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インテリジェントスマートロックについて
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【鍵の管理・運用でお困りですか？】

１．鍵の管理コスト削減したい（無人フロント対応、鍵の紛失対策）

２．犯罪リスクを回避したい（鍵の複製対策、施錠忘れによる盗難抑止）

３．物件売却や賃貸転用の際に鍵を戻したい（穴あけ不要で原状回復）

【スマートロックが問題解決のお役に立ちます！】

インテリジェントホームは2015年にサービス開始のケーブルテレビ

加入者様向けＩｏＴサービスです。個人向けサービスでのノウハウ・信
頼性・汎用性を活かした低価格の民泊向けスマートロックサービスを
ご提供します。

国内メーカーのフキ製「iNAHO365+」に加え、同じく国内メーカーの
美和ロック製市販モデル「PiACKⅡ」でもご利用可能となり、民泊運営
の効率化とコスト削減のお役に立てるサービスとなっています。



クラウドシステムについて
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• イッツコム（東急）のインテリジェントホームを利用

– 2015年にサービス開始、国内で利用可能世帯数が1千万件を
突破しているＩｏＴサービス

– COMCAST（米国）のIoT基幹システムを利用

⇒8年以上の運用実績、セキュリティ、安定性に定評あり

iNAHO365+



スマートロック管理システム
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開閉／トラブル履歴確認

リアルタイム遠隔解錠

時限パスワードの発行

複数物件のスマートロック一元管理が可能

予約情報管理（カレンダー管理）



クラウド対応によるメリット
1. 利用者ごとに時限パスワードの遠隔付与（メール等）が可能

– 鍵受け渡し手間削減

– 専用アプリに依らない解錠用URLの発行も可能

2. 扉開閉履歴／トラブル通知もクラウドに保存

3.  無人フロント対応可能
– チェックインサービスやPMSとのシステム連携が充実

5
当社スマートロックなら上記を全て解決可能！



無人フロント対応による人件コスト削減
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エントランスオートロックにも対応可能
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既存インターホン（共通キー）を使用せず解錠可能
⇒入退館時のセキュリティが確保できる



iNAHO365+について
室外機外寸(mm)： 58(W) × 113(H) × 16.8(D) 
室内機外寸(mm)： 70.4(W) × 163.8(H) × 38(D)
本体質量： 室外機240g、室内機400g 
動作温度： ‐20℃～55℃ 動作湿度： 20%～90% RH（結露が発生しないこと）
電源： 1.5V単三アルカリ乾電池×4 非常時解錠
電源： （別売）9V角型アルカリ乾電池×1
電池寿命： 約10ヶ月（1日6回使用、ネットワーク連動基準）
認証方法： リモート、暗証番号［テンキー］、非接触ICカード
暗証番号＆カード登録数： 250（暗証番号 大240まで）
カード周波数： 13.56MHz 対応錠前： （MIWA）LA系、LSP系、（GOAL）LX系
対応扉厚： （LA）33～50mm、（LSP、LX）30～50mm
通信規格： Zigbee
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①カードリーダー
付属の非接触ICカードでの解錠時に使用します。

②非常用電源端子
単三アルカリ乾電池が無くなり（放電）、ドアが開かなくなった場合に使

用します。
③テンキー

暗証番号での解錠、各種設定時に使用します。
④OPEN/CLOSEボタン

室内からドアを解錠／施錠する場合に使用します（電子式）。
⑤REGボタン

登録メニューモード切替
⑥SETボタン

設定メニューモード切替
⑦サムターン

室内からドアを解錠／施錠する場合に使用します（機械式）。
⑧単三アルカリ乾電池

1.5V単三アルカリ乾電池 バッテリー寿命10カ月
（※1日6回使用基準です。寿命は使用状況によって異なります。）



iNAHO365+の対応錠前は

業界 多 48種類以上
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ｉNAHO365+ 提供料金（2019年10月以降）

項目 価格

月額
費用

基本利用料（ｹﾞｰﾄｳｪｲ含む） 920円/契約

ｽﾏｰﾄﾛｯｸ管理ｼｽﾃﾑ（機器代含む） ※1 1,380円/台

初期
費用

基本工事費 ※2 0円/契約

鍵工事費（機器支給の場合） ※3 0円/箇所

エントランスオートロック対応工事 120,000円/式
※1 スマートロック機器単体提供の場合710円/台（ 低利用期間5年間契約が必要）
※2 電源工事、LAN配線工事等が必要な場合は別途御見積
※3 当社設置の場合、15,000円～/箇所 オプションパーツ等が必要な場合は別途御見積 10

• 月額1,610円～2,300円／部屋（税抜）
– ゲートウェイ1台につきスマートロック4台まで

ペアリング可能

– 低利用期間3年間でｽﾏｰﾄﾛｯｸ無償譲渡

– NET回線(WiFi)とAC100Vｺﾝｾﾝﾄ電源をご準備下さい

• スマートロック導入費0円

• 利用期間中は機器保証

• 全国にてご提供可能

ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ数 月額利用料

1台 2,300円

2台 1,840円

3台 1,687円

4台 1,610円



【参考】PiACKⅡ（市販品）について
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【参考】 PiACKⅡ（市販品）の仕様



PiACKⅡ システム連携提供料金

項目 価格

月額
費用

基本利用料（ｹﾞｰﾄｳｪｲ含む） 920円/契約

ｽﾏｰﾄﾛｯｸ管理ｼｽﾃﾑ（中継器含む） ※1 1,000円/台

初期
費用

基本工事費 ※2 0円/契約

エントランスオートロック対応工事 ※3 120,000円/式
※1 美和ロック社製ＰｉＡＣＫⅡの費用は含みません
※2 電源工事、LAN配線工事等が必要な場合は別途御見積
※3 エントランスのスマートロックはiNAHO365+となります（中継器なし）
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• 月額1,230円～1,920円／部屋（税抜）
– ゲートウェイ1台につきスマートロック4台まで

ペアリング可能

– 低利用期間3年間

– NET回線(WiFi)とAC100Vｺﾝｾﾝﾄ電源をご準備下さい

• ゲートウェイ機器代・設置費0円

• 美和ロック製PiACKⅡ(BLE対応)設置物件への提供価格です

• 全国にてご提供可能

ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ数 月額利用料

1台 1,920円

2台 1,460円

3台 1,307円

4台 1,230円



スマートロック他社比較

※当社独自調べ

iNAHO365+ PiACKⅡ 他社① 他社② 他社③

原状回復 ○ ○ ×穴開け加工 ○ ○

施工性 ○（引戸○） ○（引戸×） ×（引戸×） ○（引戸×） ○（引戸×）

予約登録 ○ ○ ○ ×変更のみ ○

鍵穴残し ○ ○ －（鍵穴付き） ○ ○

遠隔解錠 暗証番号/URL 暗証番号/URL 暗証番号 暗証番号 暗証番号

電池寿命 1年 1年 3ヶ月 1年 1年

ｴﾝﾄﾗﾝｽ対応 ○（12万円～） △（12万円～）
iNAHO365+で対応

○（60万円～） × ×

機器代 0円（機器保証） 60,000円 35,000円～ 65,000円 55,000円

ゲートウェイ代 0円 0円 － 40,000円 30,000円

機器保証 ○ × × × ×

工事費 0円～ 0円 35,000円～ 15,000円～ 15,000円～

月額料金 1,610円/台～ 1,230円/台～ 1,500円/台 500円/台 2,800円/台

総コスト（3年） 57,960円～ 104,280円～ 124,000円 138,000円 200,800円

総コスト（5年） 96,600円～ 133,800円～ 160,000円 150,000円 268,000円

※料金表記は全て税抜



設置実績

15

国内で18,000台以上の実績があります



担当部署連絡先

株式会社ベイ・コミュニケーションズ
第２営業部 集合管理チーム

原田・西垣

【 直通 ダイヤル 】 ０６－７１７６－８６７２
※平日 ９：００～１８：００

【フリーダイヤル】 ０１２０－４０－１１７３
※年中無休 ９：００～２０：００
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