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多彩なカラーバリエーション
 
アルミ材パネル：アルミプレス加工で、雨や湿気の心配がある屋外
のパネルにお勧め。古典デザインからモダンとデザイン豊富。
アルミ材は注文ごとに静電塗装。カラーチャートよりお好きな色が
指定できるためデザインとの組み合わせで無限のオリジナリティー
を追求。ワンランク上のメタリック塗装などは高級感を演出します。

アルミパネルの塗装:　RAL光沢, RALマット, メタリック, 木目調  
合板パネルの仕上げ:　木製シート、樹製シート、ラミネート

防犯性を極めた玄関ドア

耐久性: 亜鉛メッキを施した鋼板の2重構造、重厚で頑丈なヒンジ、
表面に特殊加工を施した耐久性の高い化粧パネル。 
10年間保証のドア　

防犯性: 頑丈な鋼板の2重構造に加え、最強の5本のシリンダー施錠
を含む※18点ロックポイントが金庫のドアのように頑丈に家を守り
ます。欧州防犯性能規格　WK3の防犯ドア。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※標準は14点ロックポイント
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標準装備
- 安全に来客者を確認ができる  
  180度ドアースコープ

- 不審者の侵入を防ぐ 
  ドアガード

安全に相手の確認 二重構造の頑丈な防犯フレーム内蔵防犯性:CISA社の5本のシリンダー ロック 

・防犯意識が高いイタリア CISA社のディンプルキー　　　5本
・ドア施工時のみ施錠可能なデモ用キー　　　　　　　　  1本
・鍵の複製に必要なセキュリティーカード　　　　　　　  1枚

特徴:
- 5つのシリンダー錠ががっちりとドアをガード。
- 室内での施錠後、鍵を抜くことができ、サムターン回しの 
  防止に。 
- ピッキングに強いディンプルキー 。　　　

フレーム内部もスチール鋼板 
二重構造の頑丈な防犯仕様。
高さ調整可能なヒンジ。
※フレーム内に断熱材をプラス
できさらなる断熱性を高める事
ができます。
　　　　　　　※　オプション
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玄 関 ド ア を 選 ぶ 時 の 重 要 な
す べ て を 揃 え た 究 極 ド ア 。 
　デザイン性”　家の顔である玄関ド
アへのこだわり。豊富なデザインから 
お 好 き な 色 で 制 作 。 日 本 に 一
枚 だ け の 個 性 的 な ド ア 。 　 　 
室内と外で違う色、デザインが選べ、
妥協のないドア選びが可能。パネル
と同材の重厚なケーシングとの融合
で、今までにない高級感を演出。 
　防犯性能”　強固なスチール製2重
構造。イタリア大手の「CISA社」の ピ
ッキングが大変難しいディンプルキーで
合計18か所の施錠。　まるで金庫の
ドアのように家、家族を守ります。
ドアスコープ、ドアガードも標準装備。
　断熱性”　閉めた時にドア下にシー
リングが下り、床への隙間風を防ぎま
す。断熱性が高い重厚なドアの内側
にさらなる断熱材追加が可能。快適
な玄関空間を実現。
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防犯玄関ドア
意匠性、安心、機能性の融合
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￥335,000～￥335,000～

静電塗装
　　　色：RAL, RAL MAT, メタリック、木目調、SPECIAL色

静電塗装
　　　色：RAL, RAL MAT, メタリック、木目調、SPECIAL色

ET850529

アルミパネル プレス成型 　　クラシックデザイン

ET850952

アルミパネル プレス成型　　 クラシックデザイン

　雨や湿気の心配がある屋外の化粧板にはアルミパネルがお勧め。断熱性、意匠性の高いドアは
耐久性に優れ、美しさ長持ち。パネルと同材の付属ケーシングとの融合で重厚感を作り出します。
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￥335,000～￥335,000～￥335,000～￥335,000～

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

ET850954ET850953ET850951ET850950

アルミパネル
クラシックデザイン

アルミパネル 
クラシックデザイン

アルミパネル 
クラシックデザイン

アルミパネル 　
クラシックデザイン
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￥385,000～￥369,000～￥335,000～￥335,000～

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

ET850962ET850523 ET850961ET850960

アルミパネル　パンタグラフ彫り 
　　　　モダンンデザイン

アルミパネル
トラディショナルデザイン

アルミパネル
モダンデザイン

アルミパネル 
クラシックデザイン 
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￥314,000～￥314,000～￥369,000～￥385,000～

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

ET850510ET850963ET850512ET850504

アルミパネル
モダン デザイン

アルミパネル
モダン デザイン

アルミパネル
モダン デザイン

アルミパネル　パンタグラフ彫り
モダンンデザイン
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￥268,000～￥263,000～￥266,000～￥369,000～

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート、ラミネート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ                 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ                 

化粧仕上げ材： 
　木製シート、樹脂シート、ラミネート
色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ  

ET850103

合板パネル
INOXモダン

合板パネル
INOXモダン

ET850101

合板パネル
INOXモダン

ET850518

アルミパネル
モダン デザイン

ET850102
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￥266,000～￥268,000～

化粧仕上げ材：　木製シート：樹脂シート：ラミネート 
色：　　白 、チェリー、ウォルナット、 ウェッジ

化粧仕上げ材：　木製シート：樹脂シート
色：　　白 、チェリー、ウォルナット、 ウェッジ

合板パネル　　　INOXモダン デザイン

ET850104ET850100

合板パネル　　　INOXモダン デザイン

　暖かさと高級感のあるパネルに走るシャープなINOXのラインが洗練されたモダンな印象をプラス。　
美しいドアと同素材の重厚なケーシングとの融合で、さらなる高級感と芸術性を追求した「INOX モダン」シリーズ
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￥278,000～￥278,000～￥278,000～￥268,000～

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ                                          

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ                 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ                                 

化粧仕上げ材： 
　木製シート、樹脂シート、ラミネート
色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ               

ET850131ET850130ET850129ET850105

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

合板パネル 
　　　　INOXモダン
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￥278,000～￥278,000～

化粧仕上げ材：　木製シート：樹脂シート
色：　　白 、チェリー、ウォルナット、 ウェッジ

化粧仕上げ材：　木製シート：樹脂シート
色：　　白 、チェリー、ウォルナット、 ウェッジ

合板パネル　モダンデザイン
ET850138ET850133

合板パネル　モダンデザイン

　木目の柔らかな風合いが、屋内の雰囲気を一掃和やかな印象に。　
断熱性にも優れた防犯玄関ドアで快適なエントランス空間と家族の安心を。
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￥278,000～￥278,000～￥278,000～￥278,000～

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ        

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ         

ET850134ET850128ET850127ET850132

合板パネル
　　　モダンデザイン

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

合板パネル
　　　　モダンデザイン

合板パネル  
　　　　モダンデザイン
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ET850328

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

￥278,000～￥278,000～￥278,000～ ￥278,000～

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

ET850137ET850136ET850135

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

合板パネル 
　　　　モダンデザイン

化粧仕上げ材：
木製シート、

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ  
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￥278,000～￥278,000～ ￥278,000～ ￥278,000～

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

ET850162ET850161 ET850164

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

ET850163

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン
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￥278,000～￥278,000～￥278,000～￥278,000～

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

ET850171ET850169ET850166ET850168

合板パネル 
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン
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￥278,000～￥278,000～￥278,000～￥278,000～

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ     

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ  

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ   

ET850173ET850172ET850170ET850171

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン
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￥278,000～￥278,000～￥278,000～

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ  

化粧仕上げ材：
木製シート、樹脂シート

色：　白 、チェリー、ウォルナット、         
      　　ウェッジ 

合板パネル
　　　クラシックデザイン

合板パネル
　　　クラシックデザイン

ET850174ET850167

合板パネル 　　　クラシックデザイン

ET850165
化粧仕上げ材：　木製シート：樹脂シート
　　　  　色：  白 、チェリー、ウォルナット、 ウェッジ       

参考：木製シート/チェリー色
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建築家が求める芸術性と防犯を 
兼ねそろえた、トップクラスの防犯ドア

　特殊な技術により「防犯玄関ドア」を2.5m

厚のアルミニウムパネルで包み、高い断熱,

遮音, 気密性, 水密性を作り出す最高級

防犯ドア。多彩なカラーバリエーションはシック

でモダンな色からまるで無垢の木のような美し

い木目塗装など、耐久性の高いポリエステル

系粉体塗料を採用。環境にやさしく、塩害に

たいへん強い塗装。　美しい建築物にふさわ

しい思いどおりのドア選びを可能にしました。 

　ドアの高い耐久性と頑丈な構造に加え、

特殊アジャスタ式ヒンジ採用により、安定した

開閉。ヨーロッパ標準の内開きに加え、外開

きの両方に対応。

　ドアスコープ、ドアガード、同 素 材 の 重 厚

な ケ ー シ ン グ を 標 準 装 備 。
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プレミアム防犯玄関ドア
美と機能性、防犯を兼ね備えた最高級玄関ドア
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ET870113ET870112

プレミアムアルミプレミアムアルミ

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、木目調、SPECIAL色

　ドア下の傷がつきやすい位置にステンレス製のプレートを装備。　多彩な色から好きな色でを選択でき、スタイリッシュ
な印象から木目のクラシカルな雰囲気など、建物のデザインに合わせた思い通りのドアをご注文いただけます。
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ET870111ET870105ET870103

プレミアムアルミプレミアムアルミプレミアムアルミプレミアムアルミ

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

R静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

ET870110
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静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色

ET870103

プレミアムアルミ

ET870115

プレミアムアルミ

ET870114

プレミアムアルミ

静電塗装
　色：　RAL, RAL MAT, メタリック、
　　　　木目調、SPECIAL色
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 スチールドア
オフィス、工場
倉庫などに

静電塗装
　色：　RAL 

静電塗装
　色：　RAL
　　　　木目調、SPECIAL色

防錆加工: 100% 亜鉛メッキ　サビを防ぎます。
高湿度環境に対応:ガスケットを装着し、高い密閉度
換気口：必要に応じドアの下に換気口の装備も可能
カラー:基本色のRAL7035 およびオプションでRALのお好きな色での塗装が可能

ET845002ET845001

スチールドアスチールドアスチールドア
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アクセサリー

スタンダード仕様（基本付属品） スタンダード仕様（基本付属品） スタンダード仕様（基本付属品） 追加アクセサリー（オプション）

スタンダード仕様（基本付属品）スタンダード仕様（基本付属品）スタンダード仕様（基本付属品）

NICKEL mat 
ET235510_11 top
ET235522_11 bottom

NICKEL mat 
ET235516_11

NICKEL mat 
ET235514_11

NICKEL mat 
ET235509_11

ORO mat 
ET235518_05

ORO mat 
ET235514_05

ORO mat 
ET235509_05
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追加アクセサリー（オプション）

INOX アクセサリー
ET212315.00 ET212317.00
ET212314.00   ET212316.00

ドア下隙間風ガード
ET134300_00

ORO mat 
ET235510_05 top
ET235522_05 bottom

ドアクローザー
ET237216_00

INOX アクセサリー
ET235524_00: 80mm
ET235523_00: 60mm

追加アクセサリー（オプション）

追加アクセサリー（オプション） 追加アクセサリー（オプション） スタンダード仕様（基本付属品）

鍵交換用 施錠ギアボックス 
ET237221.00 

 敷居
ET990534_00

(オプション)

（シリンターセットディンプルキー鍵）
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MIN MAX

63.0 60.5 65.4 50.0 64.7
68.0 65.5 70.4 55.0 69.7
73.0 70.5 75.4 60.0 74.7
78.0 75.5 80.4 65.0 79.7
83.0 80.5 85.4 70.0 84.7
88.0 85.5 90.4 75.0 89.7
93.0 90.5 95.4 80.0 94.7
98.0 95.5 100.4 85.0 99.7

103.0 100.5 105.4 90.0 104.7
108.0 105.5 110.4 95.0 109.7
113.0 110.5 115.4 100.0 114.7
118.0 115.5 120.4 105.0 119.7
123.0 120.5 125.4 110.0 124.7
128.0 125.5 130.4 115.0 129.7

水平開口部(W) 有効開
口幅(B)

フレーム
サイズ

ドアのサイズ, cm

ドアの幅MIN MAX

192.0 188.5 192.4 185.6 192.19
196.0 192.5 196.4 189.6 196.19
200.0 196.5 200.4 193.6 200.19
204.0 200.5 204.4 197.6 204.19
208.0 204.5 208.4 201.6 208.19
212.0 208.5 212.4 205.6 212.19
216.0 212.5 216.4 209.6 216.19
220.0 216.5 220.4 213.6 220.19
224.0 220.5 224.4 217.6 224.19
228.0 224.5 228.4 221.6 228.19
232.0 228.5 232.4 225.6 232.19
236.0 232.5 236.4 229.6 236.19

ドアの高さ
垂直開口部(W) 有効

開口(b)
フレーム
サイズ

ドアのサイズ, cm ドアのサイズ
       以内は　スタンダードサイズ
スタンダードサイズ以外は価格の20％プラス

　注文サイズの求め方
「ドアの高さ」の選び方

　1. 壁の縦開口のサイズを測ります。 　　   例）203.5cm
　2. 左の表「垂直開口部」にあてはめます。 200.5～204.4
　3.「ドアの高さ」＝　注文サイズ　　　 　 204.0cm　　　
ドアの施工後の有効開口はｂになります。   197.6cm
ドアフレームのサイズがaになります。　   204.9cm

｢ドアの幅｣　の選び方
　1 .壁の開口部の横幅を出します。　　　   例）97.5cm　
　2. 左の表「水平開口部」にあてはめます。 95.5～100.4
　3.「ドアの幅」＝　注文サイズ　　　   98.0cm
ドアの施工後の有効開口はBになります。   85cm
ドアフレームのサイズがAになります。　   90.7cm

ケーシングの調整
壁厚Ｔ”に合わせ、Ｌ”をカットします。
例）壁厚Ｔ”が22.5cmの場合、”
L”を5.2cm短くカットします。
L＝22.5cm–5.2cm ＝17.3cm　

対応可能な壁厚サイズは
28.4cm以内です。Ｔ≦28.4cm　
（それ以上のケーシングは特注。）
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Terms and  
condiTions

A. ドア
　1. 記載のドアはすべて注文ごとに制作されます。 
　　 ご注文、お見積り時は以下の情報が必要になります。
 a. ご注文のドアサイズ (高さ、幅）P30参照 
 b. デザイン番号と色（室内側、屋外側それぞれ）
 c. 開閉方向および吊手方向　≪室内側から見て≫ 
　　　　　　(内開き右吊、内開き左吊、外開き右吊、外開き左吊)
 d. ロッキングポイント数（ 14本 、18本）
 e. ドアノブなどのアクセサリーの選択　P28,29参照
 f. オプションの要望 (追加ハンドル、断熱材など)
　2. すべてのドアの基本付属品は
 a. スチール製ドアフレーム(亜鉛メッキ加工）
 b. ドアパネルのデザインに合わせたケーシング
 c. ドアスコープ、ドアーガード
 d. ドア下隙間風ガード
 e. 14本　ロッキングポイント
 f. 「CISA社」５連シリンダー錠　ディンプルキー5本
 
B. 価格
　1．アルミの塗装色、合板の仕上げ材によって価格が変わります。
　2. 表示価格には消費税が含まれておりません。
　3. 価格には送料、施工費は含まれておりません。
　
C.商品の保障
　1. すべてのドア 10年保障 (免責あり）

D. 掲載画像について
　1. 掲載している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。予めご了承ください。 
      

売買条件
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