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社名 株式会社リクルート（Recruit Co.,Ltd.）

創業 1960年3月31日（設立 1963年8月26日）

本社所在地 東京都千代田区丸の内1-9-2

URL https://www.recruit.co.jp/

アドバンスドテクノロジーラボは、リクルートグループのビジネスを
進化させることをミッションとする研究開発組織です。
「次世代技術のR&D・新ソリューションの開拓」といったテーマに取り
組んでいます。
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ー アドバンスドテクノロジーラボのご紹介

【リクルートについて】



ー 製品概要

●サムターン上に後付設置して使用します
・工事、オプションパーツは一切不要

●スマホアプリやスマホ・フューチャー
ホンのWebブラウザーを通じて、解錠
/施錠ができます

・スマホアプリで解錠/施錠
・遠隔操作による解錠/施錠
・オートロックによる施錠

●施錠・解錠の操作履歴が一元管理が
できます
・現在の解錠/施錠状態が遠隔でわかる
・いつだれが解錠/施錠したかがわかる

●電子錠の利用権限を割り振りは
即時に反映されます

・いつでもどこでも鍵権限を付与または回収
・鍵権限の所有者と権限の内容を完全に

把握、管理
・紛失や無断複製の可能性なし
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56.9mm

iNORTH KEY（イノースキー）

重さ 約217.8g（電池なし：158.7g）

サイズ W56.9mm×H114.8mm×D84.5mm

動作電圧 DC4.5-7.2V

電源 単３乾電池４本

Connectivity Bluetooth Low Energy

バッテリー期間 ２年間持続 ※1日あたり10回の開閉を想定

114.8mm

84.5mm

■基本機能のご紹介



iNORTH KEYは、利用する方が、アプリを起動し部屋を選
んで施錠・解錠ボタンを押すだけで簡単に手間なく利用で
きます。

業務で日々変化する電子錠利用状況に合わせて、利用者は
権限反映を意識すること無く適正な利用権限を運用できる
ように、権限自動反映方法を検討し完成させました。

これにより、利用者は

１．鍵アプリケーションを起動
２．操作したい物件・部屋を選択
３．鍵操作(施錠・解錠)

というシンプルな操作だけで利用が可能になります。
また、操作可能なiNORTH KEYに数の制限もありませんの
で柔軟に貴社業務に利用いただけます。

また、iNORTH KEYの解錠・施錠の操作を容易にするため

に、「ふるふる解錠」をご提供しています。

ドアの前でスマーフォンを振りドアの鍵穴にスマートフォ
ンをかざすだけでドアが解錠・施錠いたします。

■シンプル操作で鍵の施錠・解錠ができます

（１）お手軽操作での施錠・解錠ができます−１

1.鍵アプリケーション起動

2.操作したい物件・部屋を選択

3.鍵施錠
（施錠ボタン・解錠ボタンを押す）

鍵アプリケーション起動時に最新の利用
権限データを取得し、利用可能な物件・部屋の
みを一覧表示します。
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ー 特徴

■「ふるふる解錠」の様子

※特許取得済み



iNORTH KEYは、iNORTH KEY IDをお持ちでない利
用者の方でも臨時利用が可能となるアクセスキーが発行

できる「らくらくパス発行」をご提供していま

す。

この機能で発行された、アクセスキーを利用者が使うこ
とで、一定期間、iNORTH KEYのご利用が可能となり
ます。

アクセスキーでの操作は、スマートフォンアプリはもち
ろんのこと、スマートフォン・フューチャーフォンの
Web画面からも操作が可能となります（遠隔操作機能
の導入が必要となります）

電子錠を遠隔操作した場合、操作は代理で
管理者が行うため、操作履歴としては管理者の
操作と記録されてしましいます。
しかしながら、操作履歴管理としては「誰のための
操作」なのかが必要ですので、別途管理する必要が
ありました。
iNORTH KEYは、そんな場合でも操作履歴の
一元管理が可能となるように、代理操作時に
操作履歴として「誰のたの操作」なのか入力が可能な

「らくらく遠隔解錠」をご提供しています。

■アクセスキー入力で鍵の施錠・解錠ができます

（１）お手軽操作での施錠・解錠ができます−２

1.鍵アプリケーション起動し、「アクセスキー操作」をタップします。

2.アクセスキーをテンキーで入力し「ログイン」をタップします。

4.鍵の施錠・解錠をします
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ー 特徴

3.操作したい部屋をタップします。

■遠隔解錠した場合でも操作履歴の一元管理ができます

※代理操作時に管理コメントを入力できます



iNORTH KEYは、大規模ユーザーの利用権限設定を集中管理できます。

権限設定は、ユーザリストに追加削除するだけで容易に設定でき、そのユーザリストを複数のiNORTH KEYで共有することによ
り大規模なiNORTH KEY運用を容易にいたします。

またユーザリストには利用者制限条件も設定でき、業務利用で必須な各種条件の繰り返し設定(毎週水曜日の9:00ー18:00のみ利
用可能 等)の設定が可能となりました。

（２）容易に利用権限設定を集中管理できます−１

■利用権限設定画面

■利用条件設定画面

Webシステムにより、データ入力操作性を向上させています。
また、大量のデータ管理やデータ流用を容易にするため
Microsoft Excel 等で作成したデータをインポートするサービス
もご提供しています。
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ー 特徴

※左ボックよりユーザー検索の結果を、選択し「→」ボタンで利用権限を追加します。
右ボックスの該当ユーザーを、選択し「←」ボタンで利用権限を削除します。



iNORTH KEYは、以下のように、ワークフローによる鍵利用の権限管理「らくらく利用者管理」をご提供しています。

１．セキュリティーとして重要な利用者管理を最小限の労力で適正な状態を維持することができます。
２．利用申請への承認業務は、一覧・一括で実施可能です。
３．スケジュール重複調整は、同時に利用可能な件数の範囲内で自動で実施されます。
４．信頼できる利用者をシステムに登録することにより、自動承認をすることができ承認運用の省力化が可能となります。

上記の機能により、利用者管理業務を管理物件数が増加しても増加せず実施することが可能となります。

■らくらく利用者管理 利用者画面

（２）容易に利用権限設定を集中管理できます−２
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ー 特徴

■らくらく利用者管理 管理者申請承認画面



（２）容易に利用権限設定を集中管理できます−３
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ー 特徴

iNORTH KEYは、大規模ユーザーの利用権限設定を容易に集中管理する為に以下の権限管理体型が利用できます。

■利用権限管理体系

電子錠の利用権限管理を分散委託することで、管理業務が軽減され、柔軟な管理が可能となります。

所有者
グループ

利用者
管理者グループC

利用者
管理者グループB

利用者
管理者グループA

利用者
リストA

利用者
リストB

利用者
リストC

利用者
リスト管理者A

iNORTH KEY A

iNORTH KEY B

iNORTH KEY C

iNORTH KEY D

iNORTH KEY E

管理

利用
可能

利用
可能

利用
可能

●所有しているiNORTH
機器全て(iNORTH KEY 
A〜G)の管理や利用者設
定が行えるグループ

iNORTH KEY F

iNORTH KEY G

●所有しているiNORTH機器のうち
管理を委託されている機器
(iNORTH KEY A〜E)の管理や利用
者設定が行えるグループ

●管理を委託された
利用者リストの
設定が行えるグループ

利用者
A

利用
可能

利用者設定は、
複数IDが登録さ
れた「リスト」
でも「単一ID」
でも設定するこ
とができます。



iNORTH KEYは、既設のドアに工事や粘着することなく設置できます。
既設のドアの物件破損や設置品質の向上を図るために、工事や粘着テープでの設置ではない、磁石による吸
着でドアに設置する方法を検討し完成させました。
そのため、設置後の設置位置微調整・取外しも容易に無制限に可能となり、機器設置を簡単にしています。
※ドアの素材は、磁石が吸着可能な素材でのご利用をお考えください。

ドアに設置する際に発生する、初期設定作業（ドアの開く向き 等の設定）は、スマートフォンアプリの質
問に答えるだけで簡単に設定ができます。
ドアに設置後でも、ドアに設置したままで、シリンダー鍵やサムータンの手動操作で施錠・解錠が可能とな
っています。

■設置の様子

（３）専門知識不要で容易に機器設置ができます
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ー 特徴

吸着

iNORTH KEYは、代表的な数種類のドア（ドアを施錠する鍵）に、この２種類の仕組みにより
オプション部品なしに設置できます。

■自由度の高いサムターンつまみ高への対応

自由に伸び縮みするアダプター

自由に伸び縮みする本体

アダプターを縮める

アダプターを伸ばす

本体を伸ばす

サムターンつまみが薄厚用

サムターンつまみが中厚用

アダプターを外す

サムターンつまみが極厚用

■自由度の高いサムターンつまみ厚への対応
※特許取得済み

※特許取得済み

※特許取得済み

※特許取得済み



iNORTH KEYは、事務所 等からのWebブラウザーやフューチ
ャーフォンで電子状の操作を行うための遠隔操作機能を安価で安

定した操作感で利用できる「遠隔通信パワーキット」と

してご提供しています。

従来の製品の多くは、遠隔操作を実現するためには電子錠と３G
通信機能を有した中継機を同一部屋内に設置する必要がありまし
た。
その為、以下の課題が発生しています。

１．設置する部屋毎に高額の利用料金が発生する
２．設置する部屋の３G通信環境が不安定な場合、

遠隔操作が失敗する。

そこで弊社は、安価で高品質の遠隔操作を実現できるように、右
図の様な遠隔操作システムを検討し完成いたしました。

これらの機器は機器管理番号の入力のみで設定が完了いたします
ので容易にお使いいただけます。

■遠隔操作の仕組み

（４）安価で安定した遠隔操作ができます

●従来の遠隔操作のイメージ

●「遠隔操作パワーキット」のイメージ

従来の中継器：3G・LTEのゲートウェイとなる室内のAC100V電源の供給をうけ稼働する

遠距離通信が可能な通信規格で中継機同士がメッシュ通信行います

10

ー 特徴

※１ 中継機（３G） ：１棟に１台
※２ 中継機（リピーター）：同一フロアーで半径３０m以内の電子錠の

制御を行う目安でお考え下さい
※遠隔操作を行う際は、中継機の「リピーター」と「３G」をどちらも

購入・設置いただき、中継機同士のメッシュ通信を行います。

3G・LTE

BLEBLEBLE

3G・LTE 3G・LTE

分電盤

※２

※１

※２

BLE
BLE

BLEBLE

3G・LTE

※特許出願済み

■遠隔操作の仕組み

PC Webブラウザー操作画面

フューチャーフォン ブラウザー操作画面



iNORTH KEYは、集合住宅 等の設備として導入されている、エントランス自動ドアを解錠をお部屋の施錠・解錠と同一の操作性で

対応可能な「らくらくエントランス」をご提供しています。

既存のエントランス自動ドアの仕組みを改修・変更なしに、ご利用できます。
設置後も、既存の解錠の方法は、そのままご利用が可能となっていますので、容易に導入していただくことが可能となっています。

■エントランス自動ドアの解錠の仕組み

（５）お部屋と同一操作でエントランスの自動ドアを解錠できます
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ー 特徴

自動ドア開閉センサー

iNORTH KEY(エントランス)

※特許出願済み

※iNORTH KEY（エントランス）の設置には、ビス留め 等の対応を貴社にて行っていただく必要があります。
※ iNORTH KEY（エントランス）は、電池稼働だけではなく別売りのACアダプタによりAC電源での稼働も可能となっています。

（稼働に必要となる電源設備工事は、貴社にて行っていただく必要があります）



iNORTH KEYは、貴社システムで利用可能な「利用者権限管理可能な後付電子錠システム」機能として「らくらくスマート
キー」をご提供しています。

ご提供している機能は、iNORTH KEY Webシステムでご提供している全機能です。
貴社システムで利用開始後も、iNORTH KEYシステムでの制御も同時に可能ですので、貴社システムで実施する部分とiNORTH
KEYシステムで実施する部分を使い分けることで貴社システムの開発費用を軽減することが可能となります。

■ご利用の仕組み

（６）貴社のシステムにスマートキーシステムの機能追加が容易にできます
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ー 特徴

BLE
InterFace WebAPI InterFace

インターネット

iNORTHアプリケーション

iNORTH フレームワーク iNORTH
コントロールサーバー

3G・LTEキャリア網

← 操作コマンド
スティタス情報 →

中継機

貴社アプリ
Webサーバー

(遠隔操作用InterFace)(近接操作用
InterFace)

BLEiNORTH KEY

← 操作コマンド
スティタス情報 →

貴社アプリケーション

貴社サービスにWebAPIを解放いたします

←操作権限認証要求・操作指示・スティタス取得
アカウント登録・物件登録 等

→結果

※上記機能をご利用する場合には、弊社がご提示する利用条件を守っていただく必要があります。
※貴社有料社外システムでの利用の場合でも、通常料金でご利用いただけます。
※貴社有料社外システムでの利用で買取プランの場合は、貴社から機器の所有権が移らないようにしていただく必要があります。

※以下のご利用方法が可能となります。

施錠・解錠機能 ユーザー管理機能

貴社システム 貴社システム 中継機の利用が必須

貴社システム iNORTH KEYシステム 中継機の利用が必須

iNORTH KEYシステム 貴社システム
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ー ご利用料金

iNORTH KEYのご利用料金の詳細は、下記の問合せ先までお問い合わせください。

0570-006004
受付時間： 月〜金 10:00〜17:00

key-info@mail.inorth.jp
受付時間： 24時間 365日


