
エアコンもいいけど、電気代の事を考えると夏は

やっぱり網戸。

居間に網戸がついているのはもはや当たり前です

が、玄関や勝手口にも網戸が付けられることをご

存知でしたか？

商品の紹介とともに、取り付け方法を説明してい

きます。

網戸の種類

種　　　類 適合サイズ 下レールのバリアフリー性 ネットのデザイン 取り付け時間

ドア用横引き

タッチ＆ロール

※こちらの商品は
　販売終了しました

W  50～86cm

H 165～187cm
下レールあり 目隠し柄入り

（ネット色：グレー）
約90分

ニューロータリー網戸

超簡単網戸

玄関引戸網戸　風丸

カーテン感覚網戸

スクリーン網戸

アコーデオン網戸

オレジョーズ II

アコーデオン網戸

収納ジョーズ

W  50～86cm

H 165～185cm

W  53～94cm

H 165～205cm

W 164～191cm

H  180～183cm

W  50～90cm

H 170～185cm

W  50～86cm

H 170～204cm

W  60～92cm

H 180～235cm

下レールあり

下レールなし

－－－－－

下レールなし

柔らかい下レール

下レール高さ3mm

目隠し柄入り

（ネット色：グレー）

目隠し柄入り

（ネット色：グレー）

シンプルタイプ

（ネット色：グレー）

目隠し柄入り

（ネット色：グレー）

プリーツ加工ネット

（ネット色：ブラック）

プリーツ加工ネット

約60分

約60分

約30分

約45分

約40分

約90分

（通り抜けスムーズ）

フラットレール

ロール網戸

NRA-1

M-1

（ネット色：ブラック）

(一部対象外あり)

※掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が
  被った損害に対して、弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。



玄関にも網戸

をつけよう

2 セイキのドア用横引きロール網戸 タッチ＆ロール

■取り付け方法

●アルミの枠でしっかり頑丈 手軽さ □ □ □ ■ □　高機能
取り付け時間　：　約90分
取り付けサイズ　：　W 50～86ｃｍ　、　H 165～187ｃｍ

①商品はこちらに全て梱包されています。②中を開いてみましょう。 ③道具はこれだけで十分！

④取付枠の高さと幅をしっかり測ります。
　だいたいではなく、正確に。

⑤測ったら、取付け説明書に記入し、
　切り捨て寸法を計算します。

⑥上レールと下レールの切り捨て寸法分
　切ります。

⑦本体セットの下側の3本のネジを外し
　て、本体キャップとカラーを外します。

⑧ここが山場です！がんばって本体セッ
　トを切り落としましょう。

⑨本体セットの上側の1本のビスを外して、
　下側にカラーと本体キャップを3本のビスで
　取り付けます。

⑩いよいよ上レールを取り付けます。
　ドアノブ側の木枠の面に合わせてまっ
　すぐに取り付けましょう。

⑪本体セットの結束テープをほどきます。
　その時、挟まっている段ボールは絶対
　に外さないで！説明書の通りに本体
　セットの準備をしていきます。

⑫本体セットを上レールに差し込んで吊りま
　す。

⑬固定板を取り付け、ここでようやく挟
　まっていた段ボールを取り外します。　　トします。段ボールを
　外すと自動で収納するので、手を挟ま
　ないように注意してください。　

⑭残りの下レール、受枠、ラックをセッ ⑮最後に、ロック受けの位置を微調整し、
　しっかりネジをしめたら完成です。



玄関にも網戸

をつけよう

３ (株)川口技研　ニューロータリー網戸

■取り付け方法

●ちょっとした目かくしもあるお手軽もの 手軽さ □ ■ □ □ □　高機能
取り付け時間　：　約60分
取り付けサイズ　：　W 50～86ｃｍ、H 165～185ｃｍ

①商品はこちらに全て梱包されています。②中を開いてみました。完成予想図はこ
　んな感じ？

③目隠しの模様が入っていて、うれしい！

④取付枠の幅をしっかり測ります。
　だいたいではなく、正確に。

⑤測ったら、取付け説明書に記入し、
　切り捨て寸法を計算します。

⑥上レールと虫止めを付属のノコ刃で取付幅
　と同じ長さ分、切り落とします。 下レール
　は、取付幅より２．５ｃｍ短く切り落とし
　ます。

⑦取付枠の高さもしっかり正確に測りま
　しょう。

⑧取付説明書に高さを書き込んで、
　切捨て寸法を計算します。

⑨縦に取り付けるもの（固定桟、はめ込み桟、
　タテ桟受桟）を切捨て寸法分切り落として
　いきます。受桟と固定桟は「切断側」と書
　いてある方から切りましょう。

⑩網押さえを切捨て寸法分切って、巻軸
　はスライドさせて高さを合わせて、余
　分な網をハサミで切っていきます。
　ただし、網は使用する部材より、３ミ
　リ程度に切っておきましょう。

⑪ここまで来たらあとは取付のみです！
　上（上レール）→横（固定桟＋受桟）
　→下（下レール）の順で取付けます。

⑫上レールにランナーを入れます。

⑬最後に回転止め金具を抜いて完成です。



玄関にも網戸

をつけよう

４ (株)川口技研　超簡単網戸M-1

■取り付け方法

●つっぱり棒だからネジクギ不要！
　　いろいろな所に取り付けられます

手軽さ □ ■ □ □ □　高機能
取り付け時間　：　約60分
取り付けサイズ　：　W 53～94ｃｍ、H 165～205ｃｍ

①商品はこちらに全て梱包されています。②中を開いてみました。完成予想図は
　こんな感じ？

③つっぱりレールを取り出します。

④リングランナーを入れて、つっぱり
　レールを取り付けます。

⑤床からレールの上面までの高さを測り、
　固定桟と網押えを切ります。切断面は、
　なるべく棒ヤスリ等でなめらかにしま
　しょう。

⑥ネットは、タテ桟よりも２ｃｍ程度長め
　に切りましょう。

⑦タテ桟に磁石受けを付けます。
　つづいて、取っ手もタテ桟中央の表と
　裏に張り付けます。

⑧タテ桟とネットをリングランナーに
　吊るします。

⑨固定桟とタテ桟を木枠に取り付けます。

⑩ネットを引っ張り、網押えを押して
　固定したうえで余分な網をカッターで
　切り落とします。

⑪ネット上部の両端をクリップで止め、
　安全ピンをタテ桟リングランナーの穴
　に通して固定します。

　　もしシワが寄ったら、網押えを取って引
　　っ張りましょう。



玄関にも網戸

をつけよう

④網戸本体をレールに入れます。 ⑤側面の調整ネジを使って網戸本体と枠
　のすき間を調整して完成。

６ カーテン感覚網戸　スクリーン網戸

■取り付け方法

●カーテンのように使える
●下レールがないから床に障害がない 取り付け時間 ： 約45分

取り付けサイズ ： W 50～86㎝、H 170～186㎝

①これが同梱品一覧。
　　巻かれたものがネットです。

②上レールは取り付けるドア枠の幅によ
　ってカットしておきます。これは取り
　付け後の様子。

③本当にカーテンのように網戸本体を上レー
　ルに入れていきます。

玄関引戸

玄関ドア

ベランダドア

勝手口ドア

×

×

○

○

手軽さ　□　■　□　□　□　高機能

④カギを取り付けます。 ⑤カーテンをきっちり閉めるためのマグ
　ネットを付けます。

⑥「網押え」をドア枠につけるところ。

５ 玄関引戸網戸　風丸

■取り付け方法

●玄関引戸につけられるタイプ
●付属のアルミレールで開閉はスムーズ

取り付け時間 ： 約30分
取り付けサイズ ： W 164～191㎝、H 180～183㎝
　　　　　　（この中でも一部非対応サイズあり）

①同梱品一覧。網戸のほか、レールや
　補助枠も入っています。

②上レールを、玄関引戸の枠の幅に合わ
　せてカットします。下レールはカット
　せずそのまま使います。

③カットした上レールをレールについている
　両面テ－プをはがして固定します。玄関の
　内側につけてください。

玄関引戸

玄関ドア

ベランダドア

勝手口ドア

○

×

×

×



玄関にも網戸
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7 アコーデオン網戸　オレジョーズ II

■取り付け方法

●半永久的なプリーツ加工のネット
●下レールは柔らかい素材で取り外しもOK

手軽さ □ □ □ ■ □　高機能
取り付け時間 ： 約40分
取り付けサイズ ： W 50～86㎝、H 170～204㎝

①同梱品一覧。 ②網戸を取り付ける木枠の高さと幅を測り、上下レールを切捨て寸法で切断します。
　上レールに上レールキャップをはめ込み、両面テープとネジで固定したら、下レール
　も同様に取り付け、網戸本体を組み入れます。

③本体をドア枠にネジ止め固定します。 ④風が吹くとネットが押され、このよう
　にレールとの間にすき間ができてしま
　いますが・・・

⑤網戸本体に内蔵される「おもり」が上まで
　動かないようにピンで固定すれば・・・

⑥ネットのふくらみを抑えてすき間を作
　りません。

⑦レールの上を滑らかに動く事を確認して完成。

玄関引戸

玄関ドア

ベランダドア

勝手口ドア

×

○

○

○

6 カーテン感覚網戸　スクリーン網戸（続き）

⑧余ったネットはカットして・・・⑦網戸本体を適度な張りにした状態で、
　　ネットを網押えに押え込みます。

⑨『スクリーン網戸』の設置が完了しました。
　　簡単ですね。



８ アコーデオン網戸　収納ジョーズ

④上レール固定金具を付けた反対側に網
　戸本体をセットします。

⑤上レールを網戸本体にはめ込む様子。 ⑥上レールを固定金具にしっかりと固定しま
　す。

⑦網戸本体から受材を分離させ、反対側
　まで引っ張って移動。

⑧受材をネジで固定。

⑪網戸本体とドア枠のすき間を調整枠を
　使って埋めます。

⑩本体が完成

⑨網戸本体が下レールから外れないように
　「外れ防止金具」をつけます。

⑫『収納ジョーズ』が下に敷いたアルミレ
　　ールの上で軽快に走ります。

⑬ごらんの通り、フラットなレールは通
　行のじゃまになりませんね。

①同梱品一覧。

■取り付け方法

●高さ３ｍｍのフラットな下レールでバリアフリー
●網戸本体をカットする必要がない

手軽さ □ □ □ □ ■　高機能
取り付け時間 ： 約90分
取り付けサイズ ： W 60～92㎝、H 180～235cm

①同梱品一覧。 ②『収納ジョーズ』はフラットなアルミ
　　レールの上を走ります。このレール
　　をドア枠の端から１㎝のところに設
　　置します。

玄関引戸

玄関ドア

ベランダドア

勝手口ドア

×

○

○

○

③網戸本体についているアタッチ材を利用し
　て上レール固定金具を取り付けましょう。

玄関にも網戸

をつけよう


