
株式会社みらいアーキテクト 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 2021.10ver 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

Ｆ０３Ｔ 

XP：ココナッツチェリー JJ：バニラウォールナット 

Ｎ０５ 

DP：ガナッシュウォールナット BE：マキアートパイン 

Ｎ０７ Ｎ０８ 

BQ：シナモンオーク 

Ｎ０９ 

KE：キャラメルチーク 

Ｎ１０ Ｆ０３ 

XP：ココナッツチェリー 

Ｆ０６ 

AF：ガトーアカシア 

Ｆ０８ 

KR：ルビーレッド 

Ｃ０３ Ｃ０４ Ｃ０５ Ｃ０７ 

BV：ハニーチェリー AM：ダージリンウォールナット XP：ココナッツチェリー Z9：ショコラウォールナット 

Ｃ０９ Ｃ１０ 

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 

Ｅ０４ 

AM：ダージリンウォールナット 



JJ バニラウォールナット BQ シナモンオーク KE キャラメルチーク AM ダージリンウォールナット BV ハニーチェリー BE マキアートパイン 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（クワタン） XP ココナッツチェリー A8 スモークヒッコリー AF ガトーアカシア BJ アイスブルーノーチェ QS オリーブグリーン HV ビターストーン 

LU サファイアブルー KR ルビーレッド S1 ピュアシルバー H2 プラチナステン K5 カームブラック 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

時間を経て生み出される深い味わいの 

チーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな 

存在感を与えます。 

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、 

気品のある玄関空間を演出します。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 
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株式会社みらいアーキテクト 

タグキーを近づけるだけで 
カギを開け閉めできます 

タグキー 

ピタットキー 
 

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。 

非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK 

タグキー×３ 
（非常用収納カギ×３） 

非常用収納カギ標準装備 
タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。 
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。 

【タグキー】   ●最大20個まで登録可能 

ディンプルキータイプ 

非常用収納カギ 

を内蔵 

携帯に便利な 

ストラップ穴 

52㎜ 

8.6㎜ 28㎜ 

非常用カギ×２ 
（ディンプルキー） 

ストレートハンドル 洋風カーブハンドル 

□シルバー □ブラック □ブラック 

標準装備 

スマートコントロールキー 
専用アプリ 

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ 
登録している電子キーのリストを確認できます。 
電子キー紛失時などには、削除することができます。 

【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ 

自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。 

■スマートフォンの登録 
 

□ 全部で７台まで登録可能 
 

管理用スマートフォン２台、一般用スマート 
フォン５台まで登録可能です。 
 

・管理用 
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、 
キーの登録や削除が可能です。 

・一般用 
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能 
がご利用になれます。 

ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ 

利用料金 

無料 

※ダウンロード 
  が必要です。 

スマートコントロールキー専用アプリ 
「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」 

現在の施解錠状態や履歴が確認できる 
 

現在の施解錠状態を確認できるほか、自分で行った 
施解錠操作はアプリに履歴が記録され確認ができます。※ 

※施解錠状態の確認はbluetooth接続時のみ確認が可能です。 

 非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。 

※施解錠の履歴の確認はbluetooth接続時のみリアルタイムで確認が 

    可能です。非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が 

    確認できます。 

※外出先などから現在の施解錠状態を確認したい場合は、 

   戸締り安心システム「mimott」(カタログ参照)をご利用ください。 

アプリ上での操作でも、リモコン操作 
のようにカギの施解錠を行うことがで 
きます。※アプリを操作する際は、ドア付近 
(約３m以内)に近づいてください。ドアから離れ 
た位置では操作できません。 

スマートコントロールキー専用アプリ「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」 
 

「ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ」はドアとスマートフォンを 
Bluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の 
確認などを行える専用アプリです。 

スマートフォン 

※スマートフォンの電池が切れると 

カギの施解錠ができません。  

万が一のために、必ず 

タグキー、非常用カギのいずれかを 

携帯することを推奨します。 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｎ０５ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｎ０７ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｎ０８ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｎ０９ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｎ１０ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｆ０３ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｆ０３Ｔ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｆ０６ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｆ０８ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｃ０３ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｃ０４ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｃ０５ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｃ０７ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｃ０９ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｃ１０ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 



株式会社みらいアーキテクト 

Ｅ０４ 

スマートコントロールキー 

Ｄ４仕様 片開き 株式会社リアル 標準仕様                                  断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火ドア   
国土交通大臣認定 防火設備 

■カラーバリエーション 

2021.10ver 


