
断熱玄関ドア

ジエスタ２・ジエスタ２防火戸標準仕様

※レバーハンドルはM92型・M93型のみご選定頂けます。

（S型ﾊﾝﾄﾞﾙ限定ﾃﾞｻﾞｲﾝ） （S型ﾊﾝﾄﾞﾙ限定ﾃﾞｻﾞｲﾝ）

（ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ限定ﾃﾞｻﾞｲﾝ） （ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ限定ﾃﾞｻﾞｲﾝ）



断熱玄関ドア

ジエスタ２・ジエスタ２防火戸標準仕様

（ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ限定ﾃﾞｻﾞｲﾝ）

※レバーハンドルはD91型のみご選定頂けます。



■防犯性
破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全

3つの鎌付デッドボルトを採用。
こじ破りに対する抵抗力を高めています。

2ロックを標準装備。シリンダー自体が
不正解錠しずらい構造なので、
ピッキングなどによる
「施錠開け」対策に効果的です。

断熱玄関ドア

ジエスタ２・ジエスタ２防火戸標準仕様

（ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ限定ﾃﾞｻﾞｲﾝ）

※レバーハンドルはC91型のみご選定頂けます。



Edy対応カードでも！

電子マネー・楽天Edyに対応した
カードなら、玄関のカギとして
ご利用いただけます。

ケータイでも！

お手持ちの携帯電話がおサイフ
ケータイ 対応機種なら追加
費用なしで玄関のカギとして
ご利用いただけます。

CAZAS

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

カザスプラス
[電池式]

＋

R

カードや普段お使いのおサイフケータイ 対応
スマートホンを玄関キーとして使用可能。
ボタンを押して、カードやケータイを
かざすだけで施解錠できます。

オーナーキー1本 標準キー4本

上代価格＋￥50,000

R

こんなときにもしっかり対応！

停電！
電池式なので、停電時も問題なく
使えます。万が一、電池がなくなっ
ても、手動キーでカギを開けること
もできるので、入れなくなる心配は
ありません。

電池切れ！
電池が切れる前に、ランプの点滅
やブザー音でお知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。

閉め出され！
家から外に出る時は手動で
サムターンを開けるため、
オートロックにはなりません。
だから、ゴミ出しなどで少し外に
出る時も安心です。また使い勝手に
合わせて「ON（オートロック）」と
「OFF（手動施錠）」を選ぶこともできます。

紛失！
お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、紛失したカード
が無効化。従来のカギのように
シリンダーごと交換する必要は
ありません。

戸先

手動キー
でも！

シリンダー
交換不要

スイッチで
簡単切替！

スイッチで
簡単

再登録！

※切替は戸先側のスイッチにて行います。 ※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

帰
宅
時

外
出
時

ドアのボタンを押す カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる ※

上下2ヶ所
同時ロック

上下2ヶ所
同時ロック

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる ※
※ 手動でサムターンを開けた場合は

自動で施錠しません。

〈セット内容〉

断熱玄関ドア

ジエスタ２・ジエスタ２防火戸オプション仕様

専⽤カードキー3枚



キー付リモコン3個

標準キー2本

リモコンキー2個

タッチキー

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

リモコンキーをバッグに入れたまま
ドアのボタンを押して解錠する、
ワンタッチスタイル。

オーナーキー1本 標準キー4本

こんなときにもしっかり対応！

停電！
電池式なので、停電時も問題なく
使えます。万が一、電池がなくなっ
ても、キー付リモコン内蔵の非常用
手動キーでカギを開けることも
できるので、入れなくなる心配は
ありません。

電池切れ！
電池が切れる前に、ランプの点滅（ドア側）
やLEDの点滅（リモコン側）、ブザー音で
お知らせ。

[ドア側]点滅後、数十回は動作するので、その間に電池を
交換いただけます。
[リモコン側]万が一、電池が切れても、リモコンキーを
ハンドル中央部に密着させることで解錠できます。
（密着認証モード）

閉め出され！
サムターンで解錠した場合には、
自動施錠されないため、閉め出さ
れる心配はありません。
自動施錠機能「OFF」への切替も
可能。

紛失！
お手元にあるすべてのリモコン
キーを再登録すれば、紛失した
リモコンキーが無効化。従来の
カギのようにシリンダーごと交換
する必要はありません。

室内

非常用
手動キー
でも！

シリンダー
交換不要

スイッチで
簡単切替！

スイッチで
簡単

再登録！

※切替は室内側リーダーにて行います。 ※再登録は室内側リーダーにて行います。

帰
宅
時

外
出
時

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアのボタンを押すと、
2つのカギが自動で解錠 ※1

ドアを開けて室内に入る

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れたまま、
ドアのボタンを押す ※1
※1 リモコンのボタンを押しての

施解錠も可能です。

2つのカギが自動で解錠 ドアを開けて室外に出る

〈セット内容〉

リモコンキー2個 キー付リモコン3個
非常用手動キー3本

リモコンタイプ

＋¥75,000
キー付リモコンタイプ

＋¥100,000

ドア側 リモコン側

上下2ヶ所
同時ロック

上下2ヶ所
同時ロック

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる ※2

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる ※2
※2 手動でサムターンを開けた場合

は自動で施錠しません。

キー付リモコンタイプ おすすめ装備

非常用
手動キー3本

リモコンタイプ

[電池式]

断熱玄関ドア

ジエスタ２・ジエスタ２防火戸オプション仕様



キー付リモコン3個

標準キー2本

リモコンキー2個

システムキー

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

[AC100V式]

リモコンキーをバッグに入れておけば、
ドアに近づくだけで解錠する、ノータッチスタイル。
タッチモードへの切替も可能です。

オーナーキー1本 標準キー4本

こんなときにもしっかり対応！

電池切れ！
リモコンキーの電池が切れる前に、
「LED点滅」でお知らせ。万が一、
電池が切れても、リモコンキーを
ハンドル中央部に密着させること
で解錠できます。（密着認証モード）

閉め出され！
サムターンで解錠した場合には、
自動施錠されないため、閉め出さ
れる心配はありません。
自動施錠機能「OFF」への切替も
可能。

紛失！
お手元にあるすべてのリモコン
キーを再登録すれば、紛失した
リモコンキーが無効化。従来の
カギのようにシリンダーごと交換
する必要はありません。

リモコンキー忘れ！
万が一、リモコンキーを忘れて
しまっても、暗証番号で解錠
することができます。

室内

シリンダー
交換不要

スイッチで
簡単

再登録！

※切替は室内側リーダーにて行います。

※再登録は室内側リーダーにて行います。

帰
宅
時

外
出
時

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアに近づくと、
2つのカギが自動で解錠

ドアを開けて室内に入る

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアに近づくと、
2つのカギが自動で解錠

ドアを開けて室外に出る

〈セット内容〉

リモコンキー2個 キー付リモコン3個
非常用手動キー3本

リモコンタイプ

＋¥105,000～
キー付リモコンタイプ

＋¥130,000～

上下2ヶ所
同時ロック

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる ※

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる ※
※ 手動でサムターンを開けた場合は

自動で施錠しません。

キー付リモコンタイプ おすすめ装備

非常用
手動キー3本

リモコンタイプ

スイッチで
簡単切替！

※オプションのシークレットスイッチの設置が必要です。

ノータッチモードの場合

ドアホンとの連動も可能！
リビングなど玄関から離れた場所で
来客を確認し、カギを操作できます。

オプション

断熱玄関ドア

ジエスタ２・ジエスタ２防火戸オプション仕様


