
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

⑦ ドアの閉まる速度を調整できるドアクローザ

断熱玄関ドア ヴェナート

◆ディンプルキー（PSシリンダー）
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

◆ウェーブキー（WXシリンダー）
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式

① ２ロックシリンダー錠

⑤ すべりにくいドア下枠

⑥ ワイドサイズ

③ 静音ラッチ ④ 鎌錠

＊定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構では
ありません。外出時や就寝時など長時間の使用は行わないでください。
＊室外側から通風機構の操作はできません。
＊手をそえて、ドアが動かないように操作してください。

[フックを押込んで固定] [ボタンを押して固定解除]

[通風機構使用時]

⑧ 快適さをプラスする通風機構

② 脱着サムターン

ボタンを押しながら取外し

⑤⑥

外観 内観

②

①
③
④

⑦

⑧ [アームをスライド]

[ロック機構使用時]

⑧ さらに安心をプラスするロック機構

ロック

ロック解除

＊ドアガードのロック機構は上部錠・下部錠とあわせてお使いください。単独での使用は
行わないでください。

＊室外側からロック機構の操作はできません。在宅時の補助ロックとしてお使いください。
＊アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないでください。
破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。

＊ドアガードは、来訪者の確認用です。

自然の風を住まいへ採り込む通風ドア

片開きの標準サイ
ズでの有効開口は
８０６mmで、車椅子
での出入りや大きな
荷物の出し入れも
余裕をもって行うこ
とができます。
（住宅性能表示［高齢者
等への配慮］等級５）
（３尺間口を除く）

ドア下枠にある沓摺部の段差を１８
mmに設計。歩行時のつまずきを防
ぐとともに、車椅子の通行もスムー
ズです。雨の日にもすべりにくいゴ
ム素材を採用し、小さなお子様やお
年寄りが転んでケガをする事故に
配慮しました。
（住宅性能表示［高齢者等への配慮］等級５）

３速ラッチングアクション付です。ストップ角度、閉じ速度、ラッチングの調整
が行えます。

アームを押し上げて、ツマミを回転
させるだけでストップ角度（ドアを開
いたまま止めて置ける角度）が設定
できます。

深夜など意外と気にな
る「カチャ」というラッチ
音。静音ラッチの採用
で、従来よりラッチ音が
小さくなりました。

キー１本でドアの２ヶ所を施解錠する１キー２ロックを採
用。不正解錠に手間と時間がかかることになり、見た目
にも侵入を敬遠させる効果があります。錠そのものも防
犯性能の高いシリンダー錠２種類から選べます。

サムターンをボタンひとつで取
外しできます。外出時や就寝時
に外しておけば、ガラスを破っ
て手や工具を差し入れられても、
サムターンを操作して開けられ
る心配がありません。
（下部錠のみ）

デッドボルト（かんぬき）に
ついた鎌が錠受けにしっ
かりとかみ合さり、しっか
り固定。バールなどを使っ
てドアをこじ開ける手口に
対して強い抵抗力を発揮
します。
（上部錠・下部錠とも）

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすること
でアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。
上部錠、下部錠と合せて使用することで、より安心です。

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを
少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーン
に合わせ、玄関の通風・換気が可能になります。

個性豊かな演出を楽しめる リースフック

季節ごとに好みの飾りを吊り下げて、
我が家だけの玄関を演出できます。
万が一衣類などを引っ掛けたりすることの
ないようドアの上部に設けました。

※リースフックは一部デザインの標準仕様です。
※リースフックに掛けるものは500gまでにしてください。風が
強い日はリースが飛ぶこともありますのでご注意ください。
※掛けるものによっては、開閉時のこすれ、ぶつかりなどに
よりドアを傷つけるおそれがありますのでご注意ください。

一部デザインのドアは上げ下げ窓内蔵で、ドアを閉めたまま通
風できます。家の中に風の入口と出口をつくり、風の流れをコン
トロールする「グリーンブリーズ」をコンセプトにしたデザインで
す。通風ドアと窓を効果的に配置することで、健康とエコに配慮
した暮らしを実現。湿気やダニ・カビを減らし住まいの傷みを防
ぐ効果もあります。

デザイン：Ｓ１６ デザイン：Ｓ１７

室外側

室内側

（D３・D４仕様設定）

快適さをつくる玄関ドアの基本機能・性能



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ポケットＫｅｙ リモコンもカードもシールもわが家のカギに。

ポケットKey※リモコンを持ったまま
ボタンを押すだけ

離れた場所からリモコン操作

ポケットKey※リモコン（73mm×34mm）

非常用カギも
３本標準で
ついてきます。

２個標準装備
［追加用：¥12,800（税抜）］

非常用
収納カギを
内蔵

カチャ

カチャ

カードキー（86mm×54mm） シールキー
（直径10mm厚さ0.8mm）

２枚標準装備
［追加カード：¥2,000（税抜）］

１枚標準装備
［追加シール：¥2,000（税抜）］

操作可能距離は
室外側の３m以内

カードをサッと
出して
近づけるだけ

お気に入り
の小物が
カギに早変わり

「おサイフケータイ」や
「楽天Ｅｄｙカード」も
家のカギとして使えます！

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。※「楽天Ｅｄｙ（ラクテンエディ）」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

スマートドアの商品特長ワンアクションのかんたん操作

スマートコントロールキーは、

暮らしに合せて選べる２つのキースタイルポケットＫｅｙとピタットＫｅｙをご用意しています。

暗くてカギ穴が
よく見えない・・

どこにカギを
入れたかしら・・

手がふさがっていて
カギを取り出せない・・

ママ、
早くあけてよー！

ピタットKey（カード／シール）・ポケットKey※リモコンはYKK APホームページ内「パーツショップ」でオンライン購入できます。 http://parts.ykkap.co.jp/shop/

ピタットＫｅｙ カード・シールでサッと施解錠。

※シールキーの貼り付けについて
シールキーは貼り付け可／不可の材質があります。シールを貼る前に、セロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認してください。
［貼り付け可能なもの］ 携帯電話（貼り付け不可部分あり）、自動車のリモコンキー（樹脂ヘッド部分）［貼り付け不可能なもの］ 金属製のキーヘッド、金属面、貼る前の動作確認で動作しないもの

カードをサッと出して近づけるだけ お気に入りの小物がカギに早変わり

カードキー（86mm×54mm） シールキー（直径10mm厚さ0.8mm）

非常用カギも
５本標準で
ついてきます。

３枚標準装備
［追加カード：¥2,000（税抜）］

パスケースやお財布に入れて。
※他のICカードと重なっていると
読み取らない場合があります。

２枚標準装備
［追加シール：¥2,000（税抜）］

愛用の持ち物に
貼って。（※）

※カードキー/シールキーは
合せて最大２０枚まで登録
可能です。

シール

※設置環境によっては上記以外の
範囲（室内側など）でも操作できる
ことがあります。

※電池式の場合は、ボタン
を押してからカード（シール）
を近づけてください。

オプション断熱玄関ドア ヴェナート



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Ｓ３２

XQ：ホワイトウッド

Ｓ０４ Ｓ０６ Ｓ１３

AF：ガトーアカシアW7：ハニーチェリー H2：プラチナステン

Ｓ２９

Ｗ7：ハニーチェリー W6：桑炭

Ｓ１５

Ｋ１１

ＪＺ：ビターストーンＧ８：マットカーボン

Ｓ３３ Ｐ０２Ｐ０１

Ａ８：スモークヒッコリー AF：ガトーアカシア

Ｗ０２
リースフック付

BE：マキアートパイン

Ｗ１５

BE：マキアートパイン

ＫＸ：ラスティックウッド

Ｍ０２
リースフック付

Ｗ１６ Ｗ１７

BE：マキアートパインＫＱ：ミストグリーン

リースフック付

Ｍ０９ Ｍ１０

ＡＲ：バニラウォールナット ＡＳ：シナモンオーク

リースフック付 リースフック付

Ｍ０８

ＹＦ：キャラメルチーク

断熱玄関ドア ヴェナート

Ｃタイプ

Ｂタイプ

※Ｂタイプの場合
親扉の上下形材色は
H2色、内外額縁色
はパネル色と同色
となります。
※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色、
内外額縁色はパネル
色と同色となります。

Ｃタイプ

Ｂタイプ

※Ｂタイプの場合
親扉の上下形材色
額縁色はＨ２色になります。
※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色
額縁色はパネル色
と同色となります。

Ｂタイプ

Ａタイプ

Ｃタイプ

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はＨ２色
※Ｂタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はＨ２色
※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はパネル色と同色となります。

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色がＹＦ・ＫＸ色
の場合はＢ７色、
それ以外の場合は
H２色となります。
※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色と同色となります。

Ｃタイプ

Ａタイプ Ａタイプ

Ｃタイプ

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はパネル
色がＹＦ・ＫＸ色の場合
はＢ７色、それ以外の場合
はH２色となります。
※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色と同色となります。

Ａタイプ

※親扉の上下形材色
はＨ２色となります。

Ｂタイプ

Ａタイプ

Ｃタイプ

※Aタイプの場合
額縁の上下形材色は
Ｈ２色となります。
※Bタイプの場合
額縁の上下形材色と
額縁色はＨ２色となります。

※Ｂタイプの場合
外部アクセントパネル色はＫＸ・W６・
Ａ８・ＡＦ・ＪＺ色の場合はＫ１色(ブラック
艶あり)、その他はＨ２色となります。

※Ｃタイプの場合
外部アクセントパネル色はＳ１色の
場合はＫ１色(ブラック艶あり)、その他
はＨ２色となります。

Ｃタイプ

Ｂタイプ Ａタイプ

Ｂタイプ

Ｃタイプ

Ｃタイプ

Ｂタイプ Ａタイプ Ａタイプ

Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ


