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このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記
号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。

安全に関する記号と説明

■本書の見かた

情報に関する記号と説明

・取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれが
ある内容を示します。

・取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

・説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

締結部品の種類は「　　　　　　　　」を参照してください。梱包明細表

・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのあ
る内容を示しています。

取付説明書

MAP-801

Bluetooth®レシーバー
ド ア ッ ク

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。（株）LIXILは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
●iPhone、Apple Watch、Siri、およびwatchOSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
●Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴ、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
●その他、本書に記載されている会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

DOACアプリ：App StoreまたはGoogle Playから「DOAC」で検索の上、
  スマートフォンへインストールしてご使用ください。
（対応OSバージョン：iOS 12以上、watchOS 7以上、 Android™ 8以上）

Bluetooth®レシーバー

Bluetooth®レシーバー：DOAC本体のコントローラー内に取付けることで、
   　専用の「DOAC」アプリによるスマートフォン操作を可能にします。
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＜Bluetooth®レシーバーの施工手順＞

Bluetooth®レシーバーの取付け
（取付説明書MAP-801）

リモコンでの動作確認

●Bluetooth®レシーバー１台に対して、スマートフォンは８台まで登録することができます。
●Bluetooth®レシーバーを使用する場合、リモコンは７個まで登録することができます。
●設定や動作確認上の不明点、トラブルについては、DOACホームページ内の「よくある質問ページ」
をご確認ください。
　※HPアドレス https://www.lixil.co.jp/lineup/entrance/doac/support/

●スマートフォンの登録は、セキュリティ上、お施主様の端末で行ってください。

DOAC本体の取付け
（取付説明書LAZ-600）

製品をお施主様に
引渡し

お施主様が
スマートフォンで登録

リモコンでの動作確認

梱包明細表
【1】Bluetooth®レシーバーセット

Bluetooth®レシーバー

スイッチパネル

レシーバー用ケーブル

名　　称

1

1

1

製品ID・ペアリングコードラベル※

取付説明書
取扱説明書 

員　数略　　図

2

1
1

ー
ー

オプション

●施工完了後、必ず「製品ID・ペアリングコードラベル」の１枚を取扱説明書（MAP-802）へ添付して施主様へ渡してください。
●玄関ドア（DOAC）とスマートフォンのBluetooth®通信可能距離は約15mです。距離が離れていたり、コントローラーの周辺に
金属部品や電波を発する電気製品があると、通信電波が弱くなり接続できない場合があります。

施工上のご注意

●必ずリモコンを使って正常に動作することを確認し
てからBluetooth®レシーバーを取付けてください。

●P.7｢ 1-5 製品ID・ペアリングコードラベルの貼付け」を
参照して、コントローラーの背面と取扱説明書
MAP-802へ貼付けてお施主様へ渡してください。
●Bluetooth®レシーバー本体にも製品ID・ペアリングコー
ドラベルと同じ内容が表示されています。

※製品ID・ペアリングコードラベル
スマートフォンを初期登録するときに使用します。

(株)LIXIL DOAC/Bluetoothレシーバー

製品ID：○○○○○○○○（8桁）

ペアリングコード（PIN）：○○○○○○（6桁）

※スマートフォンをアプリへ初期登録
　するときに使用してください。

Lot No. ○○○○○○○○○○

(株)LIXIL DOAC/Bluetoothレシーバー

製品ID：○○○○○○○○（8桁）

ペアリングコード（PIN）：○○○○○○（6桁）

※スマートフォンをアプリへ初期登録
　するときに使用してください。

Lot No. ○○○○○○○○○○

DOAC公式ホームページ
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2：コントローラーのカールコードを電
動ドアオープナーのコネクター（２口
とも）から抜く

1：電動ドアオープナーのカバーを手
前に引張って取外す

4：コントローラーを下から上に押し上
げて壁掛けブラケットから取外す

3：L型プラグをAC100Vコンセントか
ら抜く

4取外す

コントローラーの取外し1-1

Bluetooth®レシーバーの取付け1

AC100V
コンセント

L型プラグ

3抜く

カバー

1取外す

電動ドアオープナー

2抜く
カールコード

壁掛けブラケット

コントローラー

電動ドア
オープナー

コントローラー

AC100Vコンセント

電動サムターン
(メイン側)

電動サムターン
(サブ側)
※２ロック用

Bluetooth®レシーバー スイッチパネル

Bluetooth®
レシーバー(内臓)

レシーバー用ケーブル

コントローラー内部

各部の名称 ※本図は内観左吊を示します。

●スイッチパネルの「スマホ登録リセット
スイッチ」を押すと、登録されている全
てのスマートフォンのデータが消去され
ます。

スイッチパネル

インナーケース

Bluetooth®
レシーバーレシーバー用

ハーネス

スマホ登録
リセット

スマホ登録
リセットスイッチ

 ※本図は内観左吊を示します。
 　右吊は左右対称です。

製品ID・ペアリング
コードラベル
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Bluetooth®レシーバーの取付け ※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。1

2：コントローラーのベースから
M2.5×8ナベ小ネジを外す

3：ケース本体からベースと下カバーを
取外す

1：コントローラーのベースからゴム
キャップを抜く

4：マイナスドライバーでインナーケー
スのコネクターからカールコードの
コネクターを抜く

カールコードの取外し1-2

ベース

ベース

3取外す

下カバー

3取外す

ゴムキャップ

1抜く

2外す

M2.5×8
ナベ小ネジ

ケース本体

●マイナスドライバーの先端をカー
ルコードのコネクターに引っ掛け
て、手前に引き出しながらイン
ナーケースのコネクターから抜い
てください。
●配線を無理に引っ張ったり、キズ
つけたりしないように注意しなが
ら作業を行ってください。

●取外したネジは再度使用しますの
で紛失しないように保管してくだ
さい。

●取外したベースは再度使用します
ので紛失しないように保管してく
ださい。下カバーは使用しないた
め、施工後に現地で廃棄してくだ
さい。

4抜く
コネクター

カールコードの
コネクター

マイナスドライバー

インナーケース

カールコード
手前に引き出す
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Bluetooth®レシーバーの取付け ※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。1

2：Bluetooth®レシーバーにレシー
バー用ケーブルのコネクターＡを差
込み

1：Bluetooth®レシーバーのコネク
ターをスイッチパネルに差込み

4：レシーバー用ケーブルのコネクター
Cをカールコードに差込み

3：レシーバー用ケーブルのコネクター
Ｂをインナーケースに差込み

レシーバー用ケーブルの接続1-3

コネクター

スイッチパネル

Bluetooth®レシーバー

1差込み

コネクターB

3差込み

3差込み

2差込み
コネクターA

インナーケース

4差込み

4差込み

コネクターC

カールコード

コネクターC

レシーバー用
ケーブル

コネクターB

Bluetooth®レシーバー

インナーケース

コネクターC
レシーバー用
ケーブル

コネクターB
A 部

B 部

A 部詳細図 B 部詳細図

カールコード

製品ID・ペアリング
コードラベル
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Bluetooth®レシーバーの取付け ※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。1

Bluetooth®レシーバーの取付け1-4

2：Bluetooth®レシーバーの両面テー
プ剥離紙を剥がす

3：Bluetooth®レシーバーをケース本
体の内側へ貼付け

1：スイッチパネルをケース本体にはめ
込み

5：ベースをケース本体にM2.5×8ナベ
小ネジで取付け

6：ベースにゴムキャップを取付け

4：ケース本体に配線を収納

ケース本体

ベース

壁掛部品

上側

下側

【ACアダプターの配線】
ビニールタイラップ

インシュロック

●ベースは壁掛部品の▽マーク
を上向きにして取付けてくだ
さい。

●「 1-2 カールコードの取外し」で
外したM2.5×8ナベ小ネジ、ゴ
ムキャップを使用して取付てくだ
さい。

抜止め部品

コードの抜止め部品を切欠き
に引っ掛けてください。

※作業中、配線を無理やり
   引っ張らないでください。

【カールコードの配線】

切欠き

M2.5×8ナベ小ネジ

ゴムキャップ

5取付け

Bluetooth®
レシーバー

Bluetooth®
レシーバー

3貼付け

6取付け

2剥がす
両面テープ

スイッチパネル

1はめ込み

4収納
配線

4収納
配線

●コントロールボックス内の配線が
引っ掛からないように貼り付けて
ください。
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Bluetooth®レシーバーの取付け ※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。1

コントローラー背面

製品ID・ペアリングコードラベル

3：電動ドアオープナーの取付穴にカ
バーの突起を圧入して取付け

2：コントローラーのカールコードを電
動ドアオープナーのコネクター（２口
とも）に差込み

1：製品ID･ペアリングコードラベルを
コントローラーの背面と取扱説明書
MAP-802の表紙に貼付け

1：コントローラーを壁掛けブラケット
へ引っ掛けて、「カチッ」と音が鳴る
まで上から下に押込み

4：L型プラグをAC100Vコンセントへ
差込み

製品ID・ペアリングコードラベルの貼付け1-5

コントローラーの取付け1-6

カ
チ
ッ

1押込み

AC100V
コンセント

L型プラグ

4差込みカバー

3取付け

電動ドアオープナー

2差込み

1貼付け

1貼付け

カールコード

壁掛けブラケット

コントローラー

取扱説明書（MAP-802）

製品ID・ペアリングコードラベル

製品ID･ペアリングコードラベル

(株)LIXIL DOAC/Bluetoothレシーバー

製品ID：○○○○○○○○（8桁）

ペアリングコード（PIN）：○○○○○○（6桁）

※スマートフォンをアプリへ初期登録
　するときに使用してください。

Lot No. ○○○○○○○○○○

●コントローラー背面の汚れや埃を
拭き取ってからラベルを貼ってく
ださい。

玄関ドア用電動オープナーシステム

取扱説明書

●製品を安全に正しくお使いいただくために、
ご使用になる前にこの取扱説明書を最後ま
でお読みください。お読みになったあとは、
たいせつに保存してください。

ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth 
SIG, Inc. が所有権を有します。（株）LIXILは使用許諾の下でこれらの
マークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、
それぞれの所有者の商標および登録商標です。
• iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.また
はその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標で
あり、ライセンスに基づき使用されています。
• App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
• iPhone、Apple Watch、Siri、およびwatchOSは米国および他の国々
で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株
式会社からライセンスを受け使用しています。
• Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロ
ゴ、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
• Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
• その他、本書に記載されている会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名
は、各会社の商標または登録商標です。

もくじ ページ

操作方法

DOACアプリの設定

電動サムターンの登録

音声操作の設定

Apple Watchの設定

ド ア ッ ク

1

2

5

6

7

レシーバーセット

こちらに製品ID・ペアリングコード（PIN）ラベルを
貼付けてください。
施主様がスマートフォンを登録する際に必要です。

(株)LIXIL DOAC/Bluetoothレシーバー

製品ID：○○○○○○○○（8桁）

ペアリングコード（PIN）：○○○○○○（6桁）

※スマートフォンをアプリへ初期登録
　するときに使用してください。

Lot No. ○○○○○○○○○○

製品ID･ペアリングコード
ラベル

よくあるご質問
＜製品仕様について＞

＜ご使用上の質問について＞

※その他のよくある質問については、DOAC公式ホームページを参照してください。 LIXIL DOAC ドアック

Q1：自分のスマートフォンが対応しているか知りたい。
  A：iOS端末ではiOS12以上、
Q2：Android端末を使って音声操作をすることはできますか？
  A：申し訳ございません、現在のところiOS端末のみの対応となります。
Q3：iOS端末にAirPodsをペアリングして、音声操作をすることはできますか？
  A：可能です。ただし、AirPodsでSiriを呼び出してから、音声操作をする前に、端末のロックを解除する必要があります。
Q4：Apple Watch以外のスマートウォッチやウェアラブル端末には対応していますか？
  A：申し訳ございません、現在のところApple Watchのみ対応となります。
Q5：スマートスピーカーを使って操作することは可能ですか？
  A：申し訳ございません、現在のところ対応していません。

Q1：スマートフォンを買い換えた時は、どうすればいいですか？
  A：新しいスマートフォンにアプリをインストールして、新規ユーザーとしてペアリングを行ってください。
Q2：電波（4G、5Gなど）の通信環境が悪いときでも使えますか？
  A：使えます。Bluetooth通信のため、電波（4G、5Gなど）が入らない環境でも操作することができます。
Q3：玄関以外の家の中（リビングなど）からアプリを使って遠隔操作ができますか？
  A：可能です。リモコンは５ｍ以内、スマートフォン（Bluetooth）は15ｍ以内が推奨の操作距離になります。
Q4：通信範囲内に複数のスマートフォンがある場合、同時に接続して操作ができますか？
  A：複数台同時接続はできません。通信範囲内で最初にアプリを立ち上げたスマートフォン端末が優先的に接続します。
Q5：停電時や電源プラグを抜いた場合に登録は消えてしまいますか？
  A：電源が切れても登録データは消えません。電源復旧後、これまで通りにお使い頂けます。

へ
様
者
業
工
施
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動作確認2

スマートフォンの登録について3
●スマートフォンの登録方法は、Bluetooth®レシーバーの取扱説明書MAP-802へ記載しています。
●スマートフォンの登録は、セキュリティ上、お施主様の端末で行ってください。
●引渡し前に、登録予定のスマートフォンが対応OSバージョンに適合しているか確認してください。
　（対応OSバージョン：iOS 12以上、watchOS 7以上、 Android™ 8以上）

開閉動作の確認（チョイ押しによるオートアシスト）2-2

1：手で電動サムターンを解錠してから
玄関ドアを押して、電動ドアオープ
ナーがオートアシストすることを確
認

タイマークローズオートアシストオープン

全開停止時間は、タイマーで調整できます。
(DOAC本体の取付説明書LAZ-600のP.23 
9-4 参照)

手動解錠 チョイ押し

●オートアシストの場合は、タイ
マーで玄関ドアが閉まります。な
お、自動施錠は行ないません。
●出荷時の全開停止タイマーは0秒
に設定されています。

開閉動作の確認（リモコンによるフル電動）2-1

1：リモコンの「OPEN」ボタンを押す

2：リモコンの「CLOSE」ボタンを押す

自動解錠 自動オープン

自動クローズ 自動施錠

●電動サムターンが自動解錠して、
玄関ドアが自動オープンすること
を確認してください。

●玄関ドアが自動クローズして、電
動サムターンが自動施錠すること
を確認してください。

OPENボタン

CLOSEボタン

1　を押す

2　を押す
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