
https://www.dormakaba.com/jp-ja/services/online-registration
<ドルマカバオンライン鍵登録、純正スペアキー注文のご案内>

045-367-8915

この冊子は、ドルマカバの鍵の特長である「ドルマカバ鍵登録システム」と「純正スペア
キ－」についてのご案内です。初めによくお読みの上、大切に保管してください。

ドルマカバ鍵登録システム・純正スペアキーご注文に関するお問い合わせ

ドルマカバオンラインでの鍵登録、純正スペアキー注文のご案内

ドルマカバジャパン(株)顧客情報管理室

ドルマカバジャパン(株)代表 ： 電話 ： 045-367-8678
ドルマカバジャパン(株)ホームページ ： http://www.dormakaba.com/jp-ja
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専用サイトへはQRコードもしくはURLにアクセスしてください。



ドルマカバ鍵登録システム

オンラインでの鍵登録方法

ドルマカバ鍵登録システムは、純正スぺアキ一の作製を鍵の所有
者だけが行なえるようにするための所有者登録システムです。

•所有者情報の登録
ドルマカバジャパン株式会社では、製品の安全性をより確実なものにするため、国内で唯一、ユ一ザ
一である所有者一人一人を登録するシステムを採用しています。鍵の純正スペアキーは、ドルマカバ
ジャパン株式会社だけが作製することができます。

•登録の必要性
ご登録はオンラインサイトにて行うか、ドルマカバ鍵登録書に必要事項をご記入いただき、ドルマカ
バジャパン㈱まで切手貼付の上、郵送してください。

•ISMSによる個人情報保護
登録された個人情報は、平成17年5月25日に取得したISMS（情報セキュリティマネージメン卜シ
ステム)に則り、厳重に保護されています。

https://www.dormakaba.com/jp-ja/services/online-registration
<ドルマカバオンライン鍵登録、純正スペアキー注文のご案内>

インターネット接続が可能な環境でPC、スマートフォン、タブレ
ット端末から鍵登録を行う事ができます。

専用サイトへはQRコードもしくはURLにアクセスしてください。

ドルマカバオンラインでの鍵登録、純正スペアキー注文のご案内をご一読ください。

同ページ内の「ドルマカバ鍵登録、純正スペアキー注文専用サイト」をクリックしてください。

専用サイトへ必要事項を選択もしくは入力してください。

受付が完了しますと、メールにてお知らせいたします。

※登録完了を通知するものではございません。登録には通常5～10日ほどかかります。
※入力内容に不備もしくは誤りがございましたら、弊社よりご連絡いたします。
※名義変更、住所変更等はオンラインでは出来ませんので弊社までご連絡ください。



鍵登録書（紙面）での登録方法

鍵登録書（紙面）での記入方法

ドルマカバ鍵登録書は3枚複写です。ご記入の際はポールペン等で強くご記入ください。
①ドルマカバ鍵登録書(お客様控）
登録内容の覚えとして大切に保管してください。
②ドルマカバ鍵登録書(ドルマカバジャパン(株)行）
ドルマカバジャパン株式会社宛てに郵送してください。
③純正スペアキー注文書
ご記入の際は、本小冊子の3頁以降をご覧ください。ご注文のない場合は、
ドルマカバ鍵登録書(お客様控)と一緒に大切に保管してください。

「ドルマカバ鍵登録書」に記入・押印し郵送してください。

所有者情報をドルマカバの鍵データベースに登録します。

※「②ドルマカバ鍵登録書（ドルマカバジャパン(株)行)」を切手を
貼付のうえドルマカバジャパン(株)宛てに郵送してください。

ドルマカバジャパン（株）

メンテナンス対応の為、販
売店および取付日をご記入
ください。

AL000000

● 3枚複写になっていますので、ボールペン等で強くご記入
ください。

● 鍵登録No.は、鍵の刻印をよく確認の上、間違えのないよ
うにご記入ください。

● 住所・電話番号等、必要事項をすべて正しくご記入ください。

● 暗証番号は純正スペアキー注文や登録内容の変更等に、
所有者確認のため必ずお聞きします。暗証番号を失念され
た場合はシリンダーの交換をお願い致します。

● 賃貸住宅の場合は、登録前に必ず管理会社・オーナ一様に
確認してください。

ご記入にあたってのご注意

ドルマカバジャパン株式会社 

ご記入の際は「ドルマカバ鍵登録のご案内」をご覧ください。
□登録内容に不備がございましたらドルマカバジャパン㈱顧客情報管理室より、ご連絡致します。

このドルマカバ鍵登録書（お客様控）は、お客様の鍵の
所有を証明するものです。大切に保管してください。

ドルマカバ

2020.02版

①ドルマカバ鍵登録書（お客様控）

シリアルNo. ※カバスタープラスのみ必ず記入下さい

シリンダー（鍵穴）

H
〒236-0004　神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-11
TEL 045-367-8915

シリアルNoの記入は
カバスタープラスは必須項目です。

鍵に刻印されているアルファベッ
ト2文字と数字をすべて正しくご
記入ください。
例1：AL000000
例2：ZBｰ12345ｰ0000



ドルマカバ使用欄

ドルマカバジャパン株式会社 

ドルマカバ純正スペアキー注文書

ご記入の際は「ドルマカバ鍵登録のご案内」をご覧ください。

2020.02版

シリアルNo. ※カバスタープラスのみ必ず記入下さい

カバスター
プラス/ネオ/プリモ

◎キャップカラーの指定がない場合は、カバブルーで作製いたします。
※パールグレーはカバスタープラスのみ選択可能。

パールグレー

〒236-0004　神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-11
TEL 045-367-8915

ドルマカバの鍵の純正スペアキーは、ドルマカバジャパン(株)だけ
が作製することができます。ご登録の所有者様からのご注文のみ
受付いたします。

•純正スペアキーを作製できるのはドルマカバジャパン(株)だけ
ドルマカバの鍵は高精度切削により作製されておりますので、ドルマカバ製純正スペアキー以外のス
ペアキーのご使用はシリンダーの故障原因となる恐れがございます。

•ご登録の所有者様だけ
ドルマカバジャパン(株)に届いたオンラインでの純正スペアキー注文データもしくは純正スペアキー
注文書の内容は、すべてドルマカバの鍵登録データベースの所有者情報と照合し、登録情報と一致し
たご注文だけを受付いたします。登録情報との相違がある場合は、純正スペアキーの作製をお断りい
たします。

•所有者へ直接発送
作製した純正スペアキーは、大切な個人情報を守る為所有者住所またはご指定先へドルマカバジャパ
ン(株)より直接発送いたします（代金引換郵便）。

オンラインでの純正スペアキー注文方法

インターネット接続が可能な環境でPC、スマートフォン、タブレ
ット端末から鍵登録を行う事ができます。

ドルマカバオンラインでの鍵登録、純正スペアキー注文のご案内をご一読ください。

同ページ内の「ドルマカバ鍵登録、純正スペアキー注文専用サイト」をクリックしてください。

専用サイトへ必要事項を選択もしくは入力してください。
※キー本数が31本以上の場合は、オンラインでの注文を承れません。
※レジックスター/エボロのキーキャップ付スペアキーはオンラインでの注文を承れません。
※上記2点に該当するお客様は、純正スペアキー注文書（紙面）にて受付いたします。
※注文が完了しますとキャンセルは致し兼ねますので、ご注意ください。

ご注文受付が完了しますと、メールにてお知らせいたします。
※純正スペアキーは、ご注文から通常10日ほどで代金引換郵便でお届けいたします。
※クレジットカードによる決済はできません。

純正スペアキーのお届け
※商品と引換に郵便局員へ代金をお支払いください。

専用サイトへはQRコードもしくはURLにアクセスしてください。

https://www.dormakaba.com/jp-ja/services/online-registration
<ドルマカバオンライン鍵登録、純正スペアキー注文のご案内>



ドルマカバ使用欄

ドルマカバジャパン株式会社 

ドルマカバ純正スペアキー注文書

ご記入の際は「ドルマカバ鍵登録のご案内」をご覧ください。

2020.02版

シリアルNo. ※カバスタープラスのみ必ず記入下さい

カバスター
プラス/ネオ/プリモ

◎キャップカラーの指定がない場合は、カバブルーで作製いたします。
※パールグレーはカバスタープラスのみ選択可能。

パールグレー

〒236-0004　神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-11
TEL 045-367-8915

ドルマカバジャパン(株)
ドルマカバの鍵データベースにて所有者情報との照合をおこ
ないます。注文内容を確認し純正スペアキーを作製・出荷し
ます。純正スペアキーのご注文後のキャンセルはお受け致
しかねますので、ご注意下さい。

「純正スペアキー注文書」に必要事項をご記入の上、ご捺
印いただき郵送してください。尚、個人情報保護の為、お
電話、FAX、E-mailでのご注文は受け付けておりません。

注文書（紙面）での純正スペアキー注文方法

注文書（紙面）での純正スペアキー記入方法

※「純正スペアキー注文書」の用紙は取扱販売店または、ドルマカ
バジャパン㈱ホームページ（http:www.dormakaba.com/-
jp-ja）からダウンロードし、印刷することができます。

※ 純正スペアキーは、ご注文から通常10日から14日ほどで代金引換
郵便でお届けいたします。

● 鍵登録No.は、鍵の刻印をよく確認の上、間違えのないよ
うにご記入ください。

● ご注文いただけるキーキャップの色は、商品により異なります。
● 暗証番号を失念された場合は、シリンダーの交換をお願い
いたします。

● 所有者住所、電話番号等、必要事項をすべて正しくご記入
ください。

● 登録情報と相違がある場合は、純正スペアキーの作製を
お断りしますのでこ注意ください。

ご記入にあたってのご注意

シリアルNo.の記入はカバス
タープラスは必須項目です。



送料手数料

1本 ¥ 6,600

1本 ¥ 3,960

1本 ¥ 11,000

1本 ¥ 5,940

1本 ¥ 3,960

¥ 628
※全て税込表示です。

レジックスター/エボロ
　   （非接触キー）

（税込）

・ カバブルー ・ プルー
・ イエロー ・ グラスグリーン
・ ポピーレッド ・ グリーン
・ レッド ・ ブラック
・ ライトパープル ・ ホワイ卜
・ バイオレット ・ パールグレー

・ カバブルー ・ ブルー
・ イエロー ・ グラスグリーン
・ ポピーレッド ・ ブラック
・ ライトパープル ・ ホワイ卜
・ バイオレット

・ カバブルー
・ レッド
・ グリーン
・ ホワイ卜
・ オレンジ

・ カバブルーのみ

・ ICチップ付／こちらの商品は
ご使用の前に登録用カード（銀
色）で登録作業が必要です。

※この他に別途システム登録が
必要な場合もございます。

※オンラインではご注文できま
せん。

カバスター、カバスター プラス
カバスター ネオ、カバスター プリモ

※カバスタープラスのみ

ドルマカバジャパン株式会社 

ご記入の際は「ドルマカバ鍵登録のご案内」をご覧ください。
□登録内容に不備がございましたらドルマカバジャパン㈱顧客情報管理室より、ご連絡致します。

このドルマカバ鍵登録書（お客様控）は、お客様の鍵の
所有を証明するものです。大切に保管してください。

ドルマカバ

2020.02版

①ドルマカバ鍵登録書（お客様控）

シリアルNo. ※カバスタープラスのみ必ず記入下さい

シリンダー（鍵穴）

H
〒236-0004　神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-11
TEL 045-367-8915



子鍵に打刻されているPATは何で
すか？

純正スペアキー配達時に不在の場合
は？

カバスタープラスは特許技術（特許第6362598）を採
用している為、打刻表示（Patentの略語）しております。

鍵登録の抹消は出来ますか？

ドルマカバ鍵登録システムに関するQ＆A

ドルマカバ鍵登録書に鍵登録No.と「登録抹消」を明記
の上、郵送してください。登録抹消した鍵は、所有者ご
本人でも純正スペアキーを作製できません。
なお一度鍵の登録を抹消すると、撤回や変更はできませ
んのでご注意ください。

純正スペアキー注文書は、取扱販売店、またはドルマカ
バジャパン(株)へご請求ください。ドルマカバジャパン
(株)ホ一ムぺ一ジからダウンロードすることもできます。

シリアルNoが分からないのですが？

暗証番号は何のために必要なの？
もし番号を忘れたら？

鍵登録No.って何ですか？

純正スペアキーを作るのに鍵は要ら
ないのですか？

純正スペアキー注文書がほしい
のですが？

鍵の登録は必須なの？

商品箱の側面シール部位、キーケースに印字されており
ます。カバスタープラスの鍵登録、注文に必要なNoです。
カバスターネオ/プリモ/オリオン/エロスターはご記入不
要です。カバスタープラスは鍵登録No、シリアルNo、暗
証番号のトリプル認証システムを採用し、第三者による不
正登録・不正コピーをより困難にしております。

045-367-8915



2021.04版

ドルマカバジャパン株式会社(以下”当社"という)は、お客様の個人情報を純正スぺアキ一作製
以外に使用いたしません。また、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める
と同時に、お客様から、保有個人情報の開示を求められたときは、請求者がご本人であること
を確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り、当該保有個人情報を開示いたしま
す。また、お客様から、保有個人情報の内容の訂正、追加または削除を求められた場合には、そ
の内容の訂正等に関して法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、当社
の規定に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等をおこないます。

所有者の「住所」「連絡先」「暗証番号」「氏名変更(ご本人のみ)」は、鍵登録変更届にて受付いた
します。鍵登録変更届はドルマカバジャパン(株)ホ一ムぺ一ジからダウンロードすることができます。

所有者の名義変更は書面でのみ受付いたします。必要書類はドルマカバジャパン(株)までお電話でご
請求ください。

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-11
TEL ： 045-367-8678 / FAX ： 045-367-9044

ドルマカバジャパン株式会社 http://www.dormakaba.com/jp-ja

● 鍵の抜き差しや回転がしにくくなりましたら、製品に同梱されている弊社の鍵専用の潤滑液
（ カバクリーナー）を使用してメンテナンスしてください。それでも改善されない場合はドルマカ
バジャパン（株）または取扱販売店にご連絡ください。

● ドルマカバの鍵、シリンダー（鍵穴）は非常に精密にできていますので、ホコリやゴミ等が混入し
た状態で使用しますと、シリンダー（鍵穴）の不具合、破損の原因になります。

● ３か月に１回程度カバクリーナーを使用してメンテナンスして下さい。他の潤滑剤などは埃を吸
着し、不具合が起こす恐れがあります。

● カバクリーナーのご購入に関しましては取扱販売店にお問い合わせください。
● お客様がお持ちの鍵の紛失、盗難には十分ご注意下さい。
● 保証期間は取付日より１年間です。
保証期間中の製品の不具合につきましては、無償で修理または交換いたします。

● 万一、お客様の取扱い上の不注意による場合の交換・修理などにつきましては有償となります。

「ドルマカバの鍵」使用上のご注意

※オンラインでは変更手続きはできません




