2021 年 10 月 18 日
ミネベアミツミ株式会社

“カギのプロ × ＩｏＴ技術” で提案する新しい「安全・安心」のカタチ

ミネベアミツミのスマートロック「SADIOT LOCK」新製品
2021 年 10 月 20 日（水）13:00 より発売開始
8 色のカラーバリエーションや Apple Watch 連携などの新機能で暮らしをもっとスマートに

ミネベアミツミ株式会社（本社：長野県北佐久郡御代田町大字御代田 4106-73/代表取締役 会長兼社長執行役員 貝沼 由久 以
下、ミネベアミツミ）は、グループ会社であるドアロック・セキュリティシステム総合メーカーの株式会社ユーシン・ショウワ
(本社：大阪府茨木市/代表取締役社長 髙溝 敏幸 以下、ユーシン・ショウワ)より、スマートロック「SADIOT LOCK（サディオ
ロック）
」の新製品を 2021 年 10 月 20 日（水）13:00 から SADIOT LOCK WEB サイト（https://sadiot.com/）
、Amazon.co.jp、
楽天市場で発売開始します。
「SADIOT LOCK」はユーシン・ショウワが長年蓄積した住宅用錠前・セキュリティに関する知見と、機電一体の「エレクトロ
メカニクス ソリューションズ®」プロバイダーであるミネベアミツミの幅広い先端技術を組み合わせ、新しいニーズに合わせた製
品開発により、2021 年 2 月に誕生したスマートロックです。
今回は、Apple Watch対応などの新機能やハンズフリーの機能改善に加え、スマートロック初の8色展開、2色のリモコンキー
も新たに登場。スマートロックによる「安全・安心」の利便性をさらに向上するとともに、お客様の好みにあわせて、玄関という
大切な空間を彩るインテリア・空間演出にご活用いただけます。
ミネベアミツミは、SADIOT LOCK の展開を通して、より多くのお客様のスマートな暮らしの実現に貢献します。
※SADIOT とは、Smart Actuation Devices with Internet Of Things の略称です。
※エレクトロ メカニクス ソリューションズは、ミネベアミツミ株式会社の登録商標です。登録番号は 5863395 号です。

■SADIOT LOCK 新製品の特徴
① 大切な玄関を彩る豊富なカラーバリエーション（新）

スマートロック初の 8 色展開、新たに登場した 2 色のリモコンキーの豊富なカラーバリエーションにより、お客様のお好みや、
ご自宅のドアの素材にあわせて、様々な色の組み合わせをお楽しみいただけます。
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② Apple Watch 連携（新）

③ アプリの操作性向上（新）

スマホ・リモコンキーを持っ
ていなくても
Apple Watch アプリでロック
の解錠/施錠が可能になりまし
た。

④ ハンズフリー利便性向上（新）

ロックの状態取得の状況に依らず、解錠/施錠のコ
マンド操作ができるなどより使いやすい UI に変
更いたしております。

⑤セキュリティチップの搭載による強固なハッキング対策

ユーザーのご利用環境に合わせた設定が可能になり、
ハンズフリーがより使いやすくなりました。
-解錠の距離を 3 段階に設定可能
-タイムアウト時間の設定を 3 段階に設定可能

SADIOT LOCK 本体だけでなく Hub や Key すべてにセキュリティ
チップを搭載しておりハッキング対策を強化した製品となっている
ため安心してご利用いただけます。

※発売済みの商品もアプリやファームウエアをアップデートいただくことでご利用いただける機能です

■スマートロックで実現可能な機能

①手ぶら(ハンズフリー)で簡単解錠

自宅のドア前から半径150ｍ圏内に入り、さらに自宅のドア前に着いたら解錠してくれるため、
手ぶらで簡単施錠することができる
GPSとBluetooth通信を併用し、正確な位置検出が可能に
タイムアウト時間を10分のみから3パターン(10分、20分、30分)選択可能
解錠距離の微調整を3段階設定(デフォルト・もう少し・さらにドアに近づいたら解錠)可能

②オートロック（タイマーで自動施錠）

事前に設定した時間が経過した後、自動で施錠してくれる
（5秒、10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、1分、1分30秒～8分まで30秒刻み）

③オートロック（しめ忘れ防止機能）

カギを閉め忘れて外出してしまってもGPSで位置検知、
自宅から150m離れるとアプリからお知らせが通知される
その通知から施錠をすることができるため自宅に戻らずとも施錠が可能

④合カギシェア

カギを開け締めできる権限を家族以外の人にも付与しシェアすることができる
権限の付与・解除はアプリですぐに変更ができ、20個まで作成が可能

⑤カギの解錠/施錠の履歴確認

カギの解錠/施錠履歴をアプリで一元管理
SADIOT LOCK Hubがあればリアルタイムでの確認が可能になり、
自宅の外からでも家族の外出状況の確認ができるようになる

⑥Keyでの解錠/施錠

スマートフォンを常に携帯しない人でもSADIOT LOCK Keyを使えば鍵の開け締めが可能に

⑦１ドア２ロック対応

1つのドアに2つの鍵があるタイプでも対応可能

⑧Apple Watchでの解錠/施錠

iPhone＆Apple Watchをお持ちの方にてApple Watchでの解錠/施錠が可能
※WatchOS7以降、現在販売中のモデル （Apple Watch Series 6 / Series 3 / SE）
以降、かつiOS 14.x 以降が対応機種となります

⑨他ユーザの解錠/施錠通知を受け取らない設定が可能

スマートフォン上での解錠/施錠通知を受け取るかどうかアプリ側での設定が可能
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■SADIOT LOCK 製品概要一覧
・SADIOT LOCK
・希望小売価格

：13,200 円（税込）

・カラー（計 8 種）

：クレイベージュ シルバー、ホワイト、ブラック、
ストーングレイ シルバー、ショコラブラウン シルバー、
ショコラブラウン、クレイベージュ、ストーングレイ

・電池タイプ

：CR123A リチウム電池 2 本

・電池寿命

：約 6 ヶ月(1 日 10 回の解錠/施錠で想定)

・接続距離

：MIN5m

・商品サイズ

：幅：約 61mm
奥行：約 66.7mm
高さ：約 123.6mm

・重さ

：約 168g

・販売場所

：自社 EC サイト・Amazon.co.jp・楽天市場

・希望小売価格

：4,950 円（税込）

・カラー

：ホワイト、ブラック

・ポート

：USB Type-A

・商品サイズ

：幅：約 32.4mm

・SADIOT LOCK Hub

奥行：約 90.9mm
高さ：約 13mm
・重さ

：約 19g

・販売場所

：自社 EC サイト・Amazon.co.jp・楽天市場

・希望小売価格

：3,300 円（税込）

・カラー

：ブルー、ブラック、ピンク

・電池タイプ

：CR2032 コイン型リチウム電池 1 個

・電池寿命

：約 1 年

・接続距離

：MIN5m

・商品サイズ

：幅：約 30.55mm

・SADIOT LOCK Key

奥行：約 54mm
高さ：約 13.75mm
・防水性

：IPX2 相当

・重さ

：約 18.7g

・登録台数

：SADIOT LOCK1 台に対し 8 台まで登録可能

・販売場所

：自社 EC サイト・Amazon.co.jp・楽天市場

・希望小売価格

：1,100 円（税込）

・カラー

：ブラック

・ポート

：USB Type-A×1

・商品サイズ

：幅：約 31.6mm

・SADIOT LOCK Adapter

奥行：約 23mm
高さ：約 60.3mm
・重さ

：約 33g

・販売場所

：自社 EC サイト・Amazon.co.jp・楽天市場
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■スマートロックとは
スマートロックとは、スマートフォンなどの情報端末を利用して解錠/施錠を行うことができるカギ、およびそのシステムの総称。
普通のカギやカードキーの代わりにスマホアプリやデバイスを使用して、自宅や部屋のカギの開け閉めが可能です。
外出時にカギの閉め忘れが不安になった際など、すぐに出先からスマートフォンで施錠状態の確認が可能なほか、解錠/施錠の履歴
確認、カギのシェアなど、スマートフォンで一括管理ができるため、新しいセキュリティ対策として注目されています。
現代のライフスタイルで必要不可欠となっているスマートフォンは利用が拡大しており、モバイルアプリケーションの市場は大幅
に成長していくものと思われます。その中でも、スマートロックの普及率は、欧米を中心に増加傾向にあり、今後日本国内におい
ても需要が高まってくると予想されています。

【ユーシン・ショウワについて】
ユーシン・ショウワは 1923 年の設立以来、約 100 年にわたりカギの性能向上に貢献してきた老舗メーカーです。1950 年代には
住宅用ピンシリンダーキー、70 年代にはリバーシブルキーの開発に成功するなど、カギの性能を刷新するエポックメイキングな技
術革新を実現しています。また、90 年代以降はカギの電子システム化に取り組み、IC カードタイプやハンディタイプのスマート
エントリーにも対応してきました。

【ミネベアミツミについて】
ミネベアミツミは、機械の回転をスムーズにするベアリング（軸受）をはじめ、モーター、センサー、半導体など、様々な機械・
電子部品を手がける相合（そうごう）*部品メーカーです。当社の超精密技術は、エアコン・掃除機・ドライヤー、ゲーム機などの
家電製品、スマートフォン・パソコンなどの情報機器、自動車・航空・宇宙製品、そして医療機器など、幅広い分野で使用され、
目には見えないところで皆様の生活をお支えしております。
*相合：「総合」ではなく、「相い合わせる」ことを意味し、単に様々な分野に多角化するのではなく、自社保有技術を融合、活用して「コア製品」
を進化させるとともに、その進化した製品を組み合わせてシナジーを生み出すことでさまざまな分野で新たな製品を創出すること。

（ウェブサイト：https://www.minebeamitsumi.com）

SADIOT LOCK WEB サイトはこちら

Amazon.co.jp の商品詳細ページはこちら

楽天市場の商品詳細ページはこちら

https://sadiot.com/

https://www.amazon.co.jp/dp/B08K2SF

https://item.rakuten.co.jp/sadiots

YG8?ref=myi_title_dp

hop/r-563609/

製品紹介動画(short.ver) はこちら

製品紹介動画(long.ver)はこちら

https://youtu.be/wcjgFDuFMCI

https://youtu.be/7LiqiSsvbMc

※動画の内容は従来モデルのものです
＜報道関係者様からのお問合せ先＞
ミネベアミツミ株式会社 広報・IR 室 石川、柴田 Phone: 03-6758-6703（広報） Mail: koffice@minebeamitsumi.com
SADIOT LOCK PR 事務局（サニーサイドアップ内） 藁科（080-4619-4359）
、福井 Mail: sadiot_pr@ssu.co.jp
＜販売・取り扱いについてのお問合わせ先＞
SADIOT LOCK カスタマーサポート TEL: 0120-19-4169（いいくらし よいロック）
(受付時間:平日の 9:00〜17:00 土・日・祝日は除く)E-mail: contact@sadiot.com
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