
詳しい内容は  P.8～

ポケットKey

ポケットKey

ポケットＫｅｙを持っていれば、ハンドルの
ボタンを押すだけで２つのカギを１度に
開け閉め。また、離れたところから、
リモコン操作もできます。

ルが玄関ドアの常識を変えていきます。

上のカギが

 ロック！

下のカギも

 ロック！
リモコン操作で離れて

ポケットKeyから

ハンドルのボタンを押すだけ

3［D2/D3/D4仕様］



ボタンを押すだけで施解錠。ポケットKey
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ポケットKeyのカギは

ポケットＫｅｙを
持っていれば、
ハンドルのボタ
ンを押すだけで
２つのカギを１
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。

ハンドル
ボタン操作

ポケットKey
で操作

カバンからカギを探すのは大変。 キーケースやキーホルダーがカギだらけ。

従来のカギでは

カギの特長

携帯に便利な
大きなストラップ穴

非常用収納カギ

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。

誤操作防止配慮形状（凸形状）

●3個標準装備
●最大8個まで登録可能
●電池寿命は2年間
　（10回/1日操作）

非常用収納カギ

施錠ボタン

解錠ボタン

非常用収納カギを内蔵

簡単ね！

施解錠を、光と音でお知
らせします。

ハンドルのボタン
を押すだけ。

室内側ハンドル

ポケットKey
※リモコン

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。

表示窓の色でカギの状態が確認できます。

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。

施解錠表示窓（上下）

サムターン（上下）

  キーをカバンに入れたままでOKです。

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。

開け閉めに合せて、LEDが点灯して
確認音が鳴ります。

ボタンを押して操作します。

ＬＥＤ（施解錠表示）

施解錠ボタン
室外側ハンドル

操作可能範囲は室外側の３m以内です。
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商品紹介ポケットKey

家を守る2つのカギは、
いつでも確実にかかるから安心です。

※下部サムターンをまわした場合は、連動2ロックになりませんので
　ご注意ください。

電動だから常時2つの鍵が
連動してロックされます。

外 出 時

家の外から…
外出時は、外からハンドルの施解錠ボタ
ンを押すだけのワンアクション2ロック！

帰 宅 時

家の中から…
帰宅時は家の中から上部のサムター
ンをまわすだけのワンアクションで確
実に連動2ロック

上のカギが

ロック！

下のカギも

ロック！

ワンアクションで２つのカギが連動ロック

ポケットKey使用イメージ

ドアを開けて室内へ2 上のサムターンをまわします。
（カギが締まります）
3 ワンアクション２ロック4

家 の 外 側 室 内 側

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。（カギが開きます）

ロック

ロック

お
か
え
り
の
時
は
…

（上側）

上下のサムターンをまわします。
（カギが開きます）
1 ドアを開けて家の外へ2 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。（カギが締まります）
3 ワンアクション２ロック4

室 内 側 家 の 外 側

ロック

ロック

お
で
か
け
の
時
は
…

（上側）

（下側）
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非常用収納カギ3本、
非常用カギ（ディンプルキー）2本

標準装備。

非常時は非常用シリンダーで施解錠。
ポケットＫｅｙ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２本標準でついています。

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。
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。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。

シリンダーが見えません。

シリンダーは
どこだろう？

複数のドアに
登録できます。

複数のドアに
登録できます。

カギが締まった時 
安心の緑色 表示

カギが開いた時 
注意の赤色 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。

見えないカギ穴 非常用シリンダー

ＬＥＤ（施解錠表示）

二世帯住宅でも
一つのカギで開け閉めできます。
ポケットＫｅｙは簡単な登録をすることで複数のドアでも使用
できます。二世帯住宅のカギの管理がラクラクです。

二世帯住宅での使用に対応

電池切れ警告機能 置き忘れ防止機能

ポケットKey※リモコンの電池切れを
ハンドルが光と音でお知らせ。
ポケットＫｅｙ※リモコンの電
池が少なくなると、開け
閉めの動作をする前にハ
ンドルから音と光で警告
（ピピピ・ピピピ音と赤
色ランプ点滅）するので
安心です。
※警告がされている間に電池交換をし
てください。

※完全に電池がなくなってしまった場
合は開け閉めができなくなります。
その際は非常用シリンダーで操作し
てください。

ポケットKey※リモコンの置き忘れを防止します。
交信範囲（２．５m）内にポケット
Key※リモコンを放置して数秒経
過すると、ハンドルのボタンを押
しても警告音が鳴り、施解錠で
きなくなります。（警告音が鳴っ
ている間にポケットKey※リモコン
をゆらせば施解錠できます。）
さらに1分以上放置すると、ポ
ケットKey※リモコンがスリープ状
態となり、ハンドルのボタンで施
解錠できなくなります。このと
きはポケットKey※リモコンの施錠
または解錠ボタンを押すことで、
施解錠ができるようになります。 ※ハンドルから２．５m以内の範囲にポケッ

トKeyを置かないでください。

※不測の事態に備え、必ず非常用
カギを携帯してください。

ピ
ピ
ピ 2.5m

11［D2/D3/D4仕様］



シルバー ゴールドブラック

3色のハンドルは、モダン・洋風・ベーシックなど、
いろいろなドアにマッチします。質感にこだわった、高品位なメタリック塗装。

ハンドルの
カラーバリエーションは、
3色をご用意しました。

お子様からお年寄りまで使いやすいハンドル。

読み取り部／ボタンがハンドルに一体化され、低い位置になった
ため小さなお子様や車イスの方にも操作しやすくなっています。

従来品

読み取り部

1,350mm

ピタットKey～読み取り部

ピタットKey
1,010mm

ポケットKey
1,020mm

ポケットKey～ボタン部

スマートコントロールキー使いやすいね！ 30mm

37mm

グリップ断面

握る際に、手になじむ丸みのあるグリップ形状です。

スマートな機能とデザイン 共通ピタットKey
ポケットKey
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抗菌仕様で
細菌の繁殖を
抑えます。
毎日触れるハンドルだから、
家族みんなが気持ちよく使
えるように抗菌塗装を施しま
した。

抗菌仕様だから
いつも清潔！

ハンドルの素材は主に
ガラス繊維強化樹脂を
使っているので、
熱や電気を通しにくく、
静電気や不快な冷たさを
抑えてくれます。

静電気も
冷たさも安心！

これまでは…

嫌な静電気を抑えます。

静電気防止

これまでは…

冷たさ対策
金属とは異なり、冬に触れても不
快な冷たさがありません。

ビリッ ヒヤッ

点検時期お知らせ機能が
搭載されています。
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。

点検時期が分かるから安心です。

安心だね!

〈接続イメージ〉

内観

非常用バッテリー

停電時も安心!

非常用バッテリーがあれば停電時も安心。

停電のことを考えて非常用バッテリーをご用意しています。
非常用バッテリーを装備することで、最
長12時間程度の施解錠が可能です。
ただし、ご使用回数によっては時間が短
くなります。

※上記の時間はあくまでも目安となります。バッテリーの
　ご使用年数や温度環境によって時間は異なります。

オプション

で毎日の暮らしを快適にします。
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商品紹介共通ピタットKey
ポケットKey

上下共こじ破りに強い、
鎌錠を採用しています。
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。

サムターンの施解錠表示窓の色を見れば、ひと目でカギの状態が確認できます。

施錠状態 安心の緑色 表示 解錠状態 注意の赤色 表示

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。
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。

外部からの不正な操作を防ぎます。

▲

あれ？
サムターンがない！

室 内 側

レバーを
押して…

カンタンに
外せます！

防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。 ピッキング防止機能

1つめのカギが不正に開けら
れても、50 秒以内にもうひ
とつのカギを開けて扉を開け
なければ、ピッキング防止機
能が働き、上下 2つのカギ
が再ロックされ、不正解錠を
防止します。

カギを不正に解錠されても…

1つ目が
開いたぞ！

カギが再度、閉まりピッキングを防ぎます。

再ロック

ロック

あれ…カギが
閉まった！！

▲
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ピタットKey（カード/シール）・ポケットKeyを無くしても、シリンダーを交換する必要はありません。お手元のピタットKey（カード/シール）・ポケットKeyを
再登録すれば、以前の情報は全て消去されて、紛失したものは使用できません。追加購入は、YKK APホームページ内「パーツショップ」にて購入できま
す（下記URL参照）。追加分のみの登録はできませんので、再登録については、お手元にあるものと追加購入されたものを含めた全てのカギを必ず再
登録してください。（※ピタットKeyについては、シリンダーの交換も必要ありません）

ピタットKey（カード/シー
ル）は各￥2,100（税込）
ポケットKeyは
￥13,440（税込）

ピタットKey（カード/シール）・ポケットKeyはYKK 
APホームページ内「パーツショップ」でオンライン
購入できます。
http://parts.ykkap.co.jp/shop/

▲

ピタットKey（カード/シール）・ポケットKeyを紛失しても・・・ カンタン操作で再登録できます。

どうしよう…
カンタンだね

ピタットKeyやポケットKeyを紛失してもカンタン再登録をすれば大丈夫。

誤操作防止機能

自動施錠機能

ピタットKey（カード/シール）・ポケットKeyの再登録について

誤操作防止機能でうっかりにも安心。
忘れ物を取りに行くなどで解
錠しても25秒間、扉を開け
なかった場合は、誤操作防
止機能が働き、再度カギが
閉まります。

誤操作防止機能

※ピタットKey（カード/シール）・ポケットKeyもしくは連動　
　システム機器でカギを開けた場合に限ります。

カチャ

カチャ

あっ…
買い忘れ

ロック

ロック

カギを開けてしまったあとで・… そのままカギを閉めずにその場を立ちさっても、再度カ
ギが閉まります。

▲

自動施錠機能も選べます。
ピタットKey（カード/シール）・
ポケットKeyを使って解錠し
た場合に、扉を閉めると自動
的にカギのかかる「自動施錠
機能」に設定変更できます。

自動施錠機能

※ピタットKe y（カード/シール）・ポケットKe yで
　カギを開けた場合のみ。
※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。

ただいま～
あっ…
電話だ～！

ロック

ロック

自動で閉まった～！

自動的にカギが閉まります。扉を閉めてカギの施錠を忘れても…

▲

も→は
他 削除・追記

12年7月訂正 15［D2/D3/D4仕様］




