国土交通大臣認定 防火設備

防火玄関ドア 標準プラン

断熱玄関ドア

ヴェナート D30 防火ドア
Ｄ４仕様 片開きタイプ

ＪＪ

バニラウォールナット

Ｎ０４

Ｎ０５

Ｎ０６

Ｎ０７

Ｎ０８

Ｎ０９

BE：マキアートパイン

XP：ココナッツチェリー

KE：キャラメルチーク

DP：ガナッシュウォールナット

BE：マキアートパイン

BQ：シナモンオーク

Ｎ１０

Ｎ１１

Ｎ１２

Ｎ１３

Ｎ１４

Ｆ０３

KE：キャラメルチーク

Z9：ショコラウォールナット

BJ：アイスブルーノーチェ

JJ：バニラウォールナット

XP：ココナッツチェリー

XP：ココナッツチェリー

ＢＱ

シナモンオーク

ＢＶ

ハニーチェリー

ＢＥ

マキアートパイン

ＫＥ

キャラメルチーク

ＡＭ

ダージリンウォールナット

ＤＰ

ガナッシュウォールナット

Ｚ９

ショコラウォールナット

Ｗ６
桑炭

ＸＰ

ココナッツチェリー

BＪ

アイスブルーノーチェ

ＱＳ

オリーブグリーン

Ａ８

スモークヒッコリー

ＡＦ

ガトーアカシア

ＨＶ

ビターストーン

ＬＵ

サファイアブルー

ＫＲ

ルビーレッド

◇ ポケットＫｅｙ仕様 ◇
● ハンドルバリエーション

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

Ｓ１

洋風カーブハンドル

ストレートハンドル

リモコン・カード・シール全てで
施解錠可能なポケットKey

シルバー

外出時に取り外しておけば、サムターンを
操作できないので侵入犯も解錠できません。

ブラック

ポケットＫｅｙリモコン２個
（非常用カギ収納）

ピュアシルバー

Ｈ２

プラチナステン

Ｋ５

カームブラック
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カードキー２枚

シールキー１枚

非常用カギ３本

室外側

室内側

室外側

室内側

室外側

室内側

上部錠・下部錠
とも脱着サム
ターンです。

上部錠・
下部錠とも
鎌錠です。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※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。

防火玄関ドア 標準プラン

国土交通大臣認定 防火設備

断熱玄関ドア

ヴェナート D30 防火ドア
Ｄ４仕様 片開きタイプ

ＪＪ

バニラウォールナット

Ｆ０５

Ｆ０６

Ｆ０８

Ｃ０２

Ｃ０３

Ｃ０４

LU：サファイアブルー

AF：ガトーアカシア

KR：ルビーレッド

W6：桑炭

BV：ハニーチェリー

AM：ダージリンウォールナット

Ｃ０５

Ｃ０６

Ｃ０７

Ｃ０８

Ｃ０９

Ｃ１０

XP：ココナッツチェリー

Z9：ショコラウォールナット

XP：ココナッツチェリー

KE：キャラメルチーク

K5：カームブラック

QS：オリーブグリーン

ＢＱ

シナモンオーク

ＢＶ

ハニーチェリー

ＢＥ

マキアートパイン

ＫＥ

キャラメルチーク

ＡＭ

ダージリンウォールナット

ＤＰ

ガナッシュウォールナット

Ｚ９

ショコラウォールナット

Ｗ６
桑炭

ＸＰ

ココナッツチェリー

BＪ

アイスブルーノーチェ

ＱＳ

オリーブグリーン

Ａ８

スモークヒッコリー

ＡＦ

ガトーアカシア

ＨＶ

ビターストーン

ＬＵ

サファイアブルー

ＫＲ

ルビーレッド

◇ ポケットＫｅｙ仕様 ◇
● ハンドルバリエーション

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

Ｓ１

洋風カーブハンドル

ストレートハンドル

リモコン・カード・シール全てで
施解錠可能なポケットKey

シルバー

外出時に取り外しておけば、サムターンを
操作できないので侵入犯も解錠できません。

ブラック

ポケットＫｅｙリモコン２個
（非常用カギ収納）

ピュアシルバー

Ｈ２

プラチナステン

Ｋ５

カームブラック
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カードキー２枚

シールキー１枚

非常用カギ３本

室外側

室内側

室外側

室内側

室外側

室内側

上部錠・下部錠
とも脱着サム
ターンです。

上部錠・
下部錠とも
鎌錠です。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※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。

国土交通大臣認定 防火設備

防火玄関ドア 標準プラン

断熱玄関ドア

ヴェナート D30 防火ドア
Ｄ４仕様 片開きタイプ

ＪＪ

バニラウォールナット

Ｅ０１

Ｅ０３

Ｅ０４

Ｅ０５

Ｅ０８

Ｅ０９

BQ：シナモンオーク

QS：オリーブグリーン

AM：ダージリンウォールナット

Z9：ショコラウォールナット

JJ：バニラウォールナット

DP：ガナッシュウォールナット

Ｅ１０

Ｅ１１

Ｅ１２

ＢＱ

シナモンオーク

ＢＶ

ハニーチェリー

ＢＥ

マキアートパイン

ＫＥ

キャラメルチーク

ＡＭ

ダージリンウォールナット

ＤＰ

ガナッシュウォールナット

Ｚ９

ショコラウォールナット

Ｗ６

細かなディテールまでこだわり抜きました

桑炭

毎日触るものだから。家の顔となるアイテムだから。
ヴェナート D30の新作は、細やかなディテールまでこだわり抜きました。

ＸＰ

ココナッツチェリー

BＪ

アイスブルーノーチェ

木材の質感を忠実に再現
温かみのある豊かな木の表情を
ディテールまで追求しました。

ＱＳ

オリーブグリーン

Ａ８

スモークヒッコリー
存在感のある重厚なスリット

ＡＦ

光のあたり方次第で、様々な
陰影を落とす立体的な幅広モール。

ガトーアカシア

ＨＶ

ビターストーン

ＬＵ

サファイアブルー

ＫＲ

ルビーレッド

鋳物の意匠で魅せる玄関

BJ：アイスブルーノーチェ

XP：ココナッツチェリー

クラフト感のあるデザインが人気のロートアイアン風の鋳物装飾。

BE：マキアートパイン

◇ ポケットＫｅｙ仕様 ◇
● ハンドルバリエーション

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下２つのカギを一度に開け閉め。
離れたところからリモコン操作もできます。ICチップを内蔵したカード／シールでも施解錠できます。

Ｓ１

洋風カーブハンドル

ストレートハンドル

リモコン・カード・シール全てで
施解錠可能なポケットKey

シルバー

外出時に取り外しておけば、サムターンを
操作できないので侵入犯も解錠できません。

ブラック

ポケットＫｅｙリモコン２個
（非常用カギ収納）

ピュアシルバー

Ｈ２

プラチナステン

Ｋ５

カームブラック
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カードキー２枚

シールキー１枚

非常用カギ３本

室外側

室内側

室外側

室内側

室外側

室内側

上部錠・下部錠
とも脱着サム
ターンです。

上部錠・
下部錠とも
鎌錠です。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※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。

国土交通大臣認定 防火設備

防火玄関ドア 標準プラン

断熱玄関ドア

ヴェナート D30 防火ドア
カラーバリエーション

JJ

BQ シナモンオーク

BV ハニーチェリー

BE マキアートパイン

KE キャラメルチーク

ゆったりと流れるような木目に気品を感じる
ウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュ
とホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感の
ある雰囲気を演出します。

バニラウォールナット

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材
をモチーフにした、自然な風合いのカラー。
深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラル
な雰囲気とあたたかみを与えてくれます。

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフ
にした上質でさわやかな木目柄。エントランス
にナチュラルな印象と開放感を演出します。

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げた
パイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの
中に落ち着きのある玄関空間を演出します。

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。
赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、
素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。 気品のある玄関空間を演出します。

Z9

W6

XP

BJ アイスブルーノーチェ

QS オリーブグリーン

A8 スモークヒッコリー

AF ガトーアカシア

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やか
なアプローチ空間を演出します。

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調
のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性
と華やかさを与えます。

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリ
ー柄に、はぎ目やのこ目のヴィンテージ加工を
表現。使い込まれた風合いが、味わい深い
親しみを与える横木目柄です。

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な
印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、
表情豊かなエントランス空間を演出します。

ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しい
ウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を
演出します。

桑炭（クワタン）

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで
落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチ
しながらファサードの表情を引き締めます。

ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色
を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練
された印象を与えます。

AM ダージリンウォールナット

DP ガナッシュウォールナット
深みのある色合いと力強い板目の
ウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた
風合いを感じさせます。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感を
リアルに再現しています。
〈ご注意〉
※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は
不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。
また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れ
ています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。
詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。
ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。
素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなる
ことがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、
表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど
色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、
直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。
特に小さいお子様にはご注意ください。

HV ビターストーン

LU

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。
異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感を
プラスします。

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。
明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。
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サファイアブルー

KR ルビーレッド

S1

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄が
モダン住宅にアクセントを与えます。

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。
洗練された質感とニュートラルな色調で
コーディネイトの幅を広げます。

ピュアシルバー

H2 プラチナステン

K5

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。
さまざまな内外装に幅広くマッチし、
高品質なコーディネイトを可能にします。

存在感のあるブラックカラー。
室外からは洗練されたイメージを、室内からは
優しさを感じさせる絶妙な色調です。

カームブラック

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※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。

国土交通大臣認定 防火設備

防火玄関ドア 標準プラン

断熱玄関ドア

ヴェナート D30 防火ドア
スマートコントロールキー

ポケットＫｅｙ

リモコンでも、カードでも、シールでも、自由に選べる便利なカギ。

ポケットKey使用イメージ（AC100V式）
家の外側

ママは・・
リモコン！

ボクは・・

リモコンで便利操作

カードやシールで簡単操作

ポケットKey※リモコンを持っていれば
ハンドルのボタンを押すだけでカンタンに
上下のカギの開け閉めができます。

カードキー／シールキーを、ハンドルの
読み取り部に近づけるだけでカンタンに
上下のカギの開け閉めができます。

携帯に便利な
大きなストラップ穴
非常用収納カギを内蔵
誤操作防止配慮形状（凸形状）。
丸く持ちやすいデザインです。不意に
ボタンが操作されることを防止するため、
ボタン部分中央部が凸形状になっています。
指先でボタンの判断が可能です。

カードキー／
シールキー

①ポケットKey※リモコンを身に付けた状態で
ハンドルのボタンを押します。またはカード
キー／シールキーをハンドルに近づけます
（カギが開きます）。

②ドアを開けて室内へ。

③上のサムターンをまわすと上下連動し、
カギが閉まります。（下のサムターン
のみまわした場合は、上のサムターン
は連動しません。）

室内側

おでかけの時は ・
・

施錠ボタン
解錠ボタン
非常用収納カギ
73㎜×34㎜×厚み14㎜

おかえりの時は ・
・

カードやシール！

室内側
上側

ポケットKey
※リモコン

●最大8個まで登録可能
●電池寿命は2年間
（10回/1日操作）

④ワンアクション２ロック。

家の外側

上側

下側
①上下のサムターンをまわします（カギ
が上下の順に開きます）。上下のカギ
が開いたことを確認してからドアを開
けてください。

②ドアを開けて家の外へ。

③ポケットKey※リモコンを身に付けた状態で
ハンドルのボタンを押します。またはカード
キー／シールキーをハンドルに近づけます
（カギが閉まります）。

④ワンアクション２ロック。

リモコンを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、
さらにカードやシールがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

■非常時は非常用シリンダーで施解錠
防犯性に配慮した非常用シリンダー

■防犯性の高い鎌錠
上下とも鎌錠を採用。デッドボルト（かん
ぬき）についた鎌が錠受けにしっかりかみ
合さります。バールなどを使ったこじ破り
に強い抵抗力を発揮します。

■LED（施解錠表示）
カギの開け閉めに
合せて、LEDが点灯し
て確認音が鳴ります。
光と音で開閉の状態
を確認できるので
安心です。

リモコンを持っていれば、
ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていても
リモコン操作が可能
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※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。

◀非常用収納カギ
（ディンプルキー）

■脱着式サムターン
カードを近づけるだけで
カギを開け閉めできます

好きな小物にシールキーを
貼ればカギに早変わり

洋風カーブハンドル

※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。

カギが閉まった時カギが開いた時
安心の緑色表示 注意の赤色表示

ポケットKeyのカギは
ポケットキー2個・カードキー2枚・シールキー1枚
が標準装備。

追加の際はカードキーとシールキー合せて最大1２枚まで登録可能です。

シールキー
（直径10mm×
カードキー
（86mm×54mm） 厚み0.8mm）
シールキーは、貼るだけで
お気に入りの小物がカギに
早変わり。
□シルバー
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□ブラック

□ブラック

追加の際はカードキーとシール
キー合せて最大12枚まで登録
可能です。

※カードキーは、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。
※シールキーは、貼り付け可／不可の材質があります。
※カードキー／シールキーをご利用の場合は、必ず非常用カギも一緒にお持ちください。

◀非常用カギ

上下ともサムターンを脱着できるので、
ガラスを破るなどして手や工具を入れ、
サムターンをまわされるような心配が
ありません。
（予備のサムターンを1個同梱しています）

●ハンドル
ストレートハンドル

優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを
採用しています。ポケットKey※リモコンには非常用
収納カギが内蔵されています。非常用カギ（ディン
プルキー）も３本標準でついています。

（ディンプルキー）

非常用収納カギ２本、
非常用カギ（ディンプルキー）３本標準装備。
施錠時

解錠時

※カードキー／シールキーをご使用の場合は、
不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

■置き忘れ防止機能・スリープ機能

■自動施錠機能

ポケットKey※リモコンの置き忘れによる不正解錠を防止します。

カードキー／シールキーを使って解錠した
場合に、扉を閉めると自動で施錠するように
設定変更できます。

■点検時期お知らせ機能

使用開始から約１０年経過すると、
施解錠時に室外側ハンドルのLED
が数秒間赤く点滅し、製品の点検
※カードキー／シールキー でカギを開けた場合のみ。 時期をお知らせします。

ポケットKeyがハンドルから２.５m以内に置いてあるとき・・

１分以内では
置き忘れ防止機能が働きます

１分以上すると
スリープ機能が働きます

●置き忘れ防止機能

●スリープ機能

ハンドルの近くにポケットKeyを置き忘れた
際に、第三者がハンドルのボタンを押して
も解錠することが無いよう、置き忘れ防止
機能が働きます。置き忘れ防止機能では、
室外側のハンドルボタンでの操作ができず、
ピッピッピッと警告音が鳴ります。その間に
ポケットKeyを揺らすか、ポケットKeyの
ボタンでリモコン操作をすると、復帰します。

ハンドル近くにポケットKeyが1分以上
置いてあるとき、電波の交信による電池
の消耗を防ぐため、スリープ機能が働き
ます。スリープ機能が働くと、室外側の
ハンドルボタンでの操作ができなくなり
ます。その場合はポケットKeyのボタンで
リモコン操作をすると、復帰します。

※初期設定は自動施錠ではありません。
設定変更が必要です。

安心だね！

※「置き忘れ防止機能」はありますが、防犯上、ドアから2.5ｍ以内にはリモコンを保管しないでください。
※機能解除する場合は警告中にポケットKey※リモコンを揺らすか、リモコンのボタンを押してください。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※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。

防火ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ

国土交通大臣認定 防火設備

標準プラン

コンコード

防火ドアＧシリーズ

ポケットＫｅｙ 断熱・外引込みタイプ

Ｂ０１

Ｂ０２

Z9：ショコラウォールナット

Ｂ０４

W7：ハニーチェリー

Ｍ０１

ＢＥ：マキアートパイン

Ｍ０２

Ｗ６：桑炭

Ｂ０５

H2：プラチナステン

Ｍ０５

ME：チェックブルー

Ｂ０７

YF：キャラメルチーク

Ｍ０６

Ａ８：スモークヒッコリー

Ｍ０７

ＡＦ：ガトーアカシア

Ｅ０２

JZ：ビターストーン

AR：バニラウォールナット

◆カラーバリエーション◆

ＡＲ

バニラウォールナット

◇ポケットＫｅｙ仕様

Ｗ７

ハニーチェリー

ＢＥ

ＹＦ

マキアートパイン

キャラメルチーク

リモコン・カード・シール全てで施解錠可能なポケットKey。
［ポケットＫｅｙ※リモコン２個（非常用カギ収納）・

カードキー２枚・シールキー１枚・非常用カギ３本 が標準装備 ］

Ｚ９

Ｗ６

ショコラウォールナット

桑炭

Ａ８

シルバー

ブラック

MH68190422-10

ポケットKey

※リモコン

カードキー
（86mm×54mm）

シールキー
（10mm×10mm）

ガトーアカシア

■Low-E網入複層ガラス
Low-E複層ガラスを標準採用。
室外側にコーティングされた金属膜により高い断熱効果が
あります。また網入板ガラスは熱で割れても脱落せず、
炎を侵入させません。

■出入りしやすい有効開口幅

ME

チェックブルー

Ｈ２

プラチナステン

■自動で閉まるクローザー

■段差を低く抑えた下枠設計

ドアから手を離すと自動で閉まる
クローザーを標準装備。
閉じ際約２５０mmから減速して
静かに、確実に閉まります。

下枠からレールをなくして、つまず
きの原因となる段差を抑えました。
汚れがたまりにくいので、お掃除も
ラクラクです。

室内側ガラス

３mm

網入り６．８mm

空気層
１２mm

室外側

ＪＺ

ビターストーン

関東間 ７５３mm
関東間入幅 ７２８mm
ﾒｰﾀｰﾓｼﾞｭｰﾙ ８４３mm

Ｌｏｗ-Ｅ金属膜
室外側ガラス

非常用カギ

ＡＦ

スモークヒッコリー

室内側

間口にゆとりがあるので、
車いすやベビーカーなどでも
余裕をもって出入りできます。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※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。

