
※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。 

スマートドア ヴェナート 片開き（断熱Ｄ４仕様） 

たてにガラス窓をあしらったスタンダードなデザインです。 

◆ スマートコントロールキー◆ ◆ ドアガード ◆ 

◇NEWポケットＫｅｙ 

シルバー ゴールド ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

◇ストレートハンドル  

※写真はピタットKey用ハンドルです。 

◇ピタットＫｅｙ 

近づけるだけでカギの開け閉め 
でき、携帯性に優れたピタットKey。 
 

［ カードキー３枚・シールキー２枚 
 非常用カギ５本が標準装備 ］ 

カードキー（86mm×54mm） 

シールキー 
（10mm×10mm） 

リモコン・カード・シール全てで 
施解錠可能なNEW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 ］ 

非常用カギ 

シールキー 
（10mm×10mm） 

カードキー（86mm×54mm） 
非常用カギ 

ポケットKey 
※リモコン 

「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。 

快適さをプラスする 

通風機構 

ドアを閉じた状態でアーム部分 

を受け側へ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。 

ドアガード使用時の全閉状態で 

フックを押込むことで、ドアを少し 

だけ開けた状態で固定すること 

ができます。生活シーンにあわ 

せ玄関の通風・換気が可能です。 

さらに安心をプラスする 

ロック機構 
ロック 

ロック解除 

◇洋風カーブ 
   ハンドル 

室内側 室外側 

Ｓ０４ 

W7：ハニーチェリー  

Ｓ０６ 

YF：キャラメルチーク  

Ｓ０７ 

AS：シナモンオーク  

Ｃタイプ 

Ｂタイプ Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ａタイプ 

※親扉の上下形材色 
 はＨ２色になります。 

※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。 

※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。 

■ カラーバリエーション 

ショコラウォールナット 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＨＳ 
アーモンドウォールナット 

ＨＴ 
ローストマホガニー 

ＸＱ 
ホワイトウッド 

ＪＺ 
ビターストーン 

Ｇ８ 
マットカーボン 

ＭＥ 
チェックブルー 

ＭＲ 
チェックレッド 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

Ｈ２ 
プラチナステン 

B1 
ブラウン 

B７ 
カームブラック 

Z９ 

Ｗ７ 
ハニーチェリー 

Ｗ６ 

バニラウォールナット 

シナモンオーク 

ＡＲ 

ＡＳ 

桑炭 

Ｓ０１ Ｓ０２ 

HT：ローストマホガニー  YF：キャラメルチーク  

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ｓ０８ 

S1：ピュアシルバー  

Ａタイプ 

Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

Ｓ１３ 

H2：プラチナステン  

Ｓ１４ 

YF：キャラメルチーク  

※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 Ｃタイプ 

Ａ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 Ｓ０９ Ｓ１０ 

G8：マットカーボン  W6：桑炭  

※Aタイプの場合 
 親扉の戸先形材色は 
 Ｈ２色、内観額縁色は 
 パネル同色となります。 
※Ｂタイプの場合 
 親扉の戸先形材色、 
 内観額縁色はＨ２色 
 となります。 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 Ｈ２色、外観額縁色は 
 パネル同色となります。 
※Ｂタイプの場合 
 親扉の上下形材色、 
 外観額縁色は 
 Ｈ２色となります。 

Ａタイプ 

Ｂタイプ Ｂタイプ 

Ａタイプ 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 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タイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 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。 

Ｓ１５ Ｓ１８ 

W6：桑炭  Z9：ショコラウォールナット  

Ａタイプ 

Ｃ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。 

非防火玄関ドア仕様 Ｓ１-① 
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※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。 

Ｓ１９ Ｓ２０ Ｓ２１ 

S1：ピュアシルバー  MR：チェックレッド  W7：ハニーチェリー  

Ｓ２２ 

W6：桑炭  

※親扉の上下形材色 
 はＫ２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 
 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。 

※親扉の上下形材色、 
 外観額縁色は 
 Ｈ２色となります。 

Ｂタイプ Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

※親扉の上下形材色 
 外観額縁色は 
 Ｈ２色となります。 

Ｓ２３ Ｓ２４ 

Z9：ショコラウォールナット  

※親扉の上下形材色 
 はＫ２色となります。 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ａタイプ 

Ｓ２８ 

Z9：ショコラウォールナット  

Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

※親扉の上下形材色 
 はＫ２色、外観モール色・ 
 内観額縁色はパネル色 
 と同色となります。 

Ｓ３３ Ｓ３４ Ｓ３５ 

AS：シナモンオーク  XQ：ホワイトウッド  G8：マットカーボン  

Ｂタイプ 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

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。 

※Aタイプの場合 
 額縁の上下形材色は 
 Ｈ２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 額縁の上下形材色は 
 パネル色と同色となります。 

※Aタイプ・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。 
※Ｃタイプの場合 
 額縁の上下形材色と額縁色 
 はパネル色と同色となります。 

W6：桑炭 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ｓ１６ 

Z9：ショコラウォールナット  

※Aタイプの場合 
扉の上下形材色はパネル色と 
同色となります。格子色はパネ 
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 
扉の上下形材色・格子色はパネル 
色と同色となります。 

W6：桑炭  

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ｓ１７ 

YF：キャラメルチーク  

※Aタイプの場合 
扉の上下形材色・中桟色は 
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 
扉の上下形材色・中桟色は 
パネル色と同色となります。 
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■ カラーバリエーション 

ショコラウォールナット 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＨＳ 
アーモンドウォールナット 

ＨＴ 
ローストマホガニー 

ＸＱ 
ホワイトウッド 

ＪＺ 
ビターストーン 

Ｇ８ 
マットカーボン 

ＭＥ 
チェックブルー 

ＭＲ 
チェックレッド 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

Ｈ２ 
プラチナステン 

B1 
ブラウン 

B７ 
カームブラック 

Z９ 

Ｗ７ 
ハニーチェリー 

Ｗ６ 

バニラウォールナット 

シナモンオーク 

ＡＲ 

ＡＳ 

桑炭 

非防火玄関ドア仕様 スマートドア ヴェナート 片開き（断熱Ｄ４仕様） 

たてにガラス窓をあしらったスタンダードなデザインです。 

Ｓ１-② 

◆ スマートコントロールキー◆ ◆ ドアガード ◆ 

◇NEWポケットＫｅｙ 

シルバー ゴールド ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

◇ストレートハンドル  

※写真はピタットKey用ハンドルです。 

◇ピタットＫｅｙ 

近づけるだけでカギの開け閉め 
でき、携帯性に優れたピタットKey。 
 

［ カードキー３枚・シールキー２枚 
 非常用カギ５本が標準装備 ］ 

カードキー（86mm×54mm） 

シールキー 
（10mm×10mm） 

リモコン・カード・シール全てで 
施解錠可能なNEW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 ］ 

非常用カギ 

シールキー 
（10mm×10mm） 

カードキー（86mm×54mm） 
非常用カギ 

ポケットKey 
※リモコン 

「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。 

快適さをプラスする 

通風機構 

ドアを閉じた状態でアーム部分 

を受け側へ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。 

ドアガード使用時の全閉状態で 

フックを押込むことで、ドアを少し 

だけ開けた状態で固定すること 

ができます。生活シーンにあわ 

せ玄関の通風・換気が可能です。 

さらに安心をプラスする 

ロック機構 
ロック 

ロック解除 

◇洋風カーブ 
   ハンドル 

室内側 室外側 



※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。 

■ カラーバリエーション 

四角や丸の小窓を配した住宅外観に合せやすいデザインです。 

※小窓額縁の色は 
 シルバー色となります。 

※小窓額縁の色は 
 シルバー色となります。 

H2：プラチナステン  ME：チェックブルー 

Ｋ０１ Ｋ０２ 

Ｃタイプ Ｃタイプ 

Ｂタイプ Ｂタイプ 

※Ｂタイプの場合 
  外部アクセントパネル色は 
  全て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)、Ｈ２色の場合 
  はW7色(ハニーチェリー) 
  その他はＨ２色となります。 

YF：キャラメルチーク  

※Ｂタイプの場合 
 外部アクセントパネル色は 
 ＫＸ・W６・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。 

※Ｂタイプの場合 
  外部アクセントパネル色は 
  ＫＸ・W６・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。 

JZ：ビターストーン  S1：ピュアシルバー  

Ｋ１０ Ｋ１２ Ｋ１１ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ｃタイプ Ｃタイプ 

Ｂタイプ Ｂタイプ 

※Ｂタイプ・Ｃタイプ 
 外部アクセントパネル色、 
  額縁色は 
 全てＨ２色となります。 

Z9：ショコラウォールナット  

Ｋ１３ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

※Ｂタイプ・Ｃタイプ 
 外部アクセント 
 パネル色は全て 
 Ｈ２色となります。 

W7：ハニーチェリー  H2：プラチナステン 

Ｋ１４ Ｋ１５ Ｋ１６ 

AR：バニラウォールナット 

Ｃタイプ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ａタイプ Ａタイプ Ｂタイプ 

MＤＤ8161114-7 

■ カラーバリエーション 

ショコラウォールナット 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＨＳ 
アーモンドウォールナット 

ＨＴ 
ローストマホガニー 

ＸＱ 
ホワイトウッド 

ＪＺ 
ビターストーン 

Ｇ８ 
マットカーボン 

ＭＥ 
チェックブルー 

ＭＲ 
チェックレッド 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

Ｈ２ 
プラチナステン 

B1 
ブラウン 

B７ 
カームブラック 

Z９ 

Ｗ７ 
ハニーチェリー 

Ｗ６ 

バニラウォールナット 

シナモンオーク 

ＡＲ 

ＡＳ 

桑炭 

非防火玄関ドア仕様 スマートドア ヴェナート 片開き（断熱Ｄ４仕様） Ｓ１-③ 

◆ スマートコントロールキー◆ ◆ ドアガード ◆ 

◇NEWポケットＫｅｙ 

シルバー ゴールド ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

◇ストレートハンドル  

※写真はピタットKey用ハンドルです。 

◇ピタットＫｅｙ 

近づけるだけでカギの開け閉め 
でき、携帯性に優れたピタットKey。 
 

［ カードキー３枚・シールキー２枚 
 非常用カギ５本が標準装備 ］ 

カードキー（86mm×54mm） 

シールキー 
（10mm×10mm） 

リモコン・カード・シール全てで 
施解錠可能なNEW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 ］ 

非常用カギ 

シールキー 
（10mm×10mm） 

カードキー（86mm×54mm） 
非常用カギ 

ポケットKey 
※リモコン 

「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。 

快適さをプラスする 

通風機構 

ドアを閉じた状態でアーム部分 

を受け側へ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。 

ドアガード使用時の全閉状態で 

フックを押込むことで、ドアを少し 

だけ開けた状態で固定すること 

ができます。生活シーンにあわ 

せ玄関の通風・換気が可能です。 

さらに安心をプラスする 

ロック機構 
ロック 

ロック解除 

◇洋風カーブ 
   ハンドル 

室内側 室外側 



※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。 

ショコラウォールナット 

Ｂ７ 
カームブラック 

BE 
マキアートパイン 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＨＴ 
ローストマホガニー 

Ｚ９ 

ＸＱ 
ホワイトウッド 

ＫＱ 
ミストグリーン 

ＱＤ 
ウッディグリーン 

ＪＺ 
ビターストーン 

Ｇ８ 
マットカーボン 

ＭＥ 
チェックブルー 

ＭＲ 
チェックレッド 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

Ｈ２ 
プラチナステン 

Ｂ１ 
ブラウン 

ＹＷ 
ホワイト 

Ｗ７ 
ハニーチェリー 

Ｗ６ 
桑炭 

ＡＲ 
バニラウォールナット 

ＡＳ 
シナモンオーク 

■ カラーバリエーション ■ カラーバリエーション 素材がひきたつプレーンでシンプルなデザインです。 

Ｐ０５ 

JZ：ビターストーン  JZ：ビターストーン  

※戸先・戸元の形材色は 
全てH２色となります。 

S1：ピュアシルバー  

アクセントガラスカラー ＧＡ：ローズウッドＭ 

ﾊﾟﾈﾙ色／ｱｸｾﾝﾄ色 

アクセントガラスカラー ＧＢ：エボニーＤ アクセントガラスカラー ＧＣ：石目調Ｌ 

ﾊﾟﾈﾙ色／ｱｸｾﾝﾄ色 

H2：プラチナステン  B7：カームブラック 

Ｐ０１ Ｐ０２ Ｐ０３ Ｐ０４ 
Ａタイプ 

Ｂタイプ 

Ｃタイプ Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

ﾊﾟﾈﾙ色／ｱｸｾﾝﾄ色 

Ｃタイプ Ｃタイプ 

W7：ハニーチェリー  

MR：チェックレッド  

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 
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非防火玄関ドア仕様 スマートドア ヴェナート 片開き（断熱Ｄ４仕様） Ｓ１-④ 

◆ スマートコントロールキー◆ ◆ ドアガード ◆ 

◇NEWポケットＫｅｙ 

シルバー ゴールド ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

◇ストレートハンドル  

※写真はピタットKey用ハンドルです。 

◇ピタットＫｅｙ 

近づけるだけでカギの開け閉め 
でき、携帯性に優れたピタットKey。 
 

［ カードキー３枚・シールキー２枚 
 非常用カギ５本が標準装備 ］ 

カードキー（86mm×54mm） 

シールキー 
（10mm×10mm） 

リモコン・カード・シール全てで 
施解錠可能なNEW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 ］ 

非常用カギ 

シールキー 
（10mm×10mm） 

カードキー（86mm×54mm） 
非常用カギ 

ポケットKey 
※リモコン 

「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。 

快適さをプラスする 

通風機構 

ドアを閉じた状態でアーム部分 

を受け側へ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。 

ドアガード使用時の全閉状態で 

フックを押込むことで、ドアを少し 

だけ開けた状態で固定すること 

ができます。生活シーンにあわ 

せ玄関の通風・換気が可能です。 

さらに安心をプラスする 

ロック機構 
ロック 

ロック解除 

◇洋風カーブ 
   ハンドル 

室内側 室外側 



※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。 

■ カラーバリエーション 

ＢＥ 
マキアートパイン 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＫＱ 
ミストグリーン 

Ｈ２ 
プラチナステン 

ショコラウォールナット 

Ｚ９ 

Ｗ６ 
桑炭 

バニラウォールナット 

シナモンオーク 

ＡＳ 

ＡＲ 

たてや横に板を張り込んだ木調の合うデザインです。 

Ｗ０１ Ｗ０２ Ｗ１０ Ｗ０８ 

Ｗ１１ 

Z9：ショコラウォールナット  BE：マキアートパイン  BE：マキアートパイン YF：キャラメルチーク  

BE：マキアートパイン  YF：キャラメルチーク  

※内観色はＨ２同色と 

なります。 

リース 

フック付 

リース 

フック付 

リース 

フック付 

Ａタイプ Ａタイプ 

Ｗ０３ 

KX：ラステックウッド 

リース 

フック付 

Ａタイプ 

Ｗ０６ 

KQ：ミストグリーン 

リース 

フック付 

Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ 

Ｗ１３ 

KX：ラスティックウッド  

Ａタイプ 
Ｃタイプ 
ﾊﾟﾈﾙ/ｱｸｾﾝﾄ 

Ａタイプ 

Ｗ１4 

AS：シナモンオーク 

Ｂタイプ 

Ｗ１５ 

BE：マキアートパイン  

Ａタイプ 

MＤＤ8161114-9 

非防火玄関ドア仕様 スマートドア ヴェナート 片開き（断熱Ｄ４仕様） Ｓ１-⑤ 

◆ スマートコントロールキー◆ ◆ ドアガード ◆ 

◇NEWポケットＫｅｙ 

シルバー ゴールド ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

◇ストレートハンドル  

※写真はピタットKey用ハンドルです。 

◇ピタットＫｅｙ 

近づけるだけでカギの開け閉め 
でき、携帯性に優れたピタットKey。 
 

［ カードキー３枚・シールキー２枚 
 非常用カギ５本が標準装備 ］ 

カードキー（86mm×54mm） 

シールキー 
（10mm×10mm） 

リモコン・カード・シール全てで 
施解錠可能なNEW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 ］ 

非常用カギ 

シールキー 
（10mm×10mm） 

カードキー（86mm×54mm） 
非常用カギ 

ポケットKey 
※リモコン 

「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。 

快適さをプラスする 

通風機構 

ドアを閉じた状態でアーム部分 

を受け側へ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。 

ドアガード使用時の全閉状態で 

フックを押込むことで、ドアを少し 

だけ開けた状態で固定すること 

ができます。生活シーンにあわ 

せ玄関の通風・換気が可能です。 

さらに安心をプラスする 

ロック機構 
ロック 

ロック解除 

◇洋風カーブ 
   ハンドル 

室内側 室外側 



※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。 

ドアパネルにリブを配した立体感のあるデザインです。 ■ カラーバリエーション 

ＢＥ 
マキアートパイン 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＨＳ 
アーモンドウォールナット 

ＪＺ 
ビターストーン 

ＭＥ 
チェックブルー 

ＭＲ 
チェックレッド 

Ｈ２ 
プラチナステン 

ショコラウォールナット 

Ｚ９ 

Ｗ７ 
ハニーチェリー 

Ｗ６ 
桑炭 

Ｇ８ 
マットカーボン 

バニラウォールナット 

シナモンオーク 

ＡＳ 

ＡＲ 

ＫＱ 
ミストグリーン 

HS：アーモンドウォールナット  KX：ラスティックウッド  Z9：ショコラウォールナット  W7：ハニーチェリー  KX：ラステックウッド BE：マキアートパイン  ※内観色は外観パネル戸先色 
と同色となります。 

※扉の上下形材色は 
Ｋ２色 となります。 

KQ：ミストグリーン 

Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ Ａタイプ Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

Ａタイプ 

Ａタイプ 

Ｍ０１ Ｍ０２ Ｍ０３ Ｍ０４ Ｍ０５ Ｍ０６ リース 

フック付 
リース 

フック付 

リース 

フック付 

Ｍ０７ Ｍ０８ リース 

フック付 

YF：キャラメルチーク 

Ａタイプ 
Ｍ０９ Ｍ１０ 

AR：バニラウォールナット AS：シナモンオーク 

Ａタイプ Ａタイプ 

リース 

フック付 

リース 

フック付 

MＤＤ8161114-10 

非防火玄関ドア仕様 スマートドア ヴェナート 片開き（断熱Ｄ４仕様） Ｓ１-⑥ 

◆ スマートコントロールキー◆ ◆ ドアガード ◆ 

◇NEWポケットＫｅｙ 

シルバー ゴールド ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

◇ストレートハンドル  

※写真はピタットKey用ハンドルです。 

◇ピタットＫｅｙ 

近づけるだけでカギの開け閉め 
でき、携帯性に優れたピタットKey。 
 

［ カードキー３枚・シールキー２枚 
 非常用カギ５本が標準装備 ］ 

カードキー（86mm×54mm） 

シールキー 
（10mm×10mm） 

リモコン・カード・シール全てで 
施解錠可能なNEW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 ］ 

非常用カギ 

シールキー 
（10mm×10mm） 

カードキー（86mm×54mm） 
非常用カギ 

ポケットKey 
※リモコン 

「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。 

快適さをプラスする 

通風機構 

ドアを閉じた状態でアーム部分 

を受け側へ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。 

ドアガード使用時の全閉状態で 

フックを押込むことで、ドアを少し 

だけ開けた状態で固定すること 

ができます。生活シーンにあわ 

せ玄関の通風・換気が可能です。 

さらに安心をプラスする 

ロック機構 
ロック 

ロック解除 

◇洋風カーブ 
   ハンドル 

室内側 室外側 



※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。 

■ カラーバリエーション 

ＱＤ 

ウッディグリーン 

ＹＦ 

キャラメルチーク 

ＫＸ 

ラスティックウッド 

ＨＳ 

アーモンドウォールナット 

ＨＴ 

ローストマホガニー 

ＸＱ 

ホワイトウッド 

Ｚ９ 

ショコラウォールナット 

上部に大型ガラスや装飾モールを配した洋風テイストのデザインです。 

Ｕ０２ 

XQ：ホワイトウッド  

Ａタイプ 

Ｕ０４ 

QD：ウッディグリーン 

Ａタイプ 

Ｕ０６ 

YF：キャラメルチーク  

リース 

フック付 

Ａタイプ 

Ｕ０７ 

Z9：ショコラウォールナット 

リース 

フック付 

Ａタイプ 

MＤＤ8161114-11 

非防火玄関ドア仕様 スマートドア ヴェナート 片開き（断熱Ｄ４仕様） Ｓ１-⑦ 

◆ スマートコントロールキー◆ ◆ ドアガード ◆ 

◇NEWポケットＫｅｙ 

シルバー ゴールド ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

◇ストレートハンドル  

※写真はピタットKey用ハンドルです。 

◇ピタットＫｅｙ 

近づけるだけでカギの開け閉め 
でき、携帯性に優れたピタットKey。 
 

［ カードキー３枚・シールキー２枚 
 非常用カギ５本が標準装備 ］ 

カードキー（86mm×54mm） 

シールキー 
（10mm×10mm） 

リモコン・カード・シール全てで 
施解錠可能なNEW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 ］ 

非常用カギ 

シールキー 
（10mm×10mm） 

カードキー（86mm×54mm） 
非常用カギ 

ポケットKey 
※リモコン 

「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。 

快適さをプラスする 

通風機構 

ドアを閉じた状態でアーム部分 

を受け側へ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。 

ドアガード使用時の全閉状態で 

フックを押込むことで、ドアを少し 

だけ開けた状態で固定すること 

ができます。生活シーンにあわ 

せ玄関の通風・換気が可能です。 

さらに安心をプラスする 

ロック機構 
ロック 

ロック解除 

◇洋風カーブ 
   ハンドル 

室内側 室外側 


