
※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。 

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 

ポケットＫｅｙ スマートドア ヴェナート 
ポケットKey 使用イメージ 

室内側 家の外側 

家の外側 

①上下のサムターンをまわします。 
  （カギが開きます） 

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 

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します。 
  （カギが閉まります） 

④ワンアクション２ロック 

時

 
 

時

 
 

室内側 

見えないカギ穴 非常用シリンダー 

非常用シリンダーは見えない 
ので、ピッキング抑制にも 
つながります。 

非常時は非常用シリンダーで施解錠。 

シリンダーカバーでカギ穴が 
見えないので、ピッキングの 
対象になりにくくなります。 

シリンダーが見えません。 

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。 

置き忘れ防止機能 ドアホンから施解錠が可能 

点検時期お知らせ機能 

使用を開始してから 
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 
赤色点滅し、 
製品の点検時期を 
お知らせします。 

ＬＥＤ（施解錠表示） 

カギの開け閉めは、LEDの光と 
確認音がお知らせします。 

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。 

カギが締まった時 
安心の緑色 

カギが開いた時 
注意の赤色 

防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用 

上下共こじ破りに強い、 
鎌錠を採用しています。 

上下共サムターンは脱着式。 
取り外しができるから安心です。 

デットボルト （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 
こじ破りの手口など 
に対して、強い抵抗 
力を発揮します。 

外出時や就寝時に 
取り外しておけば、 
ガラスを破って手や 
工具を入れて、 
サムターンをまわされる 
ような心配もありません。 

点検時期が分かるから安心です。 

ポケットKey※リモコンの 
置き忘れを防止します。 

ポケットKey※リモコンによる意図しない解錠を防ぐ機能です。 
交信範囲内（2.5ｍ以内）にリモコンを放置して数秒経つと、 
ハンドルのボタンを押しても、警告音が鳴り、施解錠ができなく 
なります。また、リモコンの電池消耗を防ぐために、交信範囲内 
に1分以上放置すると、一時的にハンドルのボタン操作が 
できなくなります。 

「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 
ポケットKeyを保管しないでください。 

※不測の事態に備え、必ず 
非常用カギを携帯してください。 

おサイフケータイ®や楽天Edyカードにも対応 

※「おサイフケータイ」はご使用にあたり、楽天Edyアプリのダウンロード、初期設定が必要です。詳しくは楽天Edyホームページをご覧ください。http://www.rakuten-edy.co.jp/ 
※同梱しているカードキー／シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。 
※登録可能なIDの数はカードキー／シールキー／おサイフケータイ／楽天Edyカード合せて最大12までとなります。 

おサイフケータイ®対応の 
スマートフォンや携帯電話なら 
追加費用なしで、キーとして 
お使いいただけます。 

楽天Edyに対応した 
カードならキーとして 
お使いいただけます。 

機種変更した場合もおサイフケータイ®の機能を搭載した新たな機種で、 
楽天Edyアプリをダウンロード初期設定をして再登録すれば大丈夫！ 

楽天Edyに電子マネーの残高がなくてもキーとして 
ご使用いただけます！ 

※「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。 

室内側ハンドル 室外側ハンドル 

非常用シリンダー(上下） 
停電などの非常時には 
シリンダーカバーを 
開けて操作します。 

ＬＥＤ（施解錠表示） 
開け閉めに合せて、 
LEDが点灯して確 
認音が鳴ります。 

施解錠ボタン 
ポケットKey※リモコンは、 
施解錠ボタンを押して 
操作します。 
カードキーシールキーは、 
ここに近づけて操作します。 
※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。 
 

サムターン取り外し 
レバー（上下） 
レバーを押してサムターン 
を引っ張ればサムターン 
を取り外すことができます。 

施解錠表示窓（上下） 
表示窓の色でカギの 
状態が確認できます。 

サムターン（上下） 
サムターンをまわして 
施解錠します。上下とも 
脱着式なので取り外し 
ができます。 

ストレート  ストレート  

電池交換が不要なAC100V式 

ポケットKey※リモコン 

カードキー 

シールキー 【AC100V式のみの設定です】 

ワイヤレスモニター付 
テレビドアホン 2-7タイプ 

VL-SWD302KL 

ドアホンなら２ 階の 
キッチンで料理中でも 

OPEN 

来訪者をモニターで確認して
ドアのカギを開けられます。 約3.5型 約2.2型 

ゴールド  ブラック  

高い断熱性で、夏涼しく、冬暖かい。いごこちをつくる窓。 

断熱性に優れ、冷暖房の 
消費エネルギーを大幅に
抑えられます。 
APW ３３０は、そんな環境
性能とデザイン性を高い
次元で兼ね備えた、新し
い樹脂窓です。 

樹脂 

樹脂 

Low-E複層ガラス  
ガラス溝幅 ２２mm 

アルミスペーサー仕様 

アルミスペーサー 

ディテール 

機能性 高品質 防犯性 
●アクリル積層 耐候性に優れたアクリル積層が 
外観色の経年変化を抑えます。 

｢主錠｣プラス１の２ロックを採用。※サイズオーダーをする場合、
２ロックにならない場合があります。 

ひとつ上の防犯対策として、窓に鍵を２つ設けています。 
（FIX窓・たてすべり出し窓を除く） ※テラスドアのサムターンは1
つとなります（ハンドル下）。 

補助錠（片上げ下げ窓） ハーフロック（たて
すべり出し窓） 

サブロック（すべり出し窓） 

補助錠（片引き窓・両
袖片引き窓） 

■片引き窓■両袖片引き窓■引違い窓  

■引違いテラス戸 

窓を開けたり閉めたりするだけで、 
同時に施錠や解錠ができます。 
召合せ部にクレセントが付かないこ
とで防犯性や外観意匠を高めまし
た。 

引手 
（標準） 

手触りよく、扱いやすいクレセントで
す。障子が完全に閉まってない状態
ではクレセントが回転しないので、空
かけを防止できます。 

紫外線 

アクリル 

アクリルは紫外線を透過するので
外観色は変化しません。また光乱
反射が起きないので外観色の色合
いを長く保ちます。 補助錠（引違い窓・ 

引違いテラス戸） 

片引き窓・両袖片引き窓 引違い窓 

サムターン（勝手口ドア・
テラスドア） 

内観色 

外観色 

ブラウン プラチナステン ホワイト 

クリア ナチュラル ダークブラウン ホワイト 

［社内シミュレーション条件］ 東京、真冬の午前６時 

アルミ樹脂アングル 
＋ 

単板ガラス （樹脂＋Low-E複層ガラス） 

APW３３０にすると、

３℃も暖かい！ 

Low-E複層ガラスの熱の逃げにくさは、 
単板ガラスのなんと約４倍。外気温や 
室温が同じ条件で比べても、真冬の 
早朝の室内温度に大きく差が出ます。 

［社内シミュレーション条件］ 東京、真夏の午後１時 

アルミ樹脂アングル 
＋ 

単板ガラス （樹脂＋Low-E複層ガラス） 

APW３３０にすると、

２℃も涼しい！ 

Low-E複層ガラスは、太陽の熱をなんと
約６０%もカットします。夏の直射日光を受
けても、室内温度が上がりにくく、冷房効
果を落としません。 

従来の樹脂サッシ 

従来の樹脂サッシ 

APW330 

APW330 

新しい「ガラス接着技術」でフレーム強度が飛
躍的に高まり、スリム化を実現しました。 

［フラットコーナー］ 

［スリムフレーム］ ガラスとフレームを全周接着 

窓面に段差が少ないので、汚れが
たまりにくい。 

溶着部を精密にコントロールする、当社独自の「樹脂溶着技術」に
より、溶着部をフラットに仕上げました。 

戸先錠 

APW330は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。 
※オーダーサイズなど一部「4つ星」に適合しない商品があります。 
（試験方法／JIS A 4710-2004に準じた社内試験）と（計算方法／JIS A 2102に準じた解析結果） 

たてすべり出し窓＋FIX連窓 
アングル付 

Low-E複層ガラス ガス無 
［16513サイズ］ 

（試験方法／JIS A 2102に 
準じた解析結果） 一般サッシ 

※注意 結露はサッシの性能だけで
なく住まい方や自然環境に影響され
ます。 
室内の条件によって結露が発生す
る場合もあります。 

［防露性能］ 

ＡＰＷ３３０ 

樹脂+Low-E複層ガラスは、このい
やな結露の発生を抑えます。 

［断熱性能］ 

カラーバリエーション 

スタイリッシュで使いやすい。 
［ガラスカラー］ 

［ラウンドエッジ］ 

フレームがスリムになって、洗練され
たデザインになりました。 

コーナーから凹凸をなくし、    
見た目の美しさにこだわりました。 

押縁に丸みをもたせたら、
スリムさが際立ちました。 

クレセント 

ブロンズ ブルー ニュートラル 

断熱タイプ 断熱タイプ 断熱タイプ 

遮熱タイプ 3㎜+A16+3㎜    
※ガラスの組合せやサイズ
によって異なります。 

熱貫流率

１．６７
Ｗ/（㎡・Ｋ） 

ガスケットなくしガラスとフレームの段差を
最小限に抑えました。窓の外側に汚れが
たまりにくくなり、掃除が楽になりました。 


