポケットキー／ピタットキー）

機器 メーカー名 対応シリーズ名

対応ネットワーク機器

玄関ドア

電気錠
ＹＫＫ ＡＰ㈱

ＹＫＫ ＡＰ㈱

・YS KAG-B3

・YS KAG-B4

・YS KAG-B7

のいずれか。

SMK㈱※5

ECHONETLite

対応有線LAN

アダプタ

（LUA0600-

0409F）

大和電器㈱

エコーネット

ライトアダプタ

（X5028）

プロント

（ポケットキー／ピタットキー）

かんたんドアリモ 玄関ドアD30

（ポケットキー／ピタットキー）
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シャープ株式会社 

2023 年 3 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電気錠の接続確認済企業一覧はこちら 

◆施錠操作対応 

 

●1 つのクラウド連携エネルギーコントローラに、電気錠は 1 つのみ接続できます。 

●電気錠を接続する場合には、電気錠本体に加え、オプション部材(インターフェイスユニット)及びネットワーク機器が必要です。 

  ※1 有線 LAN 接続アダプターへの給電は、IEEE 802.3af 準拠の PoE クラス 0(0～15W)Alternative B タイプに対応の機器のみ対応。 

  ※2 インターフェースユニットと有線 LAN 接続アダプターの接続には、SMK 株式会社製の JEM-A(HA)端子接続用ケーブル 

(LUA0600-0501F)を利用してください。 

 ※3 インターフェースユニットと無線 LAN 接続アダプターの接続には、大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028） 

に同梱の HA ケーブルを利用してください。 

 ※4 大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028）は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。 

    X5028 に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電気錠(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。 

※5 SMK 株式会社製 ECHONET Lite 対応有線 LAN アダプタ（LUA0600-0409F）は生産終了しております。 

●各シリーズともに e・エントリー AC タイプ (電気式)の電気錠に対応しております。 

（e・エントリー DC タイプ (電池式)には対応しておりません） 

●クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、施錠のみです。 

  

有線LAN接続

アダプター
※1※2

無線LAN接続

アダプター
※3※4

　ファノーバ e・エントリー　ACタイプ　(電気式)

　防火ドア ファノーバ e・エントリー　ACタイプ　(電気式)

　プロノーバ e・エントリー　ACタイプ　(電気式)

　ファノーバSD e・エントリー　ACタイプ　(電気式)

　防火スライディングドア

　ファノーバSD
e・エントリー　ACタイプ　(電気式)

玄関ドア

電気錠

三協立山㈱

三協アルミ社

インターフェイスユニット

VEPBSH

SMK㈱
※5

ECHONETLite

対応有線LAN

アダプタ

（LUA0600-

0409F）

大和電器㈱

エコーネット

ライトアダプタ

（X5028）

機器 メーカー名 対応シリーズ名 対応オプション部材

対応ネットワーク機器
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シャープ株式会社 

2023 年 3 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電気錠の接続確認済企業一覧はこちら 

◆施錠操作対応 

 

●1 つのクラウド連携エネルギーコントローラに、電気錠は 1 つのみ接続できます。 

●クラウド連携エネルギーコントローラと接続すると、ドアホンを電気錠へ接続することができませんので、ドアホンからの電気錠 

操作連携がおこなえません。 

●電気錠を接続する場合には、電気錠本体に加え、ネットワーク機器が必要です。 

  ※1 有線 LAN 接続アダプターへの給電は、IEEE 802.3af 準拠の PoE クラス 0(0～15W)Alternative B タイプに対応の機器のみ対応。 

  ※2 コントローラユニットと有線 LAN 接続アダプターの接続には、SMK 株式会社製の JEM-A(HA)端子接続用ケーブル 

(LUA0600-0501F)を利用してください。 

 ※3 コントローラユニットと無線 LAN 接続アダプターの接続には、大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028） 

に同梱の HA ケーブルを利用してください。 

 ※4 大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028）は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。 

    X5028 に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電気錠(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。 

※5 SMK 株式会社製 ECHONET Lite 対応有線 LAN アダプタ（LUA0600-0409F）は生産終了しております。 

●クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、施錠のみです。 

●玄関ドア電気錠の旧商品に関しては(株)LIXIL に問合せください。 

有線LAN接続

アダプター
※1※2

無線LAN接続

アダプター
※3※4

エルムーブ２、エルムーブ２防火戸

（シンプルコントロールプラン又はナンバーキープランをご選択ください）

玄関ドアXE スタンダードモデル

グランデル２、ジエスタ２、ジエスタ２防火戸、

リシェント玄関ドア３、リシェント玄関ドア３防火戸、エルムーブ２、エルムーブ２防火戸、

玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸

（シンプルコントロールプラン又はナンバーキープランをご選択ください）

システムキー

SMK㈱※5

ECHONETLite

対応有線LAN

アダプタ

（LUA0600-

0409F）

大和電器㈱

エコーネット

ライトアダプタ

（X5028）

グランデル２、ジエスタ２、ジエスタ２防火戸、プレナスX

（ベースプラン又はスタンダードプラン又はナンバーキープランをご選択ください）

機器 メーカー名 対応シリーズ名 電気錠名称

対応ネットワーク機器

FamiLock

玄関ドア

電気錠
㈱LIXIL

玄関ドアXE シームレスモデル

（コントローラユニット式をご選択ください）
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