2019 年 9 月 2 日

玄関ドアを１日で最新のデザイン・カラー・機能へリフォーム

「かんたんドアリモ 玄関ドア Ｄ３０」 発売
人気の通風ドア 15 デザイン含む、全 61 デザイン・14 カラーを設定
ＹＫＫ ＡＰ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀 秀充）は、壁を壊さない“かんた
ん”な施工により、たった 1 日で玄関ドアを最新のデザイン・カラー・機能へ取り替える玄関
ドアリフォーム商品を全面リニューアルし、「かんたんドアリモ 玄関ドア Ｄ３０」として 9
月 2 日から発売します。

＜外観画像＞
右：Before
左：After

＜「かんたんドアリモ 玄関ドア Ｄ３０」施工イメージ＞
玄関ドアのリフォームでは、老朽化にともなう扉の交換だけでなく、デザイン性・断熱性の
向上、機能面では電気錠による防犯性・操作性の向上、匂いや湿気のこもりがちな玄関ホール
の通風確保など、住まいの困りごとを解決する様々なニーズがあります。
今回のリニューアルでは、2019 年 4 月に発売した新築用玄関ドア「ヴェナート Ｄ３０」の
デザイン・カラーを取り入れ、従来の全 48 デザイン・9 カラーから全 61 デザイン・14 カラー
へ大幅に拡充。中でも通風ドアを従来の 6 デザインから 15 デザイン（※1）に強化し、好みのデ
ザインで防犯やプライバシーに配慮しながらの換気を可能にしました。
また、施工性においては、現場での作業のしやすさや、取り付けネジの変更による作業効率
化をすすめ、より“かんたん”な施工を実現しています。
■商品特長
1.業界最多の 61 デザイン×14 カラー(359 パターン)
リフォーム商品に欠かせないサイズオーダーの対応が難しかったスリット系鋳物をあしらった
洋風デザインや、多くの要望をいただいていた横基調デザインを新たに追加しました。住宅外
観を彩るカラーも新色 5 色を追加。61 デザイン、14 カラーをラインアップし業界最多（※2）
の 359 パターンの中から選ぶことができます。

E09
＜新色 5 色＞
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＜断熱ドア デザイン例＞
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2.通風ドアを大幅強化 (業界最多の 15 デザイン)
玄関ホールにおける通風・換気のニーズは高く、約 7 割の方が玄関ドアに網戸を付けたいと考
えています（※3）。そこで、
「かんたんドアリモ 玄関ドア Ｄ３０」では、通風ドアのデザイン
を一新して従来の 6 デザインから 15 デザインへ大幅強化しました。
断熱ドアでは、通風なしと通風ありを同デザインで展開。価格も一律 80,000 円の加算（※4）
とすることで、通風機能について検討しやすくしました。さらに親子ドアの場合は、通風機構
を搭載した子扉を組み合せることで、全デザインを通風ドアにすることが可能です。通風部は
内開きの機構で、開閉角度を 40°に制限し、安全性と外部からの視線に配慮しています。

室内側
*突出量が小さい
*衝突時に閉じる方向に動く

室外側

*窓が中央に残り視線を遮る

＜断熱ドアの通風ドア 12 デザイン＞

＜安全安心な開閉角度＞

通風ドア、通風子扉には、クリアネット網戸を標準装備。細かい網目で防虫性をアップし、糸
を細くすることで、眺望性と通気性を向上させています。

3.スマートコントロールキーに対応
新築用玄関ドアのスマートコントロール
キー搭載率は 6 割以上（※5）と標準化し
てきており、「かんたんドアリモ 玄関ド
ア Ｄ３０」でも全デザインで選択できる
ようにしています。鍵タイプはリモコン
キー・カードキー・シールキーの 3 種を
ご用意。電源方式は、配線工事が不要で
最小限の工事で取付けできる電池式と、
ドアホンに接続可能な AC100V 式からお
選びいただけます。
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4.施工性の改善
「かんたんドアリモ 玄関
ドア Ｄ３０」が採用するカ
バー工法は、今あるドア枠
を残したまま、上から新し
いドア枠を取り付ける施工
方法なので、外壁を壊すこ
となく 1 日で工事を完了す
ることができます。壁を壊
す施工方法に比べて工事代
を抑えることができ、リフ
ォーム期間中の戸締りも心
配ありません。今回のリニ
ューアルでは、従来商品の
施工方法よりもさらに作業量を低減し、正確な施工が行えるように構成部材や部品を改良して
います。
①今あるドア枠を隠す外額縁
(カバー材)を 2 分割構造化
で薄くし、折り取り溝の形
状も変更することで、外壁
に合せてカットする現地作
業性を向上させました。

外額縁
2 分割構造

②枠の取付には先端にドリル刃を持つ「スプーンねじ」を標準採用。木下地に取り付ける際に
下穴加工が不要となるため、作業時間を短縮できます。
③扉を吊り込む際に、手元のガイドとなって作業をアシストする「吊り込み治具」をオプショ
ン設定。
吊り込み治具

スプーンねじ

③吊り込み冶具を使用した施工イメージ

②スプーンネジ取付け断面図
5.簡易積算ツール「リモ NAVi」のリニューアル

WEB 上でデザインやカラーを選択するだけで、簡
単に見積りができ、また、既存の玄関を撮影すれ
ばリフォーム後のイメージをシミュレーションす
ることが出来るサービス「リモ NAVi」について、
今回、操作スピードの向上や見積書機能の充実(オ
プション・施工費入力に対応)を図り、さらに使い
やすくリニューアルしました

＜「リモ NAVi」操作イメージ＞
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■商品概要
断熱ドア
製作範囲(親子)
デザイン数
内 通風ドア
カラー
枠種

ランマ無
ランマ付
錠タイプ
断熱仕様

幅(W)782～1,496 ㎜（※6）
高さ(H)1,823～2,453 ㎜

スマートコントロールキー
(ピタット Key)

防火ドア
幅(W)801～1,485 ㎜
高さ(H)1,823～2,430 ㎜

48 デザイン

13 デザイン

9 デザイン（※7）

12 デザイン

3 デザイン

-

13 色

8色

7色

片開き・親子・片袖 FIX
両袖 FIX・袖付親子・両開き

片開き・親子

スマートコントロールキー（ピタット Key、ポケット Key）（※8）、手動錠
D2 / D4

基本性能
参考価格（※10）

アルミドア

-

D2 / D4

耐風圧性 S-2、気密性 A-4（※9）
F03 デザイン
木目柄
D4 仕様

S03 デザイン
アルミ色

F03 デザイン
木目柄
D4 仕様

親子枠の場合

446,000 円

425,000 円

737,000 円

親扉を通風へ変更した場合の

加算額+80,000 円（※4）
発売地域

全国

発売日

2019 年 9 月 2 日

売上目標金額

2020 年度：30 億円

※1：断熱ドア 12 デザイン、アルミドア 3 デザインの計 15 デザイン。防火ドアには通風ドアデザインの設定
はありません。
※2：2019 年 8 月時点のＹＫＫ ＡＰ調べによる。
※3：ＹＫＫ ＡＰによる WEB アンケート調査結果（回答者数 1,017 名）に基づきます。
※4：D4 仕様の場合の参考価格への加算額（消費税・組立費・現場搬入費・取付費は含みません）。
D2 仕様の場合は＋10 万円。
※5：2019 年 7 月時点の新築用玄関ドア「ヴェナート」の出荷実績。
※6：アルミドアのみ最小幅(W)は、781 ㎜。
※7：防火ドアの 9 デザインは、断熱ドアと重複しています。（ガラスの仕様は異なります。）
※8：防火ドアは、AC100V 式の設定はなく、電池式のみになります
※9：アルミドアのみ気密性 A-3
※10：参考価格には、消費税・組立費・現場搬入費・撤去費・取付費は含みません。
＜ お客様からのお問い合わせ先 ＞
ＹＫＫ ＡＰ株式会社 お客様相談室
一般のお客様
ＴＥＬ：0120-20-4134
建築・設計関係者様 ＴＥＬ：0120-72-4134
https://www.ykkap.co.jp
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