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本書は、キーの登録に関する必要事項を説明しています。
キーを正しく安全に登録していただくために、本書の内容をよくご理解いただき作業を行ってください。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
キーの登録については、お客様ご自身の責任のもと行ってください。
キーの登録に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
キーの登録手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合せください。 　　0120－72－3482

このたびは、YKK AP のキーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい内容を示しています。
内容を十分ご理解のうえ、指示を守ってキーの登録を行ってください。

・本要領書は、右勝手で説明しています。左勝手も同じ作業を行ってください。

その他の表記

警告 /注意 /お願い

本書内の表記

安全に作業を行うために

表　記 意　味

警 告 製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される

注 意 製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が生じることが
想定される

お願い
製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、
製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの
注意喚起情報

表　記 意　味 表　記 意　味

チェック！ 作業するうえで必要な情報 ポ

イント

知っておくと便利な情報

作業を行う際は、電動工具を使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。
部品取り付け用のねじは、正しく最後までしめつけてください。
取りはずしや仮置きの際、キズをつけないよう床や部品をダンボール等で養生してください。

強風時は、作業を行わないでください。
ドアが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
作業を行う際は、軍手などの保護具を着用してください。
素手で作業を行うと、加工穴や部品の端部で指を切るなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。
ドアが急に閉まって指をはさむなど、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

注意

お願い

はじめにお読みください

HHW12-202 
2021 年 10 月発行

ポケットKey
スマートドア　電気錠「スマートコントロールキー」用追加登録要領書



お問い合せ先：Parts SHOP 0120－72－3482

対象部品
登録要領書

1個

非常用収納カギ付タイプ ダミー非常用収納カギ付タイプ
HH-J-A-CKDPK  3K-42585

1個

ダミー

非常用収納カギ無タイプ
 3K-40526

1個 1枚1枚

本書本書

1本

プラスドライバー

使用する工具

2 ページ

・部品が全てそろっていることを確認してください。

・ポケットKeyには非常用収納カギ付タイプ、ダミー非常用収納カギ付タイプ、非常用収納カギ無タイプの３タイプがあります。

・ダミー非常用収納カギには、非常用カギとしての機能はありません。

ポケット Key

非常用
収納カギ

非常用
収納カギ

非常用カギ非常用収納カギ

・追加するポケットKeyのみの登録はできません。

・すでにお使いいただいているポケットKeyも含め、利用する全てのポケット
Keyを再登録する必要があります。

・追加するポケットKeyのみの登録を行った場合、すでにお使いいただいている
ポケットKeyがご使用できなくなります。

・ポケットKeyの登録の際は、かならず非常用収納カギまたは非常用カギ（下図
参照）を携帯してください。追加登録時、施解錠ができなくなった際に必要
です。

・ポケットKeyを２つ以上のドアに登録する際は、それぞれのドアに必ず同じ順
番で登録作業を行ってください。（３ページ参照）

・ポケット Keyを電池式のドアとAC100V 式のドアに登録する場合、AC100
式のドアへの登録を先に行ってください。（３ページ参照）

・ポケットKey追加登録前に下部錠ケースの金属プレート刻印を確認してくださ
い。金属プレート刻印により登録ができない場合があります。
（４ページ参照）

・ポケットKey追加登録は、電池式のドア・AC100V 式のドアともに同じ作業
を行ってください。（Ｐ５～Ｐ８参照）

・非常用収納カギの取りはずし方、取り付け方については９ページを参照して
ください。
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0120－72－3482お問い合せ先：Parts SHOP3 ページ

■ポケット Key を２つ以上のドアに追加登録する場合
ポケットKeyは、それぞれのドアにかならず同じ順番で登録作業を行ってくだ
さい。同じ順番で登録をしないとハンドルボタン操作ができなくなります。

玄関ドアA 玄関ドアB

ポケットKey

イ ロ ハ

ハンドルボタン

①玄関ドアAにポケットKeyイ→ロ→ハ
の順番で登録する。

②玄関ドアBもポケットKeyイ→ロ→ハ
の順番で登録する。

AC100V式のドア 電池式のドア

①AC100V式のドアに登録する。

②電池式のドアに登録する。

■ポケット Keyを電池式のドアとAC100V式のドアに追加登録
する場合

AC100V 式のドアへの登録を先に行ってください。電池式のドアへの登録
の後、AC100V 式のドアへの登録を行うと、電池式のドアで施解錠ができ
なくなります。

チェック！・玄関ドアBの登録時に順番が変
わった場合（ロ→ハ→イなど）、
玄関ドアAの登録が無効になりま
す。その際は、再度、玄関ドアA
の登録への登録からやり直してく
ださい。
登録後はポケットKeyとハンドル
ボタン操作での施解錠の確認をし
てください。

・

ハンドルボタン

チェック！・

・

電池式のドアへの登録後、
AC100V式のドアへの登録を
行った場合、電池式のドアの「施
錠ボタン　　　」「解錠ボタン

」での施解錠ができなくなり
ます。その際は、電池式のドアへ
の登録をやり直してください。

登録後はポケットKeyとハンドル
ボタン操作での施解錠の確認をし
てください。
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0120－72－3482お問い合せ先：Parts SHOP

電源方式

電池式

AC100V

登録可否読み取り部

ボタン+ドット柄
EC-Z6 登録でき

ません

×

登録でき
ません

×

○

○

○

ドット柄のみ EC-Z2

EC-Z7

EC-Z4

ボタンのみ EC-Z3

ボタン+ドット柄

フロント
刻印

下部錠

下部錠

上部錠

外観

下部錠金属プレート刻印拡大図金属プレート

刻印

【各フロント刻印の共通図】

■ポケットKey追加登録の可否確認
室外側ハンドルのポケット Key 読み取り部、下部錠ケースの金属プレー
ト刻印を確認してください。
金属プレート刻印が「EC-Z6」「EC-Z2」の場合は、ポケットKeyを追加
登録できません。

4 ページ
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0120－72－3482お問い合せ先：Parts SHOP

下部錠の金属プレートの取りはずし
プラスドライバーで下部錠の金属プ
レートの取付ねじをはずし、金属プ
レートをはずす。

・

・

チェック！

1
①

取りはずした金属プレートおよび
取付ねじは取り付けの際使用しま
す。なくさないでください。

上部錠の取付ねじは、はずさな
いでください。

上部錠

下部錠

金属プレート

取付ねじ

※この取付ねじは
はずさない

室内側 室外側

5 ページ
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0120－72－3482お問い合せ先：Parts SHOP

下部サムターン
ツマミ

室内側

室外側

拡大図

追加登録モードにする

登録ボタン
を押しながら
操作する

タテ
（解錠状態）

ヨコ
（施錠）

タテ
（解錠）

①

②

登録ボタンを指で押しながら、下部
サムターンツマミを下記手順で１回
操作する。

１回操作

赤・緑のLEDが交互に点滅する。

チチェェッックク！！・追加登録モードに設定したあと１０秒以内に登録操作をしない
と、赤・緑のLEDの点滅が消え、追加登録モードが終了します。
追加登録モードが終了した場合、①からやり直してください。

２

赤・緑の LED
が 交互に点滅

登録ボタンを押しながら
10秒以内に

状状　態 追加登録状況 備備　考

「ピー」と音が鳴り、
緑の LEDが１回点灯

登録したポケットKey で施錠・解錠できる 

・すでに登録済のポケット Key を操作した
・９個目のポケットKeyを登録しようとした
（追加登録できる個数は８個までです）

追加登録
完了

「ピピピ」と音が鳴り、
赤の LEDが３回点滅

追加登録
失敗

①ポケットKey のボタンを１回押す。
「ピッ」と短く音が鳴る。

②続けてもう１回ボタンを押す。
「ピー」と長い音が鳴る。
緑のLEDが１回点灯すると登録完了。

ポケットKey

登録ボタン
を押しながら
登録する

読み取り部

室内側

室外側

　登録モード　

ポケットKeyを追加登録する

施錠・解錠の
ボタンいずれ
でもよい

赤・緑の LEDが
交互に点滅

３

追加登録後の完了・失敗パターン

6 ページ
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0120－72－3482お問い合せ先：Parts SHOP

続けて、お手持ちのリモコンキーをすべて登録する

A B C

１0秒以内
に登録

１0秒以内
に登録

手順３を繰り返し、お持ちのリモコンキーを
すべて登録する。

例えば、３個のリモコンキー（A、B、C）
を登録する場合は、それぞれ１０秒以内に
登録する。

①

チェック！・１0秒間登録操作が無い場合、追加登
録モードが終了します。

４

ドアを閉める
ハンドルを操作してドアを静かに閉
める。

①
６

リモコンキーの施錠／解錠の動作確認

チェック！・施錠／解錠ができないリモコン
キーがある場合、手順２から登録
し直してください。

①

７

登録したすべてのリモコンキーにて、
「施錠ボタン」「解錠ボタン」を押し
て、施錠／解錠ができるか確認する。

施錠：赤 LED 点灯→緑 LED 点灯
　電子音「ピッ」→「ピロロ」

解錠：緑 LED 点灯→赤 LED 点灯
　　　電子音「ピッ」→「ピロロ、ピロロ」施錠ボタン

室外側ハンドル

ポケットKey

解錠ボタン

7 ページ
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0120－72－3482お問い合せ先：Parts SHOP

下部錠
金属プレート

取付ねじ

①下部錠の金属プレートを下部錠に合わ
せ、プラスドライバーで取付ねじをし
める。

８下部錠の金属プレートの取り付け

室外側

・

・

チェック！ 金属プレートにガタつきがないこ
とを確認してください。

取付ねじのしめつけすぎで金属
プレートが変形していないこと
を確認してください。

8 ページ
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0120－72－3482Printed in Japan お問い合せ先：Parts SHOP

非常用収納カギの取りはずし方、取り付け方

１非常用収納カギの取りはずし
リモコンキー本体裏面のツメを押
しながら、非常用収納カギを引き
抜く。

２ 非常用収納カギの取り付け
リモコンキー本体裏面の状態で非常用
収納カギをパチンと音がするまで差し
込む。

裏面

本要領書は、非常用収納カギで説明しています。ダミー非常用収納カギも同じ作業をしてください。

①

①

非常用収納カギ

非常用収納カギ

ツ

リモコンキー本体

メ
ツメ

裏面

リモコンキー本体

収納部

非常用収納カギ
非常用収納カギ
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