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MCU-005 RETROFIT INSTRUCTIONS
You can upgrade an existing MCU-001 control unit to the MCU-005 by using the MCU-
005 MODIFICATION KIT (OP19-19).

The upgrade procedure is divided into two steps:

Step 1: Control unit software update.
Step 2: Front panel replacement.

Pre-update preparations
Prepare the following items before proceeding with the software update.

• POE_HUB (local supply)
• LAN cable (local supply)
• MCU-005 MODIFICATION KIT (OP19-19).

Packing list

MCU-005 MODIFICATION KIT (Type: OP19-19, Code: 001-506-900)

*: Contains the update software for MCU-001 to MCU-005 retrofit.

Name Type Code Qty.
MASKING PANEL 2BB ASSEMBLY OP19-19-1 001-506-920 1

MASKING KEY 005 19-032-3112 100-419-090 1

SD CAP 19-032-3113 100-419-100 1

SD LABEL 19-032-3114 100-419-111 1

PANEL REMOVER 19-028-3124 100-340-471 1

SD MEMORY CARD* 1950187- 001-525-400 1



Step 1: Control Unit Software Update
Note: Before you update the software, make sure the TZT2BB is connected to the control 
unit and a monitor.

Procedure
1. Insert the SD card with update software into the upper slot on the MCU-001.

2. Use a LAN cable to connect the MCU-001 with the PoE hub, then turn the power to the PoE 
hub on.
The system starts and releases a series of beeps. The first two beeps indicate that the system 
started up successfully, the second series of beeps indicates that the software update started 
successfully.
The power LED on the MCU-001 lights steadily to indicate that the software update is in prog-
ress. When the LED flashes the update is complete. The update takes approximately one 
minute to complete.

Note: If no beeps are released, or only the first two beeps are released, turn the PoE hub 

power off and check the following items:

- The SD card has the correct software: NN3BB.BIN, NN3BBL.SYS

- The SD card is correctly inserted in the slot.

3. Remove the SD card from the slot.

Note: If you forget to remove the SD card, the system will attempt to update the software each 

time the power is turned on.

4. Turn the PoE hub off, then on again, to restart the MCU-001.

5. Check that the software is updated correctly. Tap the [Home] icon, then tap [Settings] => [Ini-
tial Setup] => [Sensor List].
The control unit appears in the list as follows: “Name: MCU005, Version:1950187-01.01”.
Note: If the control unit does not appear in the list, repeat the update procedure.

6. Turn the power off, then remove all SC cards.
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Step 2: Front Panel Replacement

Procedure
1. Turn the TZT2BB power off.

2. Set the panel remover to the bottom-left notch of the front panel.

3. Pull the panel remover tab gently. The bottom-left of the panel raises slightly.

4. Remove the panel remover, set it to the bottom-right notch of the front panel, then pull the 
remover tab gently. The bottom-right of the panel raises slightly.

5. Remove the panel remover, set it to one side of the front panel, then pull the remover tab gen-
tly. The side of the panel raises slightly.

6. Repeat step 5 for the opposite side of the panel.

7. Using the same method as outlined in steps 1 and 2, raises the upper side of the front panel. 
The front panel should now be free of the chassis and removable by hand.

8. Remove the front panel from the chassis. If the rubber keys are attached to chassis, remove 
the rubber keys also. The front panel and rubber keys may be discarded.

9. Remove the SD card slot cover on the control unit.

10. Fit the SD card seal to the SD card slots at the bottom-left corner of the chassis front.

Note: Make sure the card seal is firmly stuck to the slots, particularly on the outer edges. If 

there are loose edges, the waterproof rating may be affected.

11. Fit the SD card cap over the sealed SD card slots.

12. Fit the rubber keys (MASKING KEY 005) the front panel (MASKING PANEL 2BB ASSEMBLY). 
Check that the rubber keys are correctly aligned and fitted to the lugs on the front panel.

MCU-001 front panel

Panel remover

SD seal SD cap

*

*
*

*
* * *

****

Lugs (indicated with “*” in this figure) Front panel

Rubber keys
3



13. Fit the panel to the chassis, taking care that the locking tabs on all four sides are aligned with 
the grooves on the chassis. Gently press all four sides of the front panel until a “click” sound 
is head. This indicates that the locking tabs are locked into the chassis and the front panel is 
firmly secured.

14. After the TZT2BB is powered and ready for use, press the CTRL key on the control unit. The 
control unit is now ready for use with the TZT2BB.
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12. 本体の溝に、 化粧パネル 2BB 組立品のツ メ を合わせて取り付けます。

取付けの際、化粧パネル 2BB組立品の 4方向でカチッという音が鳴ります。

13. TZT2BB の再起動後、 MCU-005 の [CTRL] キーを押し ます。

MCU-005が使用できるようになります。
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2. 前面パネルを換装する

前面パネルの換装手順

1. TZT2BB の電源がオフである こ と を確認し ます。

2. 前面パネルの左下の溝に、 パネルリムーバーを差し込みます。

3. パネルリムーバーを倒し て、 全面パネルを少し持ち上げます。

4. 同じ要領で、 全面パネルの右下の溝にパネルリムーバーを差し込んで持ち上げます。

5. 前面パネルの左右にできた空間に、 パネルリーム ― バーを差し込んで持ち上げます。

6. 前面パネルの上側にできた空間に、 パネルリームーバ ― を差し込んで持ち上げます。

7. 前面パネル （ラバーキー含む） の左右を手で持ち上げて、 取り外し ます。

8. SD カー ド スロ ッ ト の蓋を外し ます。

9. SD カー ド スロ ッ ト のカー ド挿入口に、 SD シールを貼り付けます。

注） SD シールの外周に剥がれがないことを確認してください。剥がれがあると、防水性能に影

響を及ぼす可能性があります。

10. SD カー ド スロ ッ ト のカー ド挿入口に、 SD キャ ッ プをはめ込みます。

11. 化粧キー 005 を化粧パネル 2BB 組立品に取り付けます。

化粧パネル 2BB組立品にあるボス（＊ 11箇所）に、化粧キー 005の穴を合わせてはめ込みま

す。
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1. MCU-001 のソ フ ト ウ ェ アを更新する

注） ソフトウェアを更新する前に、TZT2BB と MCU-001 およびモニターが接続されているこ

とを確認してください。

ソ フ ト ウ ェ ア更新作業

1. MCU-001 にある上側のカー ド スロ ッ ト に、 SD カー ド （ソ フ ト ウ ェ ア更新用） を挿入し ま
す。

2. LAN ケーブルを使って MCU-001 を PoE ハブに接続し てから、 PoE ハブの電源を入れます。

「ピッピッ」という音に続いて、「ピーピー」という音が鳴り、ソフトウェアの更新が自動的に

始まります。約 1分で、ソフトウェアの更新は完了します。更新中の電源ランプ（MCU-001）
は、点灯しています。ソフトウェアの更新が完了すると、電源ランプ（MCU-001）が点滅しま

す。

注） 音が全く鳴らない、または最初の「ピッピッ」という音しか鳴らない場合は、PoE ハブの

電源をオフにしてから、以下を確認してください。

･SD カードに、 正しいソフ ト ウェア （NN3BB.BIN および NN3BBL.SYS） が入っているこ と

･SD カードが、 正し くカードスロ ッ トに挿入されているこ と

3. SD カー ド （ソ フ ト ウ ェ ア更新用） を カー ド スロ ッ ト から抜き出し ます。

注） SD カード（ソフトウェア更新用）を抜き忘れた場合、TZT2BB の電源を起動する度に、ソ

フトウェアの更新が始まります。

4. MCU-001 を再起動するために、 PoE ハブの電源を入れ直し ます。

5. TZT2BB の電源を起動し て、 更新し たソ フ ト ウ ェ アの名前とバージ ョ ン番号が、 以下であ
る こ と を確認し ます。

･名前 ： MCU005

･バージ ョ ン番号 ： 1950187-xx.xx

名前とバージョン番号を確認するためには、ホーム画面から [設定 ]→ [初期設定 ]→
[センサーリスト ]の順に選びます。

注） 上記名前とバージョン番号が [ センサーリスト ] に表示されない場合は、手順 1 からやり直

してください。
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MCU-005 換装要領書
本要領書は、 「MCU-005 改造キッ ト （OP19-19）」 を使って、 MCU-001 を MCU-005 に換装する
手順を記載しています。

以下の要領にしたがって換装してください。

･ MCU-001 のソフ ト ウェアを更新する

･ 前面パネルを換装する

準備作業

MCU-001 を MCU-005 に換装するために、 以下の準備が必要です。

･ PoE ハブ * （現地手配）
* ： MCU-001 への電源供給用

･ LAN ケーブル （現地手配）

･ MCU-005 改造キッ ト （OP19-19）

構成表

MCU-005 改造キッ ト OP19-19 （コード ： 001-506-900）

* ： MCU-001 を MCU-005 に更新するためのソフ ト ウェアが入っています。

名称 型式 コード 数量

化粧パネル 2BB 組立品 OP19-19-1 001-506-920 1

化粧キー 005 19-032-3112 100-419-090 1

パネルリ ムーバー 19-028-3124 100-340-471 1

SDキャップ 19-032-3113 100-419-100 1

SDシール 19-032-3114 100-419-111 1

SD カード書込み品* 1950187- 001-525-400 1


