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どちらも解錠できる！

エントリーキーを身に付けて、受信機のボタンを
押すだけで施解錠できます。 （作動範囲：80cm以内）

玄関ドア
にも 1つのエントリーキーで、門扉と玄関ドアの施解錠操作が可能です。

門扉 外側 門扉 内側

門扉
外側・内側

橙LED点灯後、
消灯

緑LED点灯後、
消灯

解錠操作時 施錠操作時

ピッ→メロディ（2回） ピッ→メロディ（1回）作動音

バッグやポケットなどに納まる、
持ち運びに便利なサイズです。

音と光で施解錠状態が分かる
ユニバーサル仕様の受信機

●エントリーキーは室内用リモコンを含め合計8コまで使用可能です。

●内蔵キー（メカニカルキー）を標準装備しています。　　●送信範囲は3m以内。

※エントリーキーは、標準で1コ入っています。さらにエントリーキーまたは室内用リモコンを7コまで追加することができます
（2コ目からはオプションとなります）。
※エントリーキー用の電池は、コイン形リチウム電池（CR2032）を使用しています。

●外に出るときは、エントリーキーに内蔵キー（メカニカルキー）を差し込んでお持ちください（電池切れ、凍結、故障時などエントリーキー
で解錠できない場合があります）。
●心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、念のため医療機器メーカー様にご相談ください。
●門扉周辺の電波環境によりエントリーキーの交信範囲が変わる場合があります。
●玄関ドアにも電池錠を設置している場合、使用状況により門扉の施解錠と同時に玄関ドアも作動する場合があります。
●門扉本体への登録が必要です。
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作動確認
ランプ

施錠ボタン

解錠ボタン施解錠
ボタン施解錠

ランプ

施解錠
ボタン施解錠

ランプ

●鍵または着脱式ツマミサムターンで解錠して門扉をあけた場合は、門扉を閉じても自動施錠されません（閉め出し防止）。

以外に、道路側からは鍵、家側からは着脱式ツマミサムターンを使用して施解錠することもできます（右記参照）。

※万が一、誤って解錠した場合
でも、約20秒間扉が開かなけ
れば自動施錠されます。＜門扉：受信部＞

外側

内側

■外出時

扉はクローザ仕様の場合、
自動的に閉まります。

門扉を閉じると
自動施錠

エントリーキーをバッグや
ポケットに入れたまま受信機の
「ボタン」を押すと解錠
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解錠

＜エントリーキー＞

門扉 玄関ドア

※門扉本体および玄関ドアへの登録が必要です。

■帰宅時

受信機（門扉側） エントリーキー

両手に荷物があり、鍵の取り出しや
門扉の開け閉めが不便なとき...

TPLCPL TPU CML

エントリーーーキーを身に付けて、受信機のボタンを

2種類のワンタッチ操作で門扉の



お年寄りや小さなお子様にとって
受信機のボタン操作は大きな負担...

室  内
からも

離れていても、エントリーキーのボタンを押すだけで
簡単に施解錠できます。 （作動範囲：3m以内）

室内用リモコン（オプション）を使用すれば、室内からも施解錠できます。（送信範囲：見通し距離30m以内）

●作動音はON／OFF切り替え機能があります。
●送信範囲は見通し距離30m以内。

●周辺の電波環境により送信範囲が変動する場合があります。
●門扉本体への登録が必要です。
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施錠ボタン

解錠ボタン

門扉
外側・内側

橙LED点灯後、
消灯

緑LED点灯後、
消灯

解錠操作時 施錠操作時

ピッ→メロディ（2回） ピッ→メロディ（1回）作動音

タッチ錠
（押し棒タイプ）

●コレット・マイリッシュA・エクモアX

家側には着脱式ツマミサムターンを標準装備しています。ツマミ
を取りはずしておけば、サムターンまわしによる解錠を抑制でき
ます。ツマミは下のレバーを押すだけで手前に取りはずせます。

●着脱式ツマミサムターン

扉をあければ、後は自動的に閉まります。外気の温度変化の影響が少なく、
スピードに大きな差ができません。

●オートクローザ仕様

●外側からはレバーを押すだけ、内側からは
レバーを引くだけで開く、操作しやすいタ
イプです。
●バールなどによるこじ開けに対しても強
い鎌付きデッドボルトを採用しています。

●リフレア

●ピッキングやキーを複製され
にくい、ウェーブキーを採用。

タッチ錠
（スタンダードタイプ）

共通特長

●外側からはレバーを押すだけ、内側
からはレバーを引くだけで開く、操作
しやすいタイプです。

内：着脱式ツマミサムターン

外：シリンダー錠

＜エントリーキー＞

外側

ポケットの中で押しても
操作できます。

内側

■外出時
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エントリーキーの「解錠ボタン」を
押すと解錠

解錠

■来客時

お客様を確認後、室内用リモコンで電池錠
を解錠します。

お客様が外のインターホンの呼び出しボタ
ンを押されます（インターホンについては
別途市販品をお求めください）。

室内用リモコンにより電池錠が解錠されましたの
でお客様は中に入ることができます。中に入ると
扉はクローザ仕様の場合、自動的に閉まります。

●鍵または着脱式ツマミサムターンで解錠して門扉をあけた場合でも、門扉が閉じれば室内用リモコンでの施錠が可能です。

●室内用リモコンでは玄関ドアの施解錠操作はできません。
●施錠時は門扉の見える所から操作し、施錠を確認してください。

室内用リモコン（オプション）

室内用リモコンで
解錠

中に入り
門扉を閉じると
自動施錠

※万が一、誤って解錠した場合でも、約20秒間
扉が開かなければ自動施錠されます。

※万が一、誤って解錠した
場合でも、約20秒間扉
が開かなければ自動施錠
されます。

扉はクローザ仕様の場合、
自動的に閉まります。

門扉を閉じると
自動施錠

タッチ錠オプション
室内からリモコンで操作できます。

■帰宅時

室内用リモコン 錠　前

離れていても、エントリーキーのボタンを押すすだけで

施解錠ができます！ アルカリ乾電池単3形（8本）
を扉本体に使用

電池錠付き門扉



●NLTHBｰ32（UC・BD）
　外：シリンダー錠（ウェーブキー）
　内：着脱式ツマミサムターン

タッチ錠

ANC（アンティークウォールナット・ダークブロンズ）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

スタンダードタイプ
●LXTKｰ01（BD）
　外：シリンダー錠（ウェーブキー）
　内：着脱式ツマミサムターン

押し棒タイプ
●LXTKｰB01（BD）
　外：シリンダー錠（ウェーブキー）
　内：着脱式ツマミサムターン

タッチ錠

CPL（カフェボローニア・サンシルバー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

¥478,200＜セット価格＞アーバングレー／A＋B／0814／すき間ガード（吊元側） TPC（トラッドパイン・ダークブロンズ）／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712
すき間ガード（吊元側） ¥329,600＜セット価格＞

♪～

¥329,600＜セット価格＞
UNC（マロンノーチェ・ダークブロンズ）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

ANC（アンティークウォールナット・ダークブロンズ）／タッチ錠（押し棒タイプ）
0712／すき間ガード（吊元側） ¥344,700＜セット価格＞

¥329,600＜セット価格＞

CPL（カフェボローニア・サンシルバー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側） ¥329,600＜セット価格＞

TPL（トラッドパイン・サンシルバー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712／すき間ガード（吊元側） ¥329,600＜セット価格＞ CML（チョコメイプル・サンシルバー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712／すき間ガード（吊元側） ¥329,600＜セット価格＞

¥329,600＜セット価格＞¥329,600＜セット価格＞¥329,600＜セット価格＞

ダークブロンズ／A＋B／0814／すき間ガード（吊元側）

¥478,200＜セット価格＞

ダークブロンズ／A＋B／0814／すき間ガード（吊元側）

¥414,600＜セット価格＞

アーバングレー／A＋B／0814／すき間ガード（吊元側）

¥414,600＜セット価格＞

：1400～1600mm●高さ
：800～900mm●幅（片開き）
：1600～1800mm●幅（両開き）

：1200～1600mm●高さ
：700～900mm●幅（片開き）
：1400～1800mm●幅（両開き）

Size

錠 前

Size

錠 前

アーバングレー 木調部：トラッドパイン
形材部：ダークブロンズ

木調部：マロンノーチェ
形材部：ダークブロンズ

木調部：カフェボローニア
形材部：サンシルバー

木調部：トラッドパイン
形材部：サンシルバー

木調部：トラッドパイン
形材部：アーバングレー

UC

ダークブロンズ

BD TPC UNC

木調部：アンティークウォールナット
形材部：ダークブロンズ

ANC

TPLTPLTPLCPLCPLCPL TPUTPUTPU

木調部：チョコメイプル
形材部：サンシルバー

CMLCMLCML

※.CPL色は
    1・3・6・8型のみ設定

※

コレットリフレア

マイリッシュA

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。セット価格にはオプションのすき間ガード（吊元側）が含まれています。



CML（チョコメイプル・サンシルバー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

TPU（トラッドパイン・アーバングレー）／タッチ錠（押し棒タイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

CML（チョコメイプル・サンシルバー）／タッチ錠（スタンダードタイプ）
0712／すき間ガード（吊元側）

●本商品は戸建て住宅用です。マンションや公共施設など高頻度で開閉する場所に設置されて生じた不具合は保証期間・保証内容の範囲でも有料修理となります。

押し棒タイプ
●LXTKｰB01（SI・UC）
　外：シリンダー錠（ウェーブキー）
　内：着脱式ツマミサムターン

スタンダードタイプ
●LXTKｰ01（SI・UC）
　外：シリンダー錠（ウェーブキー）
　内：着脱式ツマミサムターン

押し棒タイプ
●LXTKｰB01（UC・BD・KC・WH）
　外：シリンダー錠（ウェーブキー）
　内：着脱式ツマミサムターン

スタンダードタイプ
●LXTKｰ01（UC・BD・KC・WH）
　外：シリンダー錠（ウェーブキー）
　内：着脱式ツマミサムターン

♪～

TPL（トラッドパイン・サンシルバー）／タッチ錠（押し棒タイプ）
0712／すき間ガード（吊元側） ¥344,700＜セット価格＞

¥318,100＜セット価格＞ ¥303,000＜セット価格＞

¥329,600＜セット価格＞

アーバングレー／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712／すき間ガード（吊元側） ¥259,000＜セット価格＞ ダークブロンズ／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712／すき間ガード（吊元側） ¥268,600＜セット価格＞

アーバングレー／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712
すき間ガード（吊元側） ¥259,000＜セット価格＞

ホワイト／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712
すき間ガード（吊元側） ¥273,400＜セット価格＞

ダークブロンズ／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712
すき間ガード（吊元側） ¥272,600＜セット価格＞

アーバングレー／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712
すき間ガード（吊元側） ¥275,000＜セット価格＞

アーバングレー／タッチ錠（スタンダードタイプ）／0712
すき間ガード（吊元側） ¥273,400＜セット価格＞

ブラック／タッチ錠（押し棒タイプ）／0712
すき間ガード（吊元側） ¥290,100＜セット価格＞

：1200～1400mm●高さ
：700～800mm●幅（片開き）
：1400～1600mm●幅（両開き）

タッチ錠

：1200～1600mm●高さ
：700～900mm●幅（片開き）
：1400～1800mm●幅（両開き）

タッチ錠

錠 前

Size

錠 前

Size

アーバングレー ダークブロンズ

TPLCPL

UC BD

ブラック

KC

ホワイト

WH

TPU CML

表示価格には消費税、搬入費、施工費などは含まれておりません。



同一デザインでエクステリアをコーディネート
調和のとれた門まわりを演出するコーディネート商品を用意しています。

形材フェンス：コレット 形材フェンス：マイリッシュA

形材フェンス：エクモアX

♪～

○お問い合わせは

http://alumi.st-grp.co.jp/

●このカタログの記載内容･表示価格は平成28年4月現在のものです。
●表示価格には消費税､搬入費､組み立て費､取り付け費､工事費は含まれておりません。
●仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

カタログNo.

KI.16.03－200

STX1051A
〒９３３-８６１０ 富山県高岡市早川７０
エクステリア事業部 TEL（０７６６）２０-２２６1

2016年4月発行

業務用
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北 海 道 支 店
東 北 支 店
関東エクステリア建材支店
茨城支店（つくば営業所）
宇 都 宮 支 店
群 馬 支 店
埼 玉 支 店

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

千 葉 支 店
横 浜 支 店
新 潟 支 店
富 山 支 店
北 陸 支 店
長 野 支 店
東海エクステリア建材支店

（043）296-3194
（045）444-0812
（025）287-3522
（076）492-0088
（076）291-7658
（026）252-6650
（0561）64-2567

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

■
■
■
■
■
■
■

静 岡 支 店
関西エクステリア建材支店
京 都 支 店
神 戸 支 店
中 国 支 店
四 国 支 店
九 州 支 店

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

（011）867-6066
（022）238-8372
（03）5909-4690
（029）856-5285
（028）639-0621
（027）235-4323
（048）865-3840

（054）203-5660
（06）6916-0230
（075）212-2515
（078）332-2099
（082）292-0666
（087）864-3141
（092）475-5341

サービスネットワーク

電池錠付き門扉
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