
エントリーシステム

鍵の開け閉め、ラクラク。

防犯性が高まって、
安心。

しっかり、
断熱。

玄関ドアを替えると、
暮らしが変わる！

断 熱防 犯

リシェントなら、「行ってきます」と「ただいま」の間に、リフォームできます。

［ もっと便利に、さらに安心 ］ ［ 1年中心地よく、快適に ］

１日で、
わが家の表情が美しく。
そのうえ、玄関のお悩みを
すっきり解消します。

玄関ドア

うちの玄関や勝手口、そろそろリフレッシュしたいな。
暗くてジメジメ、玄関から寒風が入ってくる、防犯も心配。
そんな声にしっかり応える「リシェントⅡ＆リシェント」。
壁を傷つけることもなく、１日で住まいの顔が変わります。

（ リシェントⅡ ）

「リシェント」は既存の枠の上に新しいドアを枠
ごと取り付ける「カバー工法」。そのためにたっ
た1日で完成し、かつ壁や床などを傷める心配も
ありません。

カバー工法の特性上、開口サイズは周囲約2.5cmずつ小さくな
ります。下枠の段差（約2～ 5mm）はオプションで緩和するこ
とが可能です。

これがリシェントのカバー工法の秘密！！

壁を壊す、一般的な玄関交換の場合

壁・床そのままカバー工法
リシェントの場合 

〈工事期間〉

約5日

約1日

AfterBefore

新しいドア枠

今のドア枠

今のドア 新しいドア

新しいドア枠

今のドア枠

今のドア枠

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品選択時には「カラーサンプル」等にて色調をご確認ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

新しいエントリースタイルで、荷物を抱えながら、
「カギはどこにしまったのかしら」そんな面倒がなくなります。

不正に開けにくいロックシステムで、
より安心した毎日が過ごせます。

選べる２つのエントリーシステム、
これからの時代のらくらくキースタイルです。

ドアのボタンを押す※1 2つのカギが自動で解錠 ドアを開けて室内に入る ドアが閉まると2つのカギが
自動で閉まる※2

帰 

宅 

時

ドアのボタンを押す※1 2つのカギが自動で解錠 ドアを開けて室外に出る

外 

出 

時

※1   リモコンのボタンを押しての施解錠も可能です。
※2   手動でサムターンを開けた場合は自動で施錠しません。

ドアが閉まると2つのカギが
自動で閉まる※2

ボタンを押すだけ

タッチキー
［ 電池式 ］

で取付可能＋¥100,000
セット内容

標準キー
2本

キー付リモコン
3個

で取付可能＋¥75,000
セット内容

標準キー
4本

オーナーキー
1本

リモコンキー
2個

キー付
リモコン
タイプ

リモコン
タイプ

※タッチキー、CAZAS＋はリシェントⅡ玄関ドアの仕様になります。

ドアのボタンを押して、カー
ドまたはケータイをかざす

2つのカギが自動で解錠 ドアを開けて室内に入る

帰 

宅 

時

上下のサムターンを回して
解錠

ドアを開けて室外に出る ドアのボタンを押して、カー
ドまたはケータイをかざす

外 

出 

時

※  手動でサムターンを開けた場合は自動で施錠しません。

ドアが閉まると2つのカギが
自動で閉まる※

2つのカギが自動で閉まる※

ケータイやカードをかざすだけ

CAZAS+
［ 電池式 ］

カザスプラス

で取付可能＋¥50,000
セット内容

※3種共通のデザインとなります。

（裏面）カードキー 3枚

カザス
プラス

オーナーキー 1本
標準キー 4本

どちらの向きで差し込んでも開けられる、リバーシブル仕様。

解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。 
『リシェントⅡ』は2ロックを標準装備。 
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、 
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

●   耐ピッキング性能は、DNキー/Wキーともに10分以上です。
●   耐カム送り解錠性能は、DNキー/Wキーともに5分以上です。

○ 横向きのカギ穴です。 ○ カギ穴壊し対策に有効。
■ DN（ディンプル）キーの特長

オーナーキー

美和ロック（株）製

標準キー

キー付リモコン用
非常用キー

○ 縦向きのカギ穴です。
■ W （ウェーブ）キーの特長

○ 砂やホコリによるトラブルに有効。

オーナーキー

標準キー

（株）ユーシン・ショウワ製

※お施主様がお持ちになるカギのナンバー情報保護のため、合カギは直接LIXILパー
ツショップもしくはお客さま相談センターにご発注くださいますようお願いいたします。
※DNキーが標準設定になります。 ※S型ハンドルはDNキーのみの設定となります。
※S型ハンドルはシリンダー形状が異なります。 詳細についてはP.134をご覧ください。

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

複層ガラスや断熱材、さらに綿密な構造によって、
求められる断熱性能を実現します。

断熱材（断熱パネル［EPS］）
枠：サーマルブレイク枠

気密材
発泡断熱スペーサー

発泡断熱
スペーサー

鋼板 アルミ形材樹脂エッジ

断熱材（断熱パネル［EPS］）
気密材

鋼板 アルミ形材

断熱材（断熱パネル［EPS］）
枠：サーマルブレイク構造

気密材

樹脂エッジ

樹脂スペーサー

鋼板 アルミ形材

ただいま

5 細かい補修や
チェックを行って、
工事完了。

3
残した枠にサイズを合わせた
新しい枠を取り付け、ドアやガ
ラス・袖飾りを入れます。

新しい枠の取り付け 4
外額縁と内額縁を①～③の順
に取り付け、古い枠が見えな
い、きれいな仕上がりにします。

外と内に額縁を
取り付け

③

①

②

1
ご指定の日に工事開始。まず、
古くなったドアやガラス、袖飾
りなどを取り外します。

古いドアの
取り外し 2

無目・方立などは縦枠・下枠な
どとの連結部から切り取ります。

不要な部分の
切り取り

無目

方立

9:00 17:00

いってきま
す

日中でも
照明が必要…

窓を設置する
場所がない! 

北向き
なので暗い!

自然の光が入る
明るい玄関！

窓を配置するスペースがなくても、
北向きの玄関でも、大きなガラス開
口のドアを選べば、たっぷり光を採り
込めます。リシェントなら、採り込み
たい光の量やデザインで選べます。

採 光

3つの鎌付デッドボ
ルトでこじ破りに対
する抵抗力を高め
ています。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

気密材

アルミ形材 アルミ形材

高断熱仕様(k1.5）断熱仕様（k2）断熱仕様（k4）アルミ仕様

［ 大開口 ］ ［ 腰窓 ］ ［ スリット ］

玄関ドアは、
リフォームできます。

玄関ドアをリフォームすると、もっと快適に、もっと美しく、
あなたの暮らしも変わります。

風が通って、爽やか。採 風

最高クラスの断熱性寒冷地でも安心比較的温暖な地域に
おすすめ

さわやかな風を採り込んで、
夏の熱気や湿気などもすっきりと。風の通り道になることで、
玄関のジメジメや靴のニオイの問題も解決します。

風

風

風

風

室外側

室内側
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（万円）
10

¥87,040

一般住宅 断熱+採風住宅

¥45,320

冷暖房費を

年間 ¥41,720節約

※熱負荷計算プログラム「SMASHforWindows」
（（財）建築環境・省エネルギー機構）を用いて、年
間冷暖房負荷を算出。

ドアを閉めたまま採風、
防犯性にも配慮しました。

ドアを開けっ放しにすると、防犯
上も不安だし、虫が入ってきてし
まう…。採風ドアなら解消でき
ます。

玄関に風が通るから、靴箱
にこもる「においやじめじ
め」も解消できます。

玄関脇のシューズボックスなど
も、玄関が風の通り道となって、
熱気や湿気、気になるニオイは
室外へ。

採風機構で節電 &
エコロジーな住まいへ。

空気を循環させる「採風」と、「断
熱」を組み合わせることで、環境に
も家計にも優しい住まいへ。

採風で、夏を涼しく、家を長
持ちさせる、それは、日本の
知恵でもあります。

換気の行き届いた家は、人だけ
でなく住まいの寿命を延ばすこと
にもつながる日本の知恵です。

風を出す

風を取り込む

「リフォーム玄関ドア リシェント」

動画で
ご紹介

玄関ドア「リシェントⅡ」

美しくリフォームしたわが家の玄関を、かんたんに、楽しくイメージできます。

トライ！ Rechent デジタルシミュレーション

ドアのデザインや色、ハンドルなどの組み合わせを、
自由自在にシミュレーション。外壁もリフォームしたイメージや、
概算の見積もりも確認できます。

ドアのデザイン
や色が選べる

WEBで！
ショールームで！

わが家
の玄関

と

合成で
きる

玄関ドアも、
玄関引戸も！

スマホ・
タブレットで！

ご自宅の写真に、お好きな
ドアを合成。タブレットやス
マートフォンで、わが家の
玄関にぴったりのリフォー
ムがイメージできます。

ご自宅の写真を取り込んで

▼
お好きなドアをパッと合成！

まずは、アプリを
ダウンロード！

・「Google Play」、「Google Play」ロゴは、Google Inc.の商標 または登録商標です。 
・ Apple と Apple ロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
   App Storeは Apple Inc. のサービスマークです。

▶iPhone/iPadの方はこちらから ▶Androidの方はこちらから

かんたん合成アプリ 玄関引戸玄関ドア

▶ 最寄りのショールームで

大画面の
デジタル
サイネージ！

検索LIXIL ショールーム

▶ パソコンで

検索LIXIL リシェント セレクトナビ

▶ タブレット・スマートフォンで

まずは、
アクセス！

デザインセレクトナビ 玄関引戸玄関ドア

Webサイトで詳細見積もりと提
案書をラクラク作成できます。
イメージと見積もりをすぐに提
示できるので、お施主様をお待
たせしません。

 ビジネスユーザー様向け

Web見積もりシステム

2 0 1 6 . 2

リフォーム玄関ドア
リシェントⅡ

http://www.lixil.co.jp/
※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、
　上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

03DH3800 2016.2.1発行業務用

●表示価格は2015年6月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費など
　は別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。


