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テレワーク
篇

NEW LIFE
Support Book

かんたんリフォームで、暮らしをアップデート！

テレ

開館時間 ：10：00～17：00 休 館 日 ：毎週水曜日（ただし、祝日の場合は開館）。 夏期休館日・年末年始休館日あり。
  休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

詳しくは
ホームページで開館時間 ：10：00～17：00 休 館 日 ：毎週日曜日・祝日。 夏期休館日・年末年始休館日あり。

  休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

〒108-0075  東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟地下1階

体感ショールーム（建築関係者様向け） 

アクセスは
ホームページから

YKK AP公式ソーシャルメディアのご案内
商品やイベントをはじめ、企業の取り組みに関する情報や「窓」をテーマにした様々なコンテンツを
YKK AP公式ソーシャルメディアを通して、定期的に配信しています。ぜひご覧ください。

完全予約制

●表示内容は2020年9月時点のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2020年9月時点の部材標準販売価格です。
　消費税、ガラス代（ガラス組込商品は除く）、組立施工費等は含まれておりません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook,Inc.の商標または登録商標です。
●YouTubeおよびYouTubeアイコンは、Google LLCの商標または登録商標です。
●発行／2020年9月（1版）①　Printed in Japan

Facebook YouTube

販売店・建築会社・工務店様へのお願い
【商品選択上のお願い】
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】
●商品の取扱説明書（使い方＆お手入れガイドブック）をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。
※ショールームに展示されている商品は厳選されています。
　ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。
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建築・設計関係者様

0120-72-4134
一般のお客様

0120-20-4134

商品に関するご相談・お問い合せは、

お客様相談室まで
受付時間／月～土 9：00～17：00 
（祝日・GW・年末年始・夏期休暇等を除く）

NO XAAAB-H20-077-1

●お問い合せ、ご用命は……

www.ykkap.co.jp/
* B H 2 0 - 0 7 7 - 1 *

ショールーム札幌
〒060-0033
札幌市中央区北3条東4丁目1-10
TEL. 0120-4134-55

ショールーム静岡
〒422-8006
静岡市駿河区曲金7-1-6
TEL. 0120-75-0202

ショールーム高松
〒761-0301
高松市林町2547-3
TEL. 0120-88-4134

ショールーム新宿
〒151-0053
渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル8F
TEL. 0120-32-4134

ショールーム名古屋
〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目２8-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL. 0120-52-4134

ショールーム福岡
〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
TEL. 0120-71-4134

ショールーム横浜
〒220-8134
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー34階
TEL. 0120-47-4134

ショールーム大阪
〒530-0017
大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル
オフィスタワー20F （阪急百貨店のビル）
TEL. 0120-62-4134

ショールーム熊本
〒860-0832
熊本市中央区萩原町１7番地53号
TEL. 0120-83-1134

ショールーム新潟
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号
TEL. 0120-78-1134

ショールーム岡山
〒700-0973
岡山市北区下中野702-101
TEL. 0120-21-4134

ショールーム金沢
〒920-8201
金沢市鞍月東２丁目１１番地
TEL. 0120-79-4134

ショールーム広島
〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL. 0120-64-4134

・ 札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は
   TOTO・DAIKEN・ＹＫＫ ＡＰ コラボレーションショールームです。
・ 横浜、新潟、静岡、岡山、熊本は
   TOTO・ＹＫＫ ＡＰ コラボレーションショールームです。

各地の展示場 群馬、長岡、長野、富山、福井、沼津、愛媛、鹿児島、那覇
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。



テレワークの実施率が増加・定着テレワークの実施率が増加・定着

窓の防音性を高めれば快適な「家なか  オフィス」に。窓の防音性を高めれば快適な「家なか  オフィス」に。

テレワーク環境に必要なのは「静けさ」テレワーク環境に必要なのは「静けさ」

新型コロナウイルス感染症の広がりは世の中の意識を一変させました。
自宅でテレワークをする人が大きく増え、その大半が今後も継続の意向です。

テレワークを始めてみて、自宅が仕事に不向きな環境であると気付くことも。
多くのテレワーカーが「音」に不満を感じ、環境改善を望んでいるようです。

※出典：「新型コロナ禍を受けたテレワーク×住まいの意識・実態」調査（SUUMO調べ）

YKK AP調べ （2020年5月インターネット調査　N=306)

■ テレワーク実施中
■ テレワークを実施していない

Q. 自宅でテレワークをする際に必要な環境は？Q. 自宅でテレワークをする際に必要な環境は？

テレワーク実施率テレワーク実施率

静けさ（遮音性）
採光

通風・換気

自分好みの照明の明るさ

音楽

景色

自分好みの家具

施錠できる部屋

家族の様子がうかがえる

窓辺の装飾

その他

59.5％
50.7％

43.8％
31.7％

25.2％
23.2％

15.7％
11.4％
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7.2％
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今後もテレワークを
継続したい人の割合は

84％17％

83％

53％
47％2019年11月 2020年4月



窓の防音性を高めれば快適な「家なか  オフィス」に。窓の防音性を高めれば快適な「家なか  オフィス」に。

目指すべき音量レベルはどのくらい？目指すべき音量レベルはどのくらい？

防音対策は「窓」がポイント防音対策は「窓」がポイント

日常生活に望ましいとされている音量レベルは40dB。
表通りに面した部屋などには特に騒音対策がおすすめです。

音の出入口となる「窓」。内窓やシャッターを取付けて窓を二重にすると、住まいの防音性が高まります。
騒音対策はもちろん、テレビ会議の音漏れ対策にも有効です。

※算出条件は「かんたんマドリモ 内窓 プラマード U 業務用カタログ」をご覧ください。

※dB（A）：人間の耳の感度を考慮して決められた「騒音レベル」の単位

音量dB（A）と騒音環境の目安音量dB（A）と騒音環境の目安

窓まわりのリフォームによる防音効果窓まわりのリフォームによる防音効果

内窓を取付けて二重窓に シャッターを取付け

ー40dB ー30dB

日常生活に望ましい範囲 うるさい きわめてうるさい

おすすめリフォーム商品は次ページから

40dB 50dB 60dB 70dB 80dB 90dB

かんたんマドリモ 内窓 プラマードU かんたんマドリモ シャッター

※YKKAP調べ（室外が90dBの場合。音量レベルによって低減量は異なります）。
解析条件は「ウインドウシャッターセレクトブック」をご覧ください。

●「かんたん＼マドリモ」「マドリモ」「プラマード」はＹＫＫ ＡＰ（株）の出願・登録商標です。



内窓  プ ラマード  U

二重窓にして防音性も断熱性もアップ二重窓にして防音性も断熱性もアップ
今ある窓に高断熱・高気密の内窓を取付けて、断熱性、防音性をアップできます。

二重窓にすることで外からの音を15dB低減できます。
（人は、10dB下がると約半分の音に感じると言われています）

二重窓の断熱効果で、外の気温の影響を受けにくくなり、
部屋の保温・保冷効果が高まります。

参考価格191,200円 引違い窓2枚建／クレセント仕様／木目ナチュラル／Low-E複層ガラス
W2,600×H2,230㎜

WEBカタログ

サーモグラフィで見る冬の窓の温度

外の音がかなり気になる 図書館なみの静けさに

※算出条件は「かんたんマドリモ 内窓 プラマード U 業務用カタログ」をご覧ください。
※音域によって防音効果が異なります。　
※室内の音環境は壁など建物の性能にも影響を受けます。　
※二重窓になることで気密性が向上し、音を外に漏らさない効果の一方で、
　音がお部屋にこもることもあります。
　窓の不具合ではありませんのであらかじめご了承ください。

騒音も音漏れも減らせる騒音も音漏れも減らせる
Point

1 冬暖かく夏涼しい部屋に冬暖かく夏涼しい部屋に
Point

2

※サーモグラフィ撮影条件は
　「かんたんマドリモ 内窓 プラマード U 業務用カタログ」をご覧ください。

アルミサッシ（単板ガラス）
+

内窓（複層ガラス）

アルミサッシ（単板ガラス）

窓からの冷気で部屋が寒い 窓の冷えが抑えられて暖かい部屋に

BeforeBefore AfterAfter

4.4℃ 13.5℃

25.0℃

0℃

施工時間

1窓
約60分

55dB 80dB 40dB

結露対策 寒さ対策 浴室の
寒さ対策

防音

冷暖房
効率アップ

防犯

●「かんたん＼マドリモ」「マドリモ」「プラマード」はＹＫＫ ＡＰ（株）の出願・登録商標です。



シャッタ ー・雨 戸

シャッターを閉めると外からの音をやわらげることができます。
（人は、10dB下がると約半分の音に感じると言われています）

通風・採光機能付の
リモコンスリットシャッターなら、
視線や日差しを遮りながら
換気ができます。

参考価格481,300円 リモコンスリットシャッター/片入隅/専用下地部材/プラチナステン/
SW2,247×SH2,267㎜

WEBカタログ

騒音も音漏れも減らせる騒音も音漏れも減らせる
Point

1 視線を遮りながら換気もできる視線を遮りながら換気もできる
Point

2

※YKKAP調べ（室外が90dBの場合。音量レベルによって低減量は異なります）。
解析条件は「ウインドウシャッターセレクトブック」をご覧ください。

リモコンシャッターをつけて快適・安心生活へリモコンシャッターをつけて快適・安心生活へ
シャッターや雨戸を壁の上から取付けて、かんたんにリフォーム完了。
雨戸付きの窓でも壁を壊さずシャッター付の窓に一新できます。

リモコンスリットシャッター
（スリット開）

BEFORE

AFTER

施工時間

約2時間

日差し対策 強雨風対策

防音

風通し
アップ

視線対策防犯

●「かんたん＼マドリモ」「マドリモ」はＹＫＫ ＡＰ（株）の出願・登録商標です。



Memo



「窓の結露を何とかしたい」「窓リフォームで省エネ・快適になるってホント?」
「料金が高くつきそう」など、

窓についての不安や疑問は
何でもお聞かせください。

「安心」「納得」の窓リフォームでお客さまの快適な暮らしを実現していきます。

その街の気候風土や文化、
そして何よりも地元の“人”を知っている私たちが、

お客さまの窓の悩みを解決します。

近くのMADOショップを探したい。
もっと詳しくMADOショップを知りたいという方はホームページをご覧ください。

http://www.madoshop.jp/

MADOショップは
納得できる窓リフォームのお店です。

MADOショップのご案内
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かんたんリフォームで、暮らしをアップデート！

開館時間 ：10：00～17：00 休 館 日 ：毎週水曜日（ただし、祝日の場合は開館）。 夏期休館日・年末年始休館日あり。
  休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

詳しくは
ホームページで開館時間 ：10：00～17：00 休 館 日 ：毎週日曜日・祝日。 夏期休館日・年末年始休館日あり。

  休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

〒108-0075  東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟地下1階

体感ショールーム（建築関係者様向け） 

アクセスは
ホームページから

YKK AP公式ソーシャルメディアのご案内
商品やイベントをはじめ、企業の取り組みに関する情報や「窓」をテーマにした様々なコンテンツを
YKK AP公式ソーシャルメディアを通して、定期的に配信しています。ぜひご覧ください。

完全予約制

●表示内容は2020年9月時点のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2020年9月時点の部材標準販売価格です。
　消費税、ガラス代（ガラス組込商品は除く）、組立施工費等は含まれておりません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●FacebookおよびFacebookロゴは、Facebook,Inc.の商標または登録商標です。
●YouTubeおよびYouTubeアイコンは、Google LLCの商標または登録商標です。
●発行／2020年9月（1版）①　Printed in Japan

Facebook YouTube

販売店・建築会社・工務店様へのお願い
【商品選択上のお願い】
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】
●商品の取扱説明書（使い方＆お手入れガイドブック）をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。
※ショールームに展示されている商品は厳選されています。
　ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。
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建築・設計関係者様

0120-72-4134
一般のお客様

0120-20-4134

商品に関するご相談・お問い合せは、

お客様相談室まで
受付時間／月～土 9：00～17：00 
（祝日・GW・年末年始・夏期休暇等を除く）

NO XAAAB-H20-077-1

●お問い合せ、ご用命は……

www.ykkap.co.jp/
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ショールーム札幌
〒060-0033
札幌市中央区北3条東4丁目1-10
TEL. 0120-4134-55

ショールーム静岡
〒422-8006
静岡市駿河区曲金7-1-6
TEL. 0120-75-0202

ショールーム高松
〒761-0301
高松市林町2547-3
TEL. 0120-88-4134

ショールーム新宿
〒151-0053
渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル8F
TEL. 0120-32-4134

ショールーム名古屋
〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目２8-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL. 0120-52-4134

ショールーム福岡
〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
TEL. 0120-71-4134

ショールーム横浜
〒220-8134
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー34階
TEL. 0120-47-4134

ショールーム大阪
〒530-0017
大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル
オフィスタワー20F （阪急百貨店のビル）
TEL. 0120-62-4134

ショールーム熊本
〒860-0832
熊本市中央区萩原町１7番地53号
TEL. 0120-83-1134

ショールーム新潟
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号
TEL. 0120-78-1134

ショールーム岡山
〒700-0973
岡山市北区下中野702-101
TEL. 0120-21-4134

ショールーム金沢
〒920-8201
金沢市鞍月東２丁目１１番地
TEL. 0120-79-4134

ショールーム広島
〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL. 0120-64-4134

・ 札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は
   TOTO・DAIKEN・ＹＫＫ ＡＰ コラボレーションショールームです。
・ 横浜、新潟、静岡、岡山、熊本は
   TOTO・ＹＫＫ ＡＰ コラボレーションショールームです。

各地の展示場 群馬、長岡、長野、富山、福井、沼津、愛媛、鹿児島、那覇
休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。


