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引言

カスタマイズエレベーターの成就者～小金井エレベーター

　　弊社の製品をご購入頂き、誠に有難う御座いました。
顧客からの肯定は小金井エレベーター進歩の動機になる。

　　人間性から出発し、空間「移動」の需要を関心し、「
空間移動+」に注意を払い続けて行く。エレベーターのラ
イフサイクルは、販売、設計、製造、据付及び保守など、
お客様多様なニーズに応える。

　　1989年創立以来、最新と最適なエレベーターを開発し
つつ、十分な市場サービスネットワークを組み、カスタマ
イズ且つ安全、科技、高効率的ソリューションを提供して
、家庭や住宅に専用の「モバイルキャビン」を作る。

　　「優れを追求し、最善を尽くす」を当社の品質目標と
し、ISO 9001認証を取っている。顧客のニーズや要求を基
付いて、最も安全、快適、便利しかも経済的なカスタマイ
ズエレベーターとサービスを提供する。

 

20 . 09
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一、製品紹介
　　専門、最適、安全、革新を基づいて、規格から設計、製造ま
で一貫化サービスする。有限なスペースを良く利用して、別荘、
個建、店舗、住家に向け、カスタマイズのエレベーターを設計す
る。新旧の建物も取付できるかつ、お客様のニーズに合わせるエ
レベーターを提供する。
01.機械室無し、省スペース

02.三相電源必要なし、電気代を節約できる

　(1) 周波数変換のコントロールで、運転の電気代を節約できる。
     　 それに、運転休止後は自動消灯で、省エネの設計である。

　(2) 動力電源は単相や三相電源両方とも使える。

(1) ニーズに合わせて、機械室なし、建築のスペースを活用して
     　 、コストを大幅に下げる。

(2) VVVFコントロールシステム通じて、電気費用を大幅に節
     　 約できる。   

   　   が一の時、すぐ外界と連絡できる。

03.建築仕様に合わせ

04.かごの設計は快適、優しい、思いやり

05.多種な安全施設

　(1) 新旧建物や室内外も適用。

　(1) やさしいの乗用空間を作り、親切かつ思いやりの操作設備

　(2) かごにバリアフリー設計ができる。

が備える。

　(3) 防犯窓から、かご内外の状況を確認できる。

　(1) 國家標準規範に基づくき設計で、安全かつ信頼できる。
 かごの電話プレート(オプション)は電話回線と繋いで、万　(2)

 ガバナーやロープの落下防止機能あり、ロープが切っても、　(3)

 かごがレールに止れる。それに、緊急照明、過荷重検知、モ

　(2) 建物に合わせて、カスタマイズ設計ができる。



06.自社の工場
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開する。乗用者が転倒や扉に挟まれないようにする。
(5) 停電自動着床システム(オプション)：停電時、自動的に最
　寄階に着床する。

(6) UCMP  (オプション)：かごの異常動きを停止させ、乗員の
　 安全を守る。

(1) 優れた製品を素早く作れる。
(2) お客様のニーズに合わせる設計。(カスタマイズ)

07.エレベーター仕様表

★ 上表は参考値で、実際の寸法は建物、法規、設備、ニーズ及
　 び他の要因により変わる。

3~5人
200~300Kg

6人/450Kg

8人/550Kg

9人/600Kg

10人/700Kg

12人/800Kg

15人/1000Kg

12~30

30~45
60~90

30~45
60~90

30~45
60~90

30~45
60~90

30~45
60~90

30~45
60~90

1550x1200
以上

1800x1700

1800x1750
1850x1800

1700x1850

1100x14501850x1850
1900x1850

1900x1850
1950x1850

1900x1900
1950x1900

2300x1900

1600x1700 980x1220

1300x1200
以上

750x750
以上

1700x1950
1750x1950

1800x1950
1850x1950

2300x2050

1900x2000
1950x2000

1050x1350

1600x1500

1300x1520

1200x1450

700以上

810

810

810

810

810

900

定員/積載
(人/Kg)

速度
(m/min)

出入口幅
W(mm)

かごサイズ
(mm)

昇降路サイズ(mm)

戸開タイプ：CO 戸開タイプ：2S

(4) マルチビーム：扉が閉まる際に出入が有ると、自動的に再
   　   ーターブレーキ、リミット等安全装置がある。
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二、エレベーターの構造及び使用方法

かごとかご操作盤~仕様はお客様のオプションにより異なる。

天井

照明灯具

かごの壁パネル

防犯窓

階数インジ
ケーター

操作盤

ブザー

各階数のボ
タン

開延長

開く
閉める

かごの床



乗場と乗場ボタン~仕様はお客様のオプションにより異なる。
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機械室無しの制御盤

防犯窓

呼出インジ
ケーター

階数インジ
ケーター

乗場呼出
ボタン

乗場扉
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01.乗場呼出ボタン：　　　　　　　         各フロアーの乗場に設置され、かごを呼出
   用のボタン。
       

05.階数インジケーター：

02.各階数のボタン：

03.閉まるボタン：

04.省エネ装置：

　　　　　  　                   かごの所在階数を表示する。行先階に着
   床してから、速やかに出入してください。

　　　　　                 かごに入って、行先階のボタンを押すと点
   灯になる。出入がないと確認して、閉まるボタンを押す。閉
  まるボタンを押さなくても、扉が自動的に閉まる。 
   　　　　　             かごに入って、出入がないと 確認してから、 閉
  まるボタンを押す。

   

　　　　　        扉が閉まった後約三分間、操作がなければ、自動
  的に電源を切る。かご内の照明も同時的に消灯。いずれのボタン
  を押して、省エネ状態を解除する。

06.開くボタン：    　　　　　        かごは行先階に着床してから、扉が開く。扉が閉
  じ始まる時、出入が続ける場合、開くボタンを押してください。

07.マルチビーム：

08.開延長ボタン：

10.オーバーロード： 

09.ブザー：   

　　　　　  　       扉が閉じ始まる時、出入を感知すると、扉が再
  開する。
　　　　　  　      部品の運搬や行動不便者がいるや乗用者が多い
   時に、開延長ボタンを押してください。
　　　        万が一停電や故障にて閉じ込められた場合、落着い
  てかご内のインターホンで外界と連絡する。

　　　                         積載量を超えるとブザーが鳴る。あとから
  乗った人が降りるようにしてください。

(1) 呼出ボタンを押すと、点灯になる。かごが着床して消灯に
　 　  なる。扉が開いてから、出入してください。
　 (2) かごは呼出階にあれば、呼出ボタンを押すと、扉が開く。
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三、注意事項
01. 扉が閉じ始まったら無理に乗り込まないでください。
02. 扉に寄りかからないでください。扉にコードやスカート類が
       挟まれないように注意してください。
03. 積載量を超えるとブザーが鳴る。あとから乗った人が降りるよ
      うにしてください。
04. 行先階以外のボタンを押さないで、他人の利用を妨げないでく
      ださい。
05. エレベーターの中でとびはねたりしてはいけません。安全装
      置が誤作動して、乗用者には大危険。
06. かご内は禁煙です。
07. 閉じ込められた時、自分でエレベーターを破壊して脱出しない
      でください。かご内のインターホンで外部と連絡して、エレベ
       ーター会社の救助をお待ち下さい。

08. 個人の荷物を良く保管して、シールの溝に落ちないように注意
　  してください。
09. 定期にシールの溝を清掃してください。溝に異物があると扉
      が閉まらなく、故障になる。
10. 荷物を運搬する時、荷物や台車が扉と天井にぶつけないように
       注意してください。扉が破損や変形すると、運行ができなくな
      る。
11. 停電予告の時間前に、運転を休止してください。
12. 冠水時、かごを最高階に止って、運転を休止する。
13. 冠水後、技術人員が確認してからで、運転を再開する。
14. かご内の通信設備が不備時、自分の携帯で外に連絡する。
15. かごが完全に着床してから、出入する。
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四、保守とメンテナンス
4-1保守の重要性

　 

　　  
　　  

4-2保守費用

      

4-3日常清潔

　 (1)エレベーターの法定耐用年数は15年。正しく使用と保守す
　　  ると、15年より長く使用できるの可能性がある。

(2) 不適当な使用や保守を行うと、耐用年数になれなく、危険
　　  性も増加。

(3) 定期保守を行っても、絶対に故障しないとも言えない。だ
が、専門の保守業者に任せると、エレベーターの故障率が
低下になる。乗用者の安全を守れるかつ、機械の寿命を延
長できる。

保守は、定期の点検、メンテナンス、運行テスト等を含める。
　  専門の保守業者が SOPより作業を行うから、安全を守れる。
　  コスト削減の考えで、技術持ってない業者に保守を任せると、
      乗用者には危険。

保守作業を専門業者に任せながら、乗用者より定期の清掃も

必要。

(1) シールの溝に埃や異物を排除する。溝に異物があると扉の
　 　  開閉が異常になり、故障になる。
　 (2) 操作ボタンが汚れた時は、即時に清潔する。

　 (3) かご床の乾燥を確保してください。水が入ると機械短路に
なる。

★ エレベーターの運行を確保してください。(最低週1~2
     回)長い時間に使わなくても、電源も開いたまましてく
　 ださい。
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五、緊急事故の対応
    　　　　エレベーター会社は24時間待命機制で、いつでも異常通報

を受けて、技術人員がすぐ現場に急行する。緊急事故というの

は、停電や故障にて人が閉じ込められたこと。若しくは人為的

なミスや天然災害 (例えば、冠水や地震や台風や雷撃等)。不幸

に人命事故になったら、消防単位や警察機関まで通報しながら

、エレベーター会社にも連絡する。

★ 緊急事項発生時の対応手順：
01. かご内に人がいるか？

02. エレベーター品番 (かご内の操作盤に記載)

03. エレベーターの所在地と連絡電話。
04. 故障状況 (例えば停電、かご扉の現状、かご所在の階数‥)

★ 人が閉じ込められた際の対応手順：

★ かご内外の人員はエレベーターを破壊して、脱出しな
    いでください。

01. 閉じ込められた人の現状を確認する。

02. エレベーター会社に連絡する。

03. かご外の人はインタホンで閉じ込められた人を落着くように誘
       導する。

04. かご内に閉じ込められた人は冷静に、技術人員の救助をお待ち
      ください。
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★ 天然災害や他の故障より、緊急事項の対応処置：

★ 停電の閉じ込め防止は、有償で停電自動着床システムをオ
     プションする。

5-1停電の閉じ込めについて

5-2故障の閉じ込めについて

5-3傷者の処理について

5-4火事になった時

　(1) 電力会社に連絡する。停電時間が長い場合、エレベーター

会社の救助をお待ちださい。かご外の人はインタホンで閉じ
　　  込められた人に状況を説明する。自分でエレベーターを破

 壊して、脱出しないでください。

    (2) 電力が回復時、もう一度行先階ボタンを押して、運行を再
          開する。

不明な要因で運行でがきなく、閉じ込められた時、乗客が落着

     

いて、技術人員の救助をお待ちください。絶対に自分でエレベ

　

ーターを破壊して脱出しないでください。

　

怪我した場合、迅速にエレベーター会社に連絡して、警察
     (110)と消防単位(119)にも通報する。

　(1)

　(2)

　(3)　　 火事後、是非エレベーター会社から点検が問題ないの前

         提で、エレベーターの運転を再開する。

　　 火事に遇った時、全部の行先ボタンを押して、最寄階まで

火事になった時、エレベーターの乗用は禁止。閉じ込めら

　　れる可能性がある。階段とかほかの脱出装置で避難してく
ださい。

着床すると、すぐ避難してください。
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5-5地震が発生した時
　(1) 地震発生した時に、エレベーターの乗用は禁止。

　(2) 地震が発生した時、全部の行先のボタンを押して、最寄階
　　  に着床すると、すぐ避難してください。

　
(3) 閉じ込められた時、落着いてエレベーター会社に連絡して

 　　 、技術人員の救助をお待ち下さい。

　
(4) 地震後、エレベーターを使用する前、是非エレベーター会

　　  社から点検が問題ないの前提で、エレベーターの運転を再
         開する。

5-6冠水になって時

　  
機械室やピットは火事時の消防処置により、若しくは台風や

　  
他の要因で冠水になる場合、各機器の絶縁は低劣になり故障
になる。その時は電源を切って、運転を停止する。エレベー
ター会社から点検が問題ないの前提で、エレベーターの運転
を再開する。

★ かご内は密閉空間ではなく、少し暑いけ
ど窒息の恐れがない。自分でエレベータ

　ーを破壊して脱出しないでください。一
　番安全の対応は技術人員の救助をお待ち

したほうがいい。

　

★ 平日には緊急用の連絡電話と方法を用意
　する。連絡する時は冷静に事故の概況を

述べる。かご内に人がいるかどうかなど
　�外部の救助を連絡する同時に、閉じ込

められた人を落着くように誘導する。
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操作說明
01.ハンズフリーコールキー：
　  ハンズフリー通話できる、有効距離は1メーター。(阻隔状況に
      より、有効距離が変わる。
02.着信：

03.ダイヤルキー：
 

　  ー押して電話を切る。
04.電話記憶：

05.記憶電話をダイヤル(二つ方法ある)：

インターホンの取扱説明書(有償付加)
パネルに各部分の説明
(a) マイク(a)

(b)

(c)
(d)(e)

( f )

(b) ダイヤルキー
(c) 記憶キー
(d) 使用指示灯
(e) ハンズフリーコールキー
( f ) スピーカー
★ 功能と仕様はバージョンにより異

なる。

着信時(リング) ハンズフリーキー押して電話を出る 通話
終了 ハンズフリーキー押して電話を切る。

ハンズフリーキー押す ダイヤル 通話終了 ハンズフリ

　(1) 待機状態 記憶キー押す(使用点灯)と自動的ハンズフリー

　    押すと自動的にダイヤル
て電話切る。

通話終了
　(2) 待機状態 記憶キーハンズフリーキー押す(使用点灯)

ハンズフリー押し

　    及びダイヤル 通話終了 ハンズフリー押して電話切る。

三組の記憶キー。 待機状態で電話番号を押してから、記
憶キーを三秒押すと記入。
なると再度設定が必要。

本電話の記憶功能は、断電に
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感応式カード機操作説明(有償付加)
内容：カード機*1、感応磁気ボタン*3
操作説明：
01. 感応磁気ボタンをカード機前約1CM位置に置く。
02. Biの音が出ると感応成功。
03. そして、行先のボタンを押す。
04. 感応成功から行先のボタンを押す時間は1~60秒設定できる。
★ 功能と仕様はバージョンにより異なる。

停電自動着床システム操作説明(有償付加)
停電になった時、停電自動着床システムは作動する。かごは最寄
階に着床して、人員が避難してください。
★ 注意事項：
01. 停電なって時、エレベーターは最寄階に着床する。行先階では

02.

03.

非停電のエレベーター故障なった時に、停電自動着床システム
ない。

       が作動しない。

04.
で交換必要がある。(使わなくても、バッテリーが磨耗する)

       停電自動着床装置のバッテリーの電量は小さくて、最寄階に着

       停電自動着床装置にはバッテリー入っている。取付一年後自費

       床してから、エレベーターを乗らないでください。閉じ込めら
       れるの可能性がある。
★ 功能と仕様はバージョンにより異なる。



顔認識システム操作説明(有償付加)

★ スタンダート、ドアコントロール管制、フロアー管制がある。
　他のニーズに対応可否や費用の増加は別途で検討する。取付後

★ 以上の規格は参考値で、システムや設備更新により異なる。実
　際の製品による。

　の変更に対しても費用掛かる。 
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スクリーム

サイズ

輝度

解像度

カメラ

解像度

レンズ枚数

タイプ

アパーチャ

焦点

白バランス

核心パラメーター
CPU

設備

常軌パラメーター

作業温度

作業湿度

容量

設備サイズ

重量

8インチ、IPS液晶

350 LUX

800 * 1028

200W * 200W

2

RGB カメラ

2.0

6mm

自動

4核、1.8GHz

2G

-10℃～60℃

10%～90 %

10W  MAX

240 * 120 * 24mm

約 1.3kg

他人認識 同時に5人の認識ができる

誤認識率は万分の三以下1：N人顔認識
認識能力

NK-FA



使用前の準備とお知らせ：
01. 五官はっきり見える写真を用意する。
02. 写真の格式：JPG(100~400KB)、機器は最大1000枚写真を記入

できる。
03. 各写真対応の名前、役目、他に表示したいことを設定する。
04.  
05.  

各写真対応の行先階を設定する。
顔認識システムは全三種類製品ある。(スタンダート、ドアコ

   ントロール管制、フロアー管制で、各別の功能はP26~28を
ご覧になさい)取付後は功能及び位置の変更ができない。慎重

的に適合な種類を選択してください。
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NK-FA 

120mm

240m
m

24mm

8 吋屏
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注意事項
01. 光線不足や日光直射や反射…等の外在光源は認識率に影響与え

る。
02. 認識時はマスク等五官を隠すものを外してください。
03. 装置取付の高さ：乗場床より約125~135㎝で、かご内床より

約140~160㎝で取付。被認識者が自分の姿を調整しながら、全
顔をスクリームに入れてください。

スクリームに入れてください。
04. 一番良い認識距離は正面から100~200㎝で、被認識者が全顔を

05. 装置は室外に、或は湿気の所に取付時、自分で保護を装置に付
けてください。湿度や水の浸入で装置が壊れる。

06. 装置の取付位置は事前にを双方確認して、後に装置の位置を変
更する場合、追加費用が発生する。

07. スクリーム専用の清潔工具で清掃してください。水や洗剤や荒
い工具…等不適合の工具は使わないでください。

08. 下記の状況より、本装置が認識できなくなる。例えばツインと
か本人が保存した写真と差異になった。その際に、もう一度最
新の写真を提供してください。

09. 同じ人が認識終わった後一分間以内は二度認識しない。
10. 停電やエレベーターが異常になった時には使用しないでくださ

い。
11. 本システムは認識時に中国語の発音と標示しかできない。他の

言語はサポートしない。
12. 写真を加減したい時に、定期メンテナンス日付の前にお知らせ

てください。定期保守時間以外の加減作業は年4回無償で対応
する。(保守契約は有効期間以外になると費用が掛かる)



 

故障排除
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01. 認識できない時は、被認識者の写真はシステムに保存すること
を先に確認してください。

02. 装置が異常になり、認識できない場合、まずは｢ 解除管制鍵 ｣
(ある場合)で解除する。そして、弊社の保守人員に連絡してく
ださい。

03. 異常の解除ができない場合、弊社の保守人員に連絡してくださ
い。

04.｢解除管制鍵｣(ある場合)をしっかり保管してください。



六、エレベーター乗用安全のお知らせ
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01. 外部と通信設備が不備の場合、乗らないでください。
02. 乗用時、扉に寄り掛からないでください。火事や地震時にも乗

らないでのください。
03. かごが完全に止って、出入がないことを確認してから、｢閉め

る｣ボタンを押す。
04. 行先階以外のボタンを押さないで、他人の利用を妨害しないで

ください。
05. 故障に遇った時は、慌ててしなくてインターホンで外部と連絡

する。そして、落着いて技術人員の救助をお待ちください。大
危険なので、自分でエレベーターを破壊して脱出しないでくだ
さい。

06. 小さなお子様は一人で乗せないでください。
07. オーバーロードしないでください。
08. 他人の健康のために、かごうちで喫煙しないでください。
09. かご内で跳んだり、跳ねたりするのは大危険。
10. 毎日の運行を確保する。(最低週1～2回)あまり使用しないと故

障率が高くなる。



MEMO
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小金井エレベーター

本社
彰化市彰秀路54巷5號
電話: +886-4-7510167
FAX: +886-4-7510170
E-mail: lilultd@lilu.com.twwww.lilu.com.tw

全国サービス電話

Li Lu Enterprise Co., Ltd.
立路企業株式会社

宜蘭    

台北：       

新竹   ： +886-3-5538962

台中   ： +886-4-24361965

彰化   ： +886-4-7510167

嘉義   ： +886-5-2911086

台南   ： +886-6-2018964

高雄   ： +886-7-7496810

+886-2-22936980

: +886-3-9331266


