
パニックバー
　　98シリーズ

避難、緊急時の
ワンアクション退出システム
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基本寸法および名称

※本体ハウジングケースは扉幅に合せて切断できます。

60
 ㎜ 57

 ㎜

通常時：97 ㎜
押込時：78 ㎜

（S型）457 ㎜（L型）610 ㎜

203
   ㎜ 57

 ㎜

70 ㎜

（S型）838 ㎜　（L型）1143 ㎜

タッチバー

本体ハウジングケース
ロックカバー ■ドギング機能(六角レンチ使用)

頻繁に出入りがある場合に、ラッチの動作をなくし
スムーズに通行する為の機能です。
付属の六角レンチを使用して、タッチバーを押した
状態のまま固定できます。
※この機能は防火戸にはご使用いただけません。

VD98RIMラッチボルト式

ラッチボルト式 ラッチ部

外部側　レバーハンドル996Ｌ

左右勝手

外部

内部

左勝手引き 右勝手引き
ＬＨＲ ＲＨＲ

パニックバー98シリーズVON DUPRIN

パニックバーは、建物から人々を素早くスムーズに、外部へ退避させる為の商品です。
いかなる場合にも、内側からはタッチバーを軽く押すだけのワンアクションで扉は開き、瞬時に外部への避難
が可能です。
外部からの入室は、外部ハンドルを選択することで、様々なセキュリティの状況に対応することができます。
また、オプションでカードキー等を使用する電気的制御、防災システムと連動させることも可能になります。
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EL 9875 06 S US26D996L-RHR

(4p参照)   左右勝手(1p参照)

(3p参照)

(4p参照)

(1p参照)

RX
RX2
LX
ALK
EL
QEL
E

RXスイッチ  ( 5p参照 )
RXダブルスイッチ  ( 5p参照 )
LXスイッチ ( 5p参照 )  ※9875箱状式+ALKの場合は不可
アラームキット ( 5p参照 )
電気式遠隔解錠  ( 6p参照 )
電気式遠隔解錠 静音タイプ ( 6p参照 )
電気式遠隔施解錠 外部ハンドル固定式 ( 6p参照 )

オプション

98RIM
 9875
 9827
 9857

98RIMラッチボルト式
9875箱錠式
9827面付け上下ロッド式
9857三点止め(ラッチボルト+上下ロッド）

パニックバー（内部）

EO
996EO
996L
996L-BE
990-NL
996L-NL
990DT
996L-DT

出口専用 (ハンドルなし)
出口専用 (プレートのみ)
レバーハンドル(シリンダーあり)
レバーハンドル(シリンダーなし)
引き手ナイトラッチ(シリンダーあり)
レバーハンドルナイトラッチ(シリンダーあり)
ダミー引き手(シリンダーなし)
ダミーレバーハンドル引き手(シリンダーなし)

外部ハンドル

06
01
02

レバーデザイン#06(標準)   RHR／LHR
レバーデザイン#01   RHR／LHR
レバーデザイン#02   RHR／LHR

996Lハンドル用レバーデザイン／左右勝手

S
L

DW　711~914mm
DW　864~1219mm

商品サイズ

US28
US26D
US3
US4
US32D

アルミアルマイト
ダルクローム (標準)
ポリッシュブラス
ダルブラス
サテンステンレススチール

仕上げ色

※ご発注の際は確認の為図面をお送りください。

US28      US26D       US3         US4       US32D

(標準)

●基本扉寸法●  
扉幅（ＤＷ）  711～1219ｍｍ
扉厚（ＤＴ）  45～57ｍｍ　
　　　　　　　※44mm以下と58ｍｍ以上は特注

　(9827上下ロッド式のみ)
扉高（ＤＨ）  2108ｍｍ（オプションで3048ｍｍまで）
                       ※標準タッチバー位置は
　　　　　　　　　　　床面より1006mm（中心）

品番選定／注文方法

①電気式オプションの有無をご確認ください。( 5-6p参照 )

②内部パニックバーの品番を選びます。
　既存建具／新規建具／両開き／片開き／目板有無等の
    扉の条件により、品番が変わります。( 3p参照 )

③ハンドルの有無とレバーデザイン、左右勝手を選びます。
　扉の使用条件、オプションにより、品番が変わります。
　( 1p／4p参照 )

④扉サイズ(DW)により、商品サイズを選びます。

⑤色を選びます。

扉の使用条件をご確認ください。
内部から外部へは常に退出できますが、外部からの入室条件をどのようにするか(セキュリティの度合い)により、品番、
オプションの選定が変わります。
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基本組み合わせ例 ※扉にはドアクローザーの設置が必要です。

ＤＣ

片開き戸

98RIMラッチボルト式
または 9875箱錠式
または 9827上下ロッド式
または 9857三点止め式
なし(出口専用)
またはハンドルあり

内部

外部

外部

子扉 親扉

外部

ＤＣＤＣ

両開き戸(目板あり)  ※順位調整器が
                        必要です。

子扉のバーを押すと親扉も開きます。
親扉のバーを押した場合は親扉のみです。
入室はハンドル設置側(親扉)のみ開きます。

子扉  9827上下ロッド式
親扉  98RIMラッチボルト式
　　  または 9875箱錠式
子扉  なし(出口専用)
親扉  なし(出口専用)
　　  またはハンドルあり　

内部

外部

ＤＣ

両開き戸（目板なし)

（1） （2）

ＤＣ

退出時バーを押した片側のみ開きます。
入室時もハンドル設置側のみが開きます。

（1）9827上下ロッド式
（2）9827上下ロッド式
（1）なし(出口専用)
　   またはハンドルあり
（2）なし(出口専用)
　   またはハンドルあり

内部

外部

外部外部

パニックバー品番

面付け型(ラッチ部は扉より外側)で、既存扉にも設置可能です。

VD98RIM ラッチボルト式

ストライク#299（黒)
片開用ストライク
　#575（黒)

VD9875 箱錠式

両開用ストライク
　#575-2（黒)

箱錠

箱錠部は扉内部に入ります。(新規扉のみ)

または

上下に出るロッドで施錠します。
面付け型で既存扉にも設置可能です。

VD9827面付け上下ロッド式

上部ストライク
　#299（黒)

下部ストライク
　#248L4（黒)

下部ストライク
   埋め込み型
　   #304L

下部ストライク
   埋め込み型
　   #304L

VD9857 三点止め式
                  (ラッチボルト+上下ロッド)

ラッチ部+上部
　ストライク
　#299（黒)

下部ストライク
　#248L4（黒)

上下に出るロッド部とラッチ部の三点で施錠し、
セキュリティを高めます。既存扉にも設置可能です。
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箱錠式シリンダー
当社で手配できるシリンダーは、シュラーゲ社製
（別売り/鍵2個付き）です。
美和ロック社製U9(別途加工必要)、ゴール社製を
ご使用予定の場合は、お問い合わせください。

RIM/上下ロッド式/三点式RIMタイプ CAMタイプ

996Lハンドル用
　レバーデザイン

  #06
 (標準) #02#01

996EO

990-NＬ

996Ｌ-BE

996Ｌ-DT990DT996L-NＬ

EO 996Ｌ

電気式解錠（ＥＬ）

引き手ナイトラッチ
  (シリンダーあり)

鍵を入れて回した時のみ、
引くことができる

出口専用(プレートのみ)

パニックバーは専用ハンドルがあります。状況に応じて必要なハンドルを選定してください。

ＯＰ例

ＯＰ例

電気式施解錠（Ｅ）

使用例
外部から常に入室可能
頻繁に出入りがある場合
（セキュリティ機能なし）

使用例
外部からの入室を制限
カードキー／インターフォンで電気式解錠する際の
引き手として使用

退出を監視する場合はスイッチRX／LX
　　　抑制する場合はアラーム

出口専用

避難/非常口　退出のみ

ホテル錠　鍵を持っている場合のみ入室可

管理者が手動で施錠し、夜間
外部からの入室不可、昼間は
解錠し入室可とする。

動き 外部からの入室不可

レバーハンドル
(シリンダーあり)

レバーハンドルナイトラッチ
　　(シリンダーあり)

名称

形状

レバーは固定していて動かず、
外部からは入室不可

名称

品番

レバーハンドル
（シリンダーなし)

  ダミーレバー型引き手
　（シリンダーなし)

  ダミー引き手
（シリンダーなし)

動き 外部からの入室不可 施錠するとレバーが固定
解錠するとレバーが動く

鍵を入れて回した時のみ、
レバーを引くことができる

形状

品番

※鍵の機能があっても、内部からはバーを押して外部に出ることが出来ます。
※内部側にサムターンはありません。

外部ハンドル

常にレバーが動く

なし
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■ RX／RX2スイッチ   (24VDC/0.5amp）

■ LXスイッチ   (24VDC/0.5amp）

■ ALK アラームキット (9Ｖ電池またはアラーム用の電源を配線)
本体ハウジングケースに内蔵し、タッチバーが押される
とアラームが鳴ります。
スイッチオプションRXまたはLXと一緒に使用し（9875
箱錠型はRXのみ)、アラームの解除はキー（シュラーゲ)
で行います。
アラームキッドを使用する場合、ドギング機能は使用で
きません。
本体ハウジングカバーを切断する場合にはご注意くだ
さい。

■避難、非常時のみ使用する扉で、退出を監視または抑制する場合の組み合わせ例

制御盤
PS902

外部側

通電金具 OP : RX
         LX

警音機

センサー

管理室:
警告音OFF

タッチバー内にスイッチを内蔵し、ラッチボルトの動きを
監視します。ラッチボルトが引き込まれる、または戻ると信
号を送るので、こじあけ等の監視が可能です。
警報機(別途)を接続して警告音を鳴らすことも可能です。
9875箱錠型でアラームキットを併用する場合、LXは使用
できません。

タッチバー内にスイッチを内蔵し、タッチバーが押される
と信号を送ります。
警報機(別途)を接続して警告音を鳴らすことも可能です。
両開き戸(2台)を同一信号にする場合は、RX2になります。
LCN自動開閉アシスト付きクローザーと併用する場合は
LXを使用してください。

通電時、マグネット錠のロックがかかります。
(外部/内部共にあけられません）

OP：RXスイッチを使用し、タッチバーが押される
と制御盤に信号送るようにします。

信号で通電を切り、ロックを解除し退出させます。
外部から入室時は、カードキー等の信号でロック
を解除します。

電気式の鍵を併用する場合、箱錠型の電気錠は使用
いただけません。面付け型の電磁式マグネットロック
をご使用ください。
この場合には、内部からバーを押した時には必ず開
く仕組みにする必要があります。

マグネットロックLN420

子扉 親扉

外部側

制御盤
　PS902

通電金具

電磁式マグネット
　　　　ロック

通電金具
OP:RXOP:RX

外部より入室

　　　　制御盤
パワーサプライPS902/914

■電磁式マグネットロック使用時の組み合わせ例

電気式オプション機能 ※扉の状態確認が必要な場合は、お問い合わせください。
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電気式オプション機能 ※扉の状態確認が必要な場合は、お問い合わせください。

制御盤 PS914外部側

通電金具
外部より入室

OP : EL

※内部からはどの状態でもバーを押して外部側に出ることが出来ます。

子扉 親扉

外部側

通電金具

外部より入室

制御盤 PS902

OP : E

■カードキー使用／制御室で入室を管理／等、遠隔から操作を行う場合の組み合わせ例

■ EL/QEL： 電気式遠隔解錠（引き手）

■Ｅ : 電気式遠隔施解錠（外部レバーハンドル固定式）

外部からの入室時、電気で遠隔から解錠することが出来ます。
24VDC.16AMPが必要です。
押しボタン等で、内蔵のソレノイド(モーター)を起動し、ラッチまたは上下ロッドを
引き込み解錠状態にします。通電中は解錠状態を保ち、電源がなくなるとラッチが
戻り施錠状態に戻ります。(長時間の解錠状態は不可)

停電時にはラッチがかかり外部からの入室はできなくなる為、必要に応じてバッ
テリーをご用意いただくか、ハンドル990NL/996L-NL（ナイトラッチ）を選定し手動
で鍵を回しながら扉を開けてください。

電気でハンドルの施錠、解錠を遠隔で操作出来ます。
24VDC.0.3AMPが必要です。
レバーハンドル内の設定により、通電時解錠か通電時施錠かを選択できますが、
通電時解錠、非通電時施錠を選択する場合、停電時入室できなくなります。別途バ
ッテリーをご用意いただくか、手動で鍵を回しながら入室してください。
通電時施錠、非通電時解錠を選択する場合、停電時は解錠しセキュリティの機能
がなくなる為、必要であれば別途バッテリーをご用意ください。

LCNアシストクローザーを併用の場合は、ELをご使用ください。　
　　

引き手
990DT／996L-DT／
              990NL／996L-NL

レバーハンドル   
 E996L/E7500(箱錠)
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