2021 年 2 月 3 日

報道関係者各位
自然災害に備えた「耐風圧性能」とコロナ禍での「使いやすさ」を追求

形材フェンス・形材門扉「レジリア」新発売
～標準スペックで耐風圧強度：風速 36ｍ/秒相当を実現～
三協立山株式会社（本社：富山県高岡市早川 70、社長：平能正三）
・三協アルミ社（社長：西孝博）は、従
来の「カムフィシリーズ」と「エクモアシリーズ」を統廃合し、高強度な耐風圧性能を標準装備した形材フ
ェンス・形材門扉「レジリア」を発売します。
近年、大型化する台風などの自然災害により、耐風圧強度の高い商品へのニーズが高まっています。形材
フェンスと形材門扉「レジリア」は「レジリエンス＝しなやかな強さ」をコンセプトとし、耐風圧強度：風
速 36m/秒相当を標準装備したハイスペック商品です。形材フェンス「レジリア」においては更に、支柱の
間隔を通常の 2000mm から 1000mm に変更することで、耐風圧強度を風速 42m/秒相当へと強度アップす
ることが可能です。
また、コロナ禍により非接触型商品やイエナカ生活に関連した庭周りの商品への注目が集まっています。
形材門扉「レジリア」では、手でハンドルを握らず腕や肘などで開閉できるノングリップタイプのタッチ
錠をラインアップ。形材フェンス「レジリア」では、道路からの視線をカットし、庭でのリラックス空間づ
くりの手助けとなる目隠し効果の高い商品をラインアップしました。
◆形材フェンス「レジリア」
タイプ：YL2 型（横ルーバー下桟すき間小）
カラー：アーバングレー
サイズ：高さ 800mm×幅 2000mm
価 格：34,400 円（フェンス本体 1 枚+フリー支柱 1 本）
◆形材門扉「レジリア」
タイプ：YL 型（横ルーバー）/両開きタイプ/門柱タイプ
タッチ錠（ノングリップタイプ）/ すき間ガード（オプション）
カラー：アーバングレー
サイズ：高さ 1200mm×幅 1600mm
価 格：185,600 円
※価格には、消費税・搬入費・施工費等は含みません。

形材フェンス・形材門扉「レジリア」のこだわり
1. 自然災害に備えた「耐風圧性能」を追求
（1）耐風圧強度：風速 36m/秒相当を標準装備

≪形材フェンス／形材門扉

共通≫

（2）支柱の間隔を変更し耐風圧強度：風速 42m/秒相当へ強度アップ ≪形材フェンス≫

2. コロナ禍での「使いやすさ」を追求
（1）ノングリップタイプのタッチ錠をラインアップ

≪形材門扉≫

（2）目隠し効果の高いデザインをラインアップ
①フェンスとブロック塀とのすき間 15mm タイプ「YL2 型」≪形材フェンス≫
②【業界初】スタイリッシュな“たてルーバー”
「TL1 型」≪形材フェンス≫
③ プライバシー重視「レジリアハイタイプ」「多段施工」≪形材フェンス／形材門扉≫

【特長】
1. 自然災害に備えた「耐風圧性能」を追求
（1）耐風圧強度：風速 36m/秒相当を標準装備

≪形材フェンス／形材門扉

共通≫

「レジリア」シリーズは、形材フェンス・形材門扉共に従来品の約 1.2 倍（当社基準比）となる
耐風圧強度：風速 36m/秒相当を標準装備したハイスペック商品
です。支柱の肉厚を厚くするとともに、使用するアルミをより
高強度な材質へ変更することなどで、高強度な耐風圧性能を実
現しました。

（2）支柱の間隔を変更し耐風圧強度：風速 42m/秒相当へ強度アップ

≪形材フェンス≫

形材フェンス（フリー支柱タイプ）は、通常 2000mm の支柱間隔を 1000mm とすることで、耐
風圧強度：風速 42m/秒相当へと更に強度アップすることが可能です。

2. コロナ禍での「使いやすさ」を追求

（1）ノングリップタイプのタッチ錠をラインアップ ≪形材門扉≫
錠前はフラットな門扉デザインにマッチする「内蔵錠」「タッチ錠」「タッチ錠（ノングリップタ
イプ）」の３タイプをラインアップしました。タッチ錠（ノングリップタイプ）は、レバーを握ら
ずに肘や腕などで操作ができ、物理的な接触を減らすことが可能です。

外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開きます。独特のハンドル形状で、利き手
に関係なく肘や腕、手首などで開閉操作ができます。

（2）目隠し効果の高い NEW デザインをラインアップ
① フェンスとブロック塀とのすき間 15mm タイプ「YL2 型」≪形材フェンス≫
通常 80mm のフェンス下部のすき間を 15mm に設定した横ルーバーの「YL2 型」をラインアッ
プしました。フェンスと塀のすき間を狭くすることで、道路からの目線を遮り、おうち時間でのリ
ラックス空間づくりを手助けします。
また、「YL2 型」以外の商品では、オプションで「下桟すき間カバー」を選択することでフェン
スと塀とのすき間を無くすことができます。
■YL2 型

■下桟すき間カバー

②【業界初】スタイリッシュな“たてルーバー”「TL1 型」≪形材フェンス≫
業界初となる“たてルーバー”タイプ「TL1 型」をラインアップしました。目隠しをしながら通
風もできるルーバータイプが人気を集めており、従来品にはなかったスタイリッシュな縦型タイプ
を設定することで、よりお客様の好みに合わせた商品選びが可能となりました。

③プライバシー重視「レジリアハイタイプ」
「多段施工」≪形材フェンス／形材門扉≫
よりプライバシーを重視されるお客様向けに形材フェンス・形材門扉「レジリアハイタイプ」や形
材フェンス「レジリア」を 2 段、3 段と重ねて施工する「多段施工」もご用意しています。耐風圧強度
は「レジリア」と同様の風速 36m/秒相当を標準装備しており、よりくつろげる空間をつくることがで
きます。
●形材フェンス・形材門扉「レジリアハイタイプ」
■形材フェンス「レジリアハイタイプ」

■形材門扉「レジリアハイタイプ」

耐風圧強度：風速 36m/秒相当。

耐風圧強度：風速 36m/秒相当。

（支柱間隔は 1000mm となります）

（一部錠前仕様は除きます）

●多段施工（2 段施工）

※多段施工でも、耐風圧強度：風速 36m/秒
相当を実現。さらに支柱間隔 1000mm は
42m/秒相当へと強度アップが可能です。

【仕様】
形材フェンス
アルミ形材
YK1 型、TK1 型、TYK 型、YK2 型、TK2 型、
YK3 型、TK3 型、YM1 型、TM1 型、YL1 型、
YL2 型、TL1 型、YLS 型、YLK 型、SP1 型
全 15 タイプ

材質
レジリア
タイプ
レジリア
ハイタイプ

YL1 型、YM1 型、TL1 型、TM1 型
フリー支柱タイプ、間仕切り支柱タイプ、多
段支柱タイプ

納まり
錠前

耐風圧
性能

形材門扉
アルミ形材
Y1 型、T1 型、Y2 型、T2 型、Y3 型、T3 型、TY 型、
YM 型、TM 型、YL 型、TL 型、SP 型
全 12 タイプ
Y1H 型、T1H 型、Y3H 型、YMH 型、T3H 型、TMH
型、YLH 型、TLH 型、TYH 型
両開きタイプ、片開きタイプ、親子開きタイプ、折り
扉仕様
内蔵錠、タッチ錠、タッチ錠（ノングリップタイプ）
※レジリアハイタイプのみレバーハンドル錠、キーレック
ス錠を設定

レジリア

耐風圧強度 風速 36m/秒相当

耐風圧強度 風速 36m/秒相当

※一部デザインは除きます

※一部デザインは除きます

フリー支柱タイプ 支柱間隔 1000mm の場
合は耐風圧強度 風速 42m/秒相当

レジリア
ハイタイプ

耐風圧強度 風速 36m/秒相当

レジリア

幅：2000mm
高さ：600、800、1000、1200mm
※1200mm はフリー支柱タイプのみ

レジリア
ハイタイプ

幅：2000mm
高さ：1400mm、1600mm

サイズ

カラー

サンシルバー、アーバングレー、ダークブロ
ンズ、ブラック、ホワイト

耐風圧強度 風速 36m/秒相当
※一部錠前仕様は除きます

幅（片開き）
：600、700、800、900、1000mm
幅（両開き）
：1200、1400、1600、1800、2000mm
幅（親子開き）
：1000、1200、1400mm
高さ：1000、1200、1400mm
幅（片開き）
：800、900、1000、1100mm
幅（両開き）
：1600、1800、2000、2200mm
幅（親子開き）
：1200、1400mm
高さ：1600、1700、1800、2000mm
サンシルバー、アーバングレー、ダークブロンズ、ブ
ラック、ホワイト
※レジリアハイタイプはサンシルバー除く

オプション

【発売日】

下桟すき間カバー、偏芯基礎部品（レジリア
ハイタイプ）

すき間ガード（吊元側）
、落し棒（錠側扉用）
、ロング
落し棒、門扉ストッパー、キズ防止プレート（内蔵錠
用）

2021 年 3 月 1 日

■記事掲載時読者からのお問い合わせ

三協立山株式会社 お客様相談室

電話：0120-53-7899

■報道関係からのお問い合わせ

三協立山株式会社 広報・IR 部

電話：0766-20-2332

