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Lock  case
ロックケース

ヨーロッパ製のロックケース

1. シリンダー錠の取付け位置が、ハンドルの下側にきます。

2. 特にノブ用としてのロックケースはありません。レバーハンドル用のロックケースのバネを弱めることにより、ノブ用のハンドの対応をしています。

　この場合、ノブの回転は一方向のみとなり反対には回転しません。

3. 角芯はヨーロッパ規格の 8㎜角芯です。ケースのフロント部分は一体となってい取り外しは出来ません。ケースの厚みは薄く外形は大きめです。

日本製のロックケース

1. シリンダー錠の取付け位置が、ハンドルの上側にきます。

2. ノブ用としてのロックケースの場合、ノブの回転は左右どちらの方向へも回転します。

3. 日本は角芯の太さに統一規格がありません。日本のメーカーの角芯の太さは、7㎜、7.5 ㎜、8㎜と様々です。

AGB( イタリア製 )
角芯用の穴が 8㎜角で下図の様な向きのものは全て取り付け可能です。

MIWA( 日本製 )
角芯用の穴が 8㎜角で下図の様な向きであれば、秀光オリジナル変更

角芯を使用し取付けが可能です。

又、ロックケースによっては角芯用の穴が欧州仕様 (ユニオン仕様 )の

ものがありますのでメーカーにご確認ください。

GOAL( 日本製 )
角芯用の穴が 8㎜角以上で下図の様な向きであれば調整用スペーサー

を介して取り付け可能です。調整用スペーサーはメーカーにて用意が

ありますので手配の際に『欧州製のハンドル使用の為スペーサー用意』

と指示をしてください。



ボルト固定

Core
角芯

OLIVARIの角芯の種類

A

固定ピン

ハンドルの材質：ナイロン

固定ピンの溝と角芯の溝面がかみ合うようにピンの向きに

注意して叩き入れてください。

B

固定ピン

ハンドルの材質：アルミ

固定ピンの溝と角芯の溝面がかみ合うようにピンの向きに

注意して叩き入れてください。

ハンドルのデザインによって固定ピンの穴位置が深くなり

ます。

C 丸座固定

ハンドルの材質：真鍮

角芯は直接固定されません。ハンドルと丸座が一体になって

いて扉の両面から丸座を固定して角芯と連動させます。

D

ネジ固定

ハンドルの材質：真鍮

止めネジは六角レンチで必ず強く締付けてください。

E

ネジ固定

ハンドルの材質：真鍮・アルミ

特殊形状の止めネジを締付けると角芯が広がり固定されます。

角芯の切込溝に止めネジの先端部分が完全に入り込むまで強

く締付けてください。

F
ナット固定

ハンドルの材質：真鍮・アルミ

内側の角芯はハンドルに固定されています。

ナットの締め付けにはボックスレンチを使用してください。
※MIWA取付不可

G

H

ボルト固定

秀光オリジナル変更角芯

I

ネジ固定

ハンドルの材質：真鍮

ボルトは両側からマイナスドライバーで

締付けてください。
※MIWA取付不可

ハンドルの材質：真鍮

片側の角芯をねじ込み扉厚調整を行います。

止めネジは六角レンチで強く締付けてください。
※MIWA取付不可

ハンドルの材質：真鍮・アルミ・ナイロン

MIWA対応の弊社オリジナル角芯です。

扉厚　32mm～ 42mm用

※この変更角芯は特許出願中の特殊部品です。必ずお問い合わせください。
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ヨーロッパ製のロックケースの場合

Verona V

ヨーロッパの扉錠の主流となっている、貫通方式のシリンダー錠です。

ヨーロッパ製のロックケースにはシリンダー錠がセットされています。

ピンは 3列に最大 16 本まで組み込まれており、錠違い理論値は約 2億

通りと各種のマスターキーシステムを組む事ができます。

鍵は 3本付いています。

また、ヨーロッパ製のロックケースにはOLIVARI のデザイン性の高い

サムターン錠や表示錠も取付可能です。

日本製のロックケースの場合

各メーカーの鍵仕様となります。

Escutcheon
エスカッション

OLIVARIのエスカッション

OLIVARI にはハンドルの丸座とデザインを合わせた

サムターン錠用のエスカッションがあります。

Cubo

貫通方式のシリンダー錠



Means of attachment
取付け方法

AGB ロックケース+ヨーロッパ製シリンダー錠の場合

取付け手順：真鍮製のハンドル ( 角芯 D・E)

1. 片側のハンドルに角芯を溝の向きに注意し、仮取付けします。

2. 角芯のついたハンドルをロックケースに通し、ガイドにして

　丸座の位置を決め扉にビスで直付け固定します。

　真鍮製のハンドルにセットされている丸座にはスプリングが

　組み込まれていて、右回転・左回転があります。

　取付けの際はご注意ください。

3.2. の要領で反対側にも丸座を取付けます。

4. ハンドルを一度抜いて、丸座カバーを強く押し付け扉面に

　しっかりはめ込みます。

5. 角芯にハンドルを通し、丸座とハンドルの間に隙間がない

　ように、　両側から押さえネジをしっかり締めハンドルと

　角芯を固定します。

取付け手順：ナイロン製のハンドル ( 角芯 A・B)

固定ピンの 2本の溝が角芯の溝とかみ合うようにピンの向きに注意

して、ピンの頭が飛び出ない所まで上から叩き込んでください。

取付け手順：シリンダー錠

1. 図を見ながらシリンダー側をケースに差込み、それをガイドに

　してエスカッションの位置を決め、扉にビス固定します。

2. 反対側も同様にシリンダーをガイドにしてエスカッション固定用

パーツを取付けてください。

3. エスカッションを上から強く押し込みます。

4. シリンダーをケースの中心に合わせフロントからセットピンで

　締め付けて固定してください。

角芯

真鍮製のハンドル

ロックケース

止めネジ又は固定ピン

ナイロン製のハンドル

シリンダー錠

エスカッション

エスカッション固定用パーツ

セットピン

丸座

丸座カバー
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【参考図】AGBロックケース+ヨーロッパ製シリンダー錠の場合



秀光オリジナル角芯

真鍮製のハンドル

ロックケース

ナイロン製のハンドル

止めネジ又は固定ピン

丸座

丸座カバー

角芯

真鍮製のハンドル

欧州仕様 ( ユニオン仕様 ) ロックケース

ナイロン製のハンドル

止めネジ又は固定ピン

丸座

丸座カバー

Means of attachment
取付け方法

MIWAロックケースの場合

MIWAのロックケースを使用する場合は秀光オリジナル変更角芯（ I ）を使用します。

ただし、ロックケースによっては角芯用の穴が欧州仕様 (ユニオン仕様 )のものがありますのでメーカーにご確認ください。

OLIVARIのドアハンドルの角芯用加工は 20Φの貫通穴あけです。

※秀光オリジナル変更角芯は特許出願中の特殊部品です。

取付け手順：真鍮製のハンドル ( 秀光オリジナル変更角芯  I  )

1. 角芯の溝のついていない側に仮にハンドルを取付けます。

2. 角芯のついたハンドルをロックケースの角芯穴に通し、
　中ほどで回転させ、角芯穴にピッタリ合わせます。

3. ハンドルを水平に保ち、扉の裏側に飛び出した角芯にハンドルを
　差込み、ガイドにして丸座の位置を決め扉にビスで直付け固定し
　ます。真鍮製のハンドルにセットされている丸座にはスプリング
　が組み込まれていて、右回転・左回転があります。
　取付けの際はご注意ください。

4.3. の要領で反対側にも丸座を取付けます。

5. ハンドルを一度抜いて、丸座カバーを強く押し付け扉面に
　しっかりはめ込みます。

6. 角芯にハンドルを通し、丸座とハンドルの間に隙間がないように、　
　両側から押さえネジをしっかり締めハンドルと角芯を固定します。

取付け手順：ナイロン製のハンドル(秀光オリジナル変更角芯  I  )

固定ピンの 2本の溝が角芯の溝とかみ合うようにピンの向きに注意
して、ピンの頭が飛び出ない所まで上から叩き込んでください。

MIWAロックケース -欧州仕様 ( ユニオン仕様 )
取付け手順：真鍮製のハンドル ( 角芯 D・E)

1. 片側のハンドルに角芯を溝の向きに注意し、仮取付けします。

2. 角芯のついたハンドルをロックケースに通し、ガイドにして
　丸座の位置を決め扉にビスで直付け固定します。
　真鍮製のハンドルにセットされている丸座にはスプリングが
　組み込まれていて、右回転・左回転があります。
　取付けの際はご注意ください。

3.2. の要領で反対側にも丸座を取付けます。

4. ハンドルを一度抜いて、丸座カバーを強く押し付け扉面に
　しっかりはめ込みます。

5. 角芯にハンドルを通し、丸座とハンドルの間に隙間がない
　ように、　両側から押さえネジをしっかり締めハンドルと
　角芯を固定します。

取付け手順：ナイロン製のハンドル ( 角芯 A・B)

固定ピンの 2本の溝が角芯の溝とかみ合うようにピンの向きに注意
して、ピンの頭が飛び出ない所まで上から叩き込んでください。
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【参考図】MIWAロックケース LA( バックセット 64) の場合



取付け手順：真鍮製のハンドル ( 角芯 D・E)

1. 片側のハンドルに角芯を溝の向きに注意し、仮取付けします。

2.GOAL のスペーサーをロックケースの角芯用の穴にセットします。

3. 角芯のついたハンドルをロックケースに通し、ガイドにして

　丸座の位置を決め扉にビスで直付け固定します。

　真鍮製のハンドルにセットされている丸座にはスプリングが

　組み込まれていて、右回転・左回転があります。

　取付けの際はご注意ください。

4.3. の要領で反対側にも丸座を取付けます。

5. ハンドルを一度抜いて、丸座カバーを強く押し付け扉面に

　しっかりはめ込みます。

6. 角芯にハンドルを通し、丸座とハンドルの間に隙間がない

　ように、　両側から押さえネジをしっかり締めハンドルと

　角芯を固定します。

角芯

真鍮製のハンドル

ロックケース

スペーサー

ナイロン製のハンドル止めネジ又は固定ピン

丸座

丸座カバー

Means of attachment
取付け方法

GOAL ロックケースの場合

GOAL のロックケースを使用する場合は調整用スペーサーを使用します。調整用スペーサーはメーカーにて用意がありますので手配の際に

『欧州製のハンドル使用の為、スペーサー用意』と指示をしてください。

OLIVARIのドアハンドルの角芯用加工は 20Φの貫通穴あけです。

取付け手順：ナイロン製のハンドル ( 角芯 A・B)

固定ピンの 2本の溝が角芯の溝とかみ合うようにピンの向きに注意

して、ピンの頭が飛び出ない所まで上から叩き込んでください。

スペーサー
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【参考図】GOAL ロックケース LX( バックセット 51) の場合



「品質」管理を認証する
　ISO 9001 

ISO 9001 certified
“QUALITY” 

Olivari は、品質管理システムを実施した
ことで、UNI EN ISO 9001を認証番号0929
/05で取得済みです。
Olivari のハンドルは、完全に自社で製造
されています。そして、各々の製造工程
は、イタリアのノバラのボルゴマネーロ
にあるOlivari の工場内で直接管理されて
います。

Olivari has implemented a quality
management system that attained UNI
EN ISO 9001 certification no. 0929/05.
All its handles are manufactured entirely
within the company. Each manufacturing
phase is directly controlled in Olivari’s
Borgomanero (NO) Italy plant.

「環境面」管理を認証する
　ISO 14001

ISO 14001 certified
“ENVIRONMENTAL”
managementmanagement
Olivari は、UNI EN ISO 14001、認証番号
0308A/1を取得済みです。
これは、Olivari が環境管理の面ですべて
の規制を遵守しているだけでなく、あら
ゆる種類の汚染を避けるために、製造工
程全体を継続的に監視していることを、
法的に認知するものです。

Olivari has obtained UNI EN ISO
14001 Certificate no. 0308A/1. This
acknowledges that the company’s
environmental management not only
complies with all regulations, but that
the entire manufacturing process is
continuously monitored to avoid any
kind of pollution.

耐火性、および煙の制御を
証明する  EN 1634-2
Certificate of fire resistance
and smoke control EN 1634-2

Olivari は、L.A.P.I.試験所からヨーロッパ基準、EN 1634-2
(2008)に相当する耐火証明も取得しています。
これは、60分以上の耐性を保証するものです。そして
このことは、このタイプのOlivari のハンドルであれば
関連するドアが既に取得している認証の有効性を損なう
ことなく、ヨーロッパ基準1634-1に適合しているドアや
耐火性、REI60の認証を取得しているドアなどに付いている
ハンドルの代用品として十分使用可能である、ということ
を意味します。

Olivari has obtained from the LA.P.I.
laboratory the certificate of fire resistance
corresponding to the European norm
EN 1634-2 (2008) – resistance superior to
60 minutes. This means that the Olivari
handles of this type can substitute those
present on doors that meet the European
norm 1634-1 and those with certified
fire resistance REI 60, maintaining
the validity of these doors’ obtained
certification.

Certifications

認証関係



オリバリは、滴定され認証された銅と亜鉛の合金である真鍮
のみを使用しています。
形状は熱間鍛造と、削りかすを除去する機械加工によって得
られます。こうした特定のテクノロジーにより、オリバリは
多くの穴や含有物のない製品を得られるのです。

オリバリの特色は、すべての生産工程がミラノの北西ボルゴ
マネーロにある自社工場で独占的に行われているという点で
す。オリバリの製品はイタリア製というだけでなく、ボルゴ
マネーロのオリバリ製なのです。
この特色により、常に高い品質と信頼性、そして耐久性をお
約束できるのです。真ちゅうのみの材料のオリバリ製品は、
熱間鍛造およびせん断、機械加工、研削、振動仕上げ、研磨
ガルバニック堆積、物理蒸着（PVD）、レーザーマーキング
という手順に忠実に従って生産されます。
さらに、樹脂、真鍮板、鋼板でできたすべての技術的な部品
も同じ工場内で鍛造され、組み立てられます。

これが、高い機械抵抗を保証します。こうした適切な計測を
伴い、オリバリは高真空下でのクロムめっき金属付着と物理
蒸着コーティングの準備に最適な状態を作っています。

ニッケルとクロムの金属被覆を塗布する亜鉛めっき処理によ
り、製品に耐磨耗性および耐腐食性を与えます。自動化され
プログラム可能な亜鉛めっき工場が、品質、安全、および、
環境に関する法規制を完全に尊重した高い生産性と一貫した
品質を保証しています。
オリバリの化学・物理研究所は、高い品質水準の中で生産の
パラメーターを維持し続けるために、最新テクノロジーへの

アップグレードとアップデートを常時行っています。
オリバリのめっき製品は、1000時間以上の塩水噴霧に対する
耐食性を発揮し、表面の硬さは800マイクロビッカースに相当
します。取扱いおよびメンテナンスのガイドラインに従って
使用した場合、オリバリのめっき仕上げは10年間の保証付き
です。

真空金属蒸着（PVD）は極めてハイテクな処理法です。
一般的には高速鋼機械加工で使われる道具に使用されていま
す。これはすでにめっき処理された製品の消耗に対する最大
抵抗を得るためのものです。実際、PVDはクロムめっきより
も表面の硬さが3倍に増加します。2004年以降、オリバリで
はこのテクノロジーを使用しており、伝統的な亜鉛めっきで
は生産できないメタリックカラーを提供するという追加の
メリットをもたらしています。PVDコーティングは色の安定

生産サイクル

材料

クロムめっき

物理蒸着とSuperfinishing

真鍮
BRASS

熱間鍛造
HOT MOLDING

研磨
POLISHING

振動仕上げ
VIBRATORY FINISHING

機械加工
MECCANICHE
MECHANICAL 
PROCESSING

仕上げ研磨
FINAL POLISHING

A distinctive feature at Olivari is the fact that the entire

manufacturing process takes place exclusively at the

Olivari factory in Borgomanero, northwest of Milan.

Olivari products are not just Made in Italy, they are Made

in Borgomanero, Made in Olivari.

This special feature ensures constant high quality,

dependability and durability. Made only in brass, Olivari

products go through a precise sequence of phases: hot

forging and shearing, mechanical processing, grinding,

vibratory finishing, polishing, galvanic deposition,

physical vapour deposition (PVD) and laser marking.

In addition, all the technical components made in resin, brass

sheet and steel sheet are forged and assembled in the same 

factory. Every phase of the production cycle is meticulously

controlled to guarantee constant quality over time.

Customized, sophisticated resource-planning software is used

for all production phases, ensuring a rapid response to the

needs of every single client.

Olivari has adopted the criteria of the International

Organization for Standardization for quality management

principles. Olivari has the certifications ISO 9001 for the

management of the design phases, and ISO 14000 for

environmental management, proving its commitment to

offering quality products in full respect for employees, the

environment and the local territory.

Olivari uses only titrated and certified brass, an alloy made of

copper and zinc. 

The shapes are obtained by hot forging and mechanical

processing with swarf removal. These specific technologies

allow Olivari to obtain products devoid of porosity and 

inclusions. This guarantees superior mechanical resistance.

With these apposite measures, Olivari obtains the

optimum conditions of preparation for the metal

depositions of chromium plating and physical vapour

deposition coatings under high vacuum.

The galvanisation process of applying metallic coats of

nickel and chrome makes the product abrasion-resistant

and corrosion-resistant. The automated, programmable

galvanising plant guarantees high productivity and

constant quality in full respect of the most recent legal

regulations concerning quality, safety and environment.

Olivari’s chemical and physics laboratory is constantly 

upgraded and updated with the best technology in order to

always maintain the parameters of production within high

quality standards. Olivari’s chromed products offer corrosion

protection for over 1,000 hours of exposure to salt spray, and

possess surface hardness equal to 800 micro Vickers. If used in

accordance with the instructions and maintenance guidelines,

Olivari Chrome Finishing has a 10-year guarantee.

Vacuum metallisation (PVD) is an extremely high-technology

treatment habitually employed for the tools used in high-

velocity steel machining. It is applied to products that

have already been chromed, in order to obtain maximum

resistance to wear and tear. In fact, PVD increases the surface

hardness to three times that of chromium plating. Since

2004 Olivari has been using this technology, which has the

additional benefit of offering metallic colours that cannot be 

produced with traditional galvanisation. PVD coating has

exceptional performance in stability and longevity of the

colour, making the products last and last. If used in accordance

with the instructions and maintenance guidelines, Olivari

Superfinishing in Gold, Nickel and Stainless Steel have a

30-year guarantee. Superfinishing in Anthracite, Copper

and Bronze have a 10-year guarantee.

Production cycle

Material

Galvanised chromium plating

Superfinishing with physical vapour deposition

ガルバニック堆積
GALVANIC DEPOSITION

物理蒸着
PHYSICAL VAPOUR 
DEPOSITION

レーザーマーキング
LASER MARKING

組み立て
ASSEMBLY

梱包
PACKING

出荷
SHIPPING

生産サイクルのあらゆる段階が、時間が経っても変わらない
品質を保証するために細心の注意を払って管理されています。
最新式でカスタマイズされた資源計画ソフトウェアをすべて
の生産段階で使用し、お客様ひとりひとりのニーズに素早く
対応できるようにしています。
オリバリは品質管理の原則として、国際標準化機構の基準を
採用しています。オリバリはデザイン段階のマネジメントで
ISO9001認証を、環境マネジメントでISO14000を取得してお
り、従業員、環境、および地域を全面的に尊重する高品質な
製品を提供するお約束をしています。

と長寿命に卓越した性能を持ち、製品を長持ちさせます。
取扱いおよびメンテナンスのガイドラインに従って使用した
場合、オリバリSuperfinishingのゴールド、ニッケル、ステン
レスには30年間の保証を、Superfinishingのアントラシート、
コッパー、ブロンズには10年間の保証が付いています。



品質システム
UNI EN ISO 9001～14001認証

QUALITY SYSTEM
CERTIFICATES UNI EN ISO 9001 - 14001

UNI EN ISO 9001 Made in Italy Made in ItalyUNI EN ISO 14001

Olivari manufactures all its products in Italy through a complete 
production cycle inside the company.
It starts from hot pressing to mechanical processing, vibration, 
grinding and polishing to end with the finishing process, such as 
painting, galvanic deposit and/or Superfinish® coating, making 
use of a well-equipped chemical-physical lab and of advanced 
and environmentally-friendly plants.
The company has the certified quality system UNI EN ISO 9001 
and the environmental management system UNI EN ISO 14001.

耐火性
UNI EN 1634-2認証

FIRE RESISTANCE
CERTIFICATE UNI EN 1634-2

UNI EN 1634-2 Made in Italy

The European Norm UNI EN 1634-1 specifies a method for the 
determination of the fire resistance of the doors to be installed 
in the openings of the vertical separating elements.
The European Standard UNI EN 1634-2 specifies the fire 
resistance tests of accessories, including door handles, which 
can be used on doors certified according to UNI EN 1634-1, to 
replace those originally tested, keeping valid the certificate.

All Olivari door handles specified in the accompanying certificate 
have obtained certification to UNI EN 1634-2 and have exceeded 
60 minutes , thus being suitable for use on certified doors REI 60, 
and of course those of REI 45 and REI 30, while maintaining valid 
certification owned by the doors.

オリバリはすべての製品をイタリア国内にある自社内の完全製造サイクルで
製造しています。
高温圧縮から始まり、機械加工、振動、研削、研磨を経て塗装、ガルバニッ

ク堆積および／またはSuperfinishコーティングなどの仕上げ加工に至るまで

設備の整った化学・物理研究所と先進かつ環境にやさしい工場で行われます。

会社は品質システムUNI EN ISO 9001および、
環境マネジメントシステムUNI EN ISO 14001を取得しています。

欧州規格UNI EN 1634-1では、垂直に分離する要素の開口部に設置されるドア
の耐火性の決定に対する方法を指定しています。

欧州基準UNI EN 1634-2では、元々テストされたものを交換し、認証の有効性
を保つためにUNI EN 1634-1に従って認証されるドアに使われるドアハンドル
を含む付属品の耐火試験を指定しています。

付属の認証で指定するオリバリのドアハンドルはすべてUNI EN 1634-2の認証
を取得し、かつ60分間を超えているためドアの持つ有効な認証を保ちながら、

REI 60と、REI 45およびREI 30の認定ドアに使用するのにも適しています。
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