間仕切りや収納扉・出入口扉としても活用できるアルミフレームドア。

APPLICATION

大空間の間仕切りとして

Living Space

リビングスペース

［ 引違戸 ］2枚／上レール直付・たて枠なし・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：スモークホワイト ストライプフロスト
（よこ）
枠外高2300mm 枠外幅1400mm
セット設計価格（税込価格）
￥161,500（￥169,575）

Kitchen Space

キッチンスペース

[ 引違戸 ] 3枚（3本レール）／4方枠・下レール仕様
アルミカラー：シルバー／パネルカラー：スモーク
枠外高2327mm 枠外幅2205mm

セット設計価格（税込価格）
￥286,100（￥300,405）

収納扉として

Sanitary Space

部屋の出入口として

サニタリースペース

［ 引違戸 ］2枚／上レール直付・たて枠なし・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／パネルカラー：スモークホワイト
枠外高2000mm 枠外幅1000mm
セット設計価格（税込価格）
￥154,000（￥161,700）

Kitchen Space

キッチンスペース

[ 引違戸 ] 3枚（3本レール）／4方枠・下レール仕様
アルミカラー：シルバー／パネルカラー：スモークホワイト
枠外高2400mm 枠外幅2370mm

セット設計価格（税込価格）
￥284,100（￥298,305）

をいただきます。
受 14 受注から生産完了まで 約14営業日(土日祝日は除く）
納品までの日数は、配送システムの違いにより地域によって異なります。詳しくは販売員までお問い合わせください。

Entrance Space

エントランススペース

［ 引違戸 ］2枚／3方枠・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／パネルカラー：スモーク
枠外高2228mm 枠外幅1757mm

セット設計価格（税込価格）
￥188,300（￥197,715）

Private Space

ORDER MADE

I
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ALUMI
FRAME
DOOR

プライベートスペース

明るくモダンな 空 間 設 計を可 能 にするスライドドアで す。

[ 引違戸 ] 4枚／4方枠・下レール仕様
アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：スモークホワイト スモーク
枠外高2444mm 枠外幅3039mm

セット設計価格（税込価格）
￥352,900（￥370,545）

オーダーメイド

[ アルミフレームドア ]

オーダーメイド製品は、
確認図面へのお客様承認印受領をもって受注日とします。
表記の日数に図面作成期間は含みません。

引違戸・引込戸／片引戸・引分戸
ご注意
〒136-8405
東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー11F
TEL 03-5534-3716 FAX 03-5534-3856

L

■製品の品質や安全性には万全を期しておりますが、施工に当たっては製品に添付している
「施工説明書」をよくお読みの上、
確実な施工をお願いします。
■製品の施工・取り扱いにおいて、
ご不明な点がございましたら、弊社販売員までお気軽におたずねください。
■品質には万全の注意を期しておりますが、開梱時に破損・傷・シミなどの有無をご確認の上、施工してください。
TP-BDC1202-00

INSET-TYPE &
OUTSET-TYPE

Liveing Room

Dining Room

L

E

FUNCTIONAL
FEATURES

空間を多彩にコーディネートできる、
オーダーメイドのアルミフレームドア。
製品特長
セパレートする空間と目的に合わせ
基本2タイプをラインナップ。

［ 引違戸 ］［ 引込戸 ］ ／［ 片引戸 ］
［ 引分戸 ］
を取り揃えています。
スペースサイズや空間デザイニングに合わせ、
それぞれ扉枚数を選べます。

INSET-TYPE

OUTSET-TYPE

インセットタイプ

アウトセットタイプ

［ 引違戸 ］

［ 片引戸 ］

［ 引込戸 ］

デザインフリー。
インテリアテイストに合わせて、
中桟本数や全12色のパネルカラーを組み合わせられます。

［ 引分戸 ］

多くのニーズに応えるため、扉高450〜2700mm／
扉幅450〜1200mmに対応しています。

個性派のニーズにも応えられるように、
中桟本数・配置位置フリーです。
パネルカラーは
［PSタイプ］[プレーンタイプ][ストライプタイプ][木調タイプ]の
4タイプ全12色から自由に組み合わせ可能です。

開放感が増す天井までのフルサイジングが可能な扉高2700mmまでを設定。
高さ・幅とも1mm単位の細かいオーダーにも対応いたします。暮らす空間にジャ
ストフィットなシステムです。

ORDER UNIT

1mm

DH（扉高）
：
2700mm

中桟6本／アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：スモークグリーン
（マット）

中桟2本／アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：スモークホワイト
ウッドナチュラル
（よこ）

中桟1・2本／アルミカラー：ブラウン／
パネルカラー：スモークホワイト
ウッドブラック
（よこ）

DH（扉高）
：
450mm

■中桟本数・配置位置フリー
■パネルカラー組み合わせフリー
■サイズフリー
（規定内）

INSET-TYPE
ベッドサイドのハイセンスなクロゼット扉として。

ホワイト基調のインテリアに明るく映え、

センター2本の中桟レイアウトがデザイン性をアップさせます。

ORDER MADE

ALUMI FRAME DOOR

［ 引違戸 ］3枚（3本レール）／上レール直付・たて枠なし・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／パネルカラー：スモークグリーン
（マット） ストライプフロスト
（よこ）
枠外高2300mm 枠外幅2286mm
セット設計価格（税込価格）
￥257,400（￥270,270）

［ 片引戸 ］下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／パネルカラー：フロストホワイト
枠外高2090mm 枠外幅1030mm（レール幅2073mm）

DW（扉幅）
：1200mm

最大サイズ

最小サイズ

ユニバーサルデザイン仕様

暮らす環境に優しい、
ユニバーサルな設計です。

UNIVERSAL DESIGN

G

プラスジェントルバリュー。
施工時も、日々の暮らしの中にも優しいユニバーサルデザインです。
毎日使うものだから、使い心地と快適性を重視して設計しました。
お客様の満足の笑顔をカタチにしました。

あなたに優しい住まいを

ベッドルームの出入口扉として。
部屋を明るく強調する効果が高いシルバーフレーム＆
透過性のあるホワイトカラーでデザイン。
採光性も高いので、北側のベッドルームでも明るく過ごせるプランです。

DW（扉幅）
：450mm

A とっても静かなソフトクローズ機構

A

スムーザー内蔵のレールが、閉める時の衝撃と音を
大幅に軽減し、
ゆっくりと静かに閉まります。
スムーザー

B

吊車

セット設計価格（税込価格）
￥122,600（￥128,730）

C
Soft Close
スムーザー

[ 表紙のプラン ]
［ 引込戸 ］3枚（3本レール）／
3方枠・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：スモーク スモークグリーン（マット）
枠外高2500mm
枠外幅3867mm（引込部含む）

補助ストッパー

D
補助ストッパー
補助ストッパー

セット設計価格（税込価格）

￥298,300（￥313,215）
［ 引違戸 ］3枚（3本レール）／
4方枠・下レール仕様
アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：スモーク スモークホワイト
枠外高2420mm
枠外幅2600mm

OUTSET-TYPE

B 施工にも優しいワンタッチ装着
レールへの扉の取り付けは、
吊車を吊車キャッチャーに差し込み
ナットを締めるだけの簡単設計です。
専用スパナで高さの微調整（ 4mm）
が可能です。

※旧タイプには上レールに中間スクリーンを設定していましたが、現行タイプには未設定です。
一部施工写真には旧タイプが含まれます。

C 身長を選ばない取手
フレームデザインと一体化。
つかむ場所を選ばないユニバーサル
デザインの取手です。

D 選べる2つの下部バリアフリー仕様
目的・用途に応じて、
「下ガイド仕様」
「下レール仕様（3mm厚）」
の
2タイプから選択できます。
どちらもユニバーサルデザインのバリアフリータイプです。

吊車

▲

セット設計価格（税込価格）

スムーザーの付かない箇所は、
補助ストッパーを取り付けています。

吊車

￥298,100（￥313,005）
吊車キャッチャー

下ガイド仕様

下レール仕様

INSET-TYPE

インセットタイプ
（3本レール）／
2枚／3枚（3本レール）
［引違戸］2枚／3枚
3枚（2本レール）／4枚 各3方枠・4方枠 ［引込戸］各3方枠・4方枠

製品特長

下部仕様

［ 引違戸 ］上面図

引込部

［ 引込戸 ］上面図

↑

同じ間口でもフルオープンの開 放 感を
求めたい場合や、扉2枚で広い開口部が
求められる場合などにおすすめです。

躯体

同じ間口でも扉は躯体の引込部に納まり
フルオープンの開放感

フラット＆バリアフリーの
下ガイド仕様

アルミフレームドアはオーダーメイド製品です。
発注には図面作成が必要となりますので
詳細および見積等に関しては、別途お問い合わせください。

ALUMI
FRAME
DOOR

躯 体 構 造に制 限がある場 合や、オープ
ン時にも扉をインテリアの一部とし残し
たい場合のプランに最適です。

躯体
扉1枚分が残る

ORDER MADE

バリアフリーの
下レール仕様

［ 引違戸 ］3枚（3本レール）／3方枠・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／パネルカラー：フロストホワイト
枠外高2348mm 枠外幅2544mm

=開口部

セット設計価格（税込価格）
￥266,600（￥279,930）

価格一覧・開閉パターン

ＵＷ：枠外幅 ＵH：枠外高

DＷ：扉幅

DH：扉高 S：尺

X：2 4

M：メーター

単位：mm

●価格算出条件＝サイズ：定寸／パネルカラー：全タイプ
（同一価格） ●表記の価格はセット設計価格。
（）
内は消費税込価格。 ● ※設定外=サイズ条件外のため規格対象外です。

をいただきます。
受 14 受注から生産完了まで 約14営業日(土日祝日は除く）
納品までの日数は、配送システムの違いにより地域によって異なります。詳しくは販売員までお問い合わせください。
オーダーメイド製品は、
確認図面へのお客様承認印受領をもって受注日とします。
表記の日数に図面作成期間は含みません。

［引違戸2枚］

［引込戸2枚］

前

［引違戸3枚］

［引込戸3枚］

前

3本レール

前

前

前

［引違戸4枚］

躯体壁

前

下レール

下レール

下レール

2本レール

［ 引違戸4枚 ］

下ガイド

3本レール

［ 引込戸3枚 ］
2本レール

下ガイド

下ガイド

躯体壁

3本レール

［ 引違戸3枚 ］
3本レール

扉上面図

［ 引込戸2枚 ］

扉上面図

扉上面図

［ 引違戸 2枚］

セット内容：扉本体／3方枠もしくは4方枠／ビスセット

■扉3枚
（2本レール）
・扉4枚には仕様上、
引込戸の設定はありません。

引込戸は3本レールのみ
レール本数・下部仕様で開閉パターンが異なります。右図をご参照ください。

下部仕様

高さ フレーム
UH（DH） タイプ
20：
2000
（1907）

幅UW（DW）
グレー部：引込戸

1
1

パネル
［PSタイプ］のみ
対応

アルミ3方枠
G：下ガイド

24：
2400
（2307）

2
3

27：
2700
（2607）

20：
2000
（1907）

2
3

1

パネル
［PSタイプ］のみ
対応

24：
2400
アルミ4方枠 （2307）
R：下レール

27：
2700
（2607）

セット
設計価格
上段：引違戸

1

2
3
2
3

A：引違戸／K：引込戸

納まりタイプ

下段：引込戸

S：

1690
（854）
2600
（889）

X：

2枚

1706（862）
2616（895）

￥167,400（￥175,770）

￥169,300（￥177,765）

￥174,000（￥182,700）

￥175,900（￥184,695）

￥176,300（￥185,115）

￥178,300（￥187,215）

￥182,900（￥192,045）

￥184,900（￥194,145）

￥177,600（￥186,480）

￥179,500（￥188,475）

￥184,200（￥193,410）

￥186,100（￥195,405）

￥178,500（￥187,425）

￥180,500（￥189,525）

￥185,100（￥194,355）

M：

1870（944）
2870（979）

￥171,300（￥179,865）

B：引違戸／L：引込戸

S：

2600
（889）
3510
（907）

X：

3枚（3本レール）

2616（895）
3526（911）

M：

2870（979）
3870（997）

￥250,100（￥262,605）

￥251,600（￥264,180）

￥258,700（￥271,635）

￥260,300（￥273,315）

￥274,600（￥288,330）

￥276,600（￥290,430）

￥283,300（￥297,465）

￥285,300（￥299,565）

￥275,900（￥289,695）

￥277,800（￥291,690）

￥284,500（￥298,725）

￥286,500（￥300,825）

￥182,500（￥191,625）

￥277,800（￥291,690）

￥279,800（￥293,790）

￥281,800（￥295,890）

￥187,100（￥196,455）

￥189,100（￥198,555）

￥286,500（￥300,825）

￥288,400（￥302,820）

￥290,400（￥304,920）

￥185,400（￥194,670）

￥187,400（￥196,770）

￥189,300（￥198,765）

￥283,800（￥297,990）

￥285,700（￥299,985）

￥192,000（￥201,600）

￥194,000（￥203,700）

￥292,400（￥307,020）

￥294,400（￥309,120）

￥186,400（￥195,720）

￥188,300（￥197,715）

￥190,300（￥199,815）

￥285,700（￥299,985）

￥287,700（￥302,085）

￥289,700（￥304,185）

￥193,000（￥202,650）

￥194,900（￥204,645）

￥196,900（￥206,745）

￥294,300（￥309,015）

￥296,300（￥311,115）

￥298,300（￥313,215）

￥171,500（￥180,075）

￥173,500（￥182,175）

￥175,400（￥184,170）

￥258,300（￥271,215）

￥259,900（￥272,895）

￥178,900（￥187,845）

￥180,900（￥189,945）

￥267,800（￥281,190）

￥269,300（￥282,765）

￥180,500（￥189,525）

￥182,400（￥191,520）

￥282,900（￥297,045）

￥284,800（￥299,040）

￥187,900（￥197,295）

￥189,800（￥199,290）

￥292,400（￥307,020）

￥294,300（￥309,015）

￥181,700（￥190,785）

￥183,700（￥192,885）

￥185,600（￥194,880）

￥284,100（￥298,305）

￥286,100（￥300,405）

￥189,100（￥198,555）

￥191,100（￥200,655）

設定外※

￥293,600（￥308,280）

￥295,600（￥310,380）

￥182,700（￥191,835）

￥184,600（￥193,830）

￥186,600（￥195,930）

￥286,100（￥300,405）

￥288,000（￥302,400）

￥290,000（￥304,500）

￥190,100（￥199,605）

￥192,000（￥201,600）

￥194,000（￥203,700）

￥295,500（￥310,275）

￥297,500（￥312,375）

￥299,500（￥314,475）

￥189,500（￥198,975）

￥191,500（￥201,075）

￥193,400（￥203,070）

￥296,100（￥310,905）

￥298,100（￥313,005）

￥196,900（￥206,745）

￥198,900（￥208,845）

設定外※

￥305,600（￥320,880）

￥307,600（￥322,980）

￥190,500（￥200,025）

￥192,400（￥202,020）

￥194,400（￥204,120）

￥298,000（￥312,900）

￥300,000（￥315,000）

￥302,000（￥317,100）

￥197,900（￥207,795）

￥199,900（￥209,895）

￥201,800（￥211,890）

￥307,500（￥322,875）

￥309,500（￥324,975）

￥311,500（￥327,075）

設定外

※

￥180,300（￥189,315）
設定外

※

￥181,500（￥190,575）
設定外

※

設定外

※

設定外

※

￥184,400（￥193,620）
設定外

※

設定外※

設定外※

設定外※

設定外※

C：引違戸

3枚（2本レール）

S：2600（889）

X：2616（895）

￥236,200（￥248,010）

￥240,100（￥252,105）

￥258,800（￥271,740）

￥260,700（￥273,735）

￥260,000（￥273,000）

￥262,000（￥275,100）

￥262,000（￥275,100）

￥263,900（￥277,095）

￥267,900（￥281,295）

D：引違戸
M：2870（979）

4枚

S：3510（894）

X：3526（898）

￥324,400（￥340,620）

￥326,300（￥342,615）

￥335,200（￥351,960）

￥337,100（￥353,955）

￥336,400（￥353,220）

￥338,400（￥355,320）

￥265,900（￥279,195）

￥339,300（￥356,265）

￥341,300（￥358,365）

￥343,300（￥360,465）

￥269,900（￥283,395）

設定外※

￥345,000（￥362,250）

￥346,900（￥364,245）

設定外※

￥269,800（￥283,290）

￥271,800（￥285,390）

￥273,800（￥287,490）

￥347,900（￥365,295）

￥349,800（￥367,290）

￥351,900（￥369,495）

￥242,400（￥254,520）

￥246,300（￥258,615）

￥336,700（￥353,535）

￥338,700（￥355,635）

￥267,000（￥280,350）

￥269,000（￥282,450）

￥347,500（￥364,875）

￥349,500（￥366,975）

￥268,300（￥281,715）

￥270,200（￥283,710）

￥348,800（￥366,240）

￥350,700（￥368,235）

￥270,200（￥283,710）

￥272,200（￥285,810）

￥274,200（￥287,910）

￥351,700（￥369,285）

￥353,600（￥371,280）

￥355,600（￥373,380）

￥280,300（￥294,315）

￥282,200（￥296,310）

設定外※

￥359,400（￥377,370）

￥361,400（￥379,470）

設定外※

￥282,200（￥296,310）

￥284,100（￥298,305）

￥286,200（￥300,510）

￥362,300（￥380,415）

￥364,300（￥382,515）

￥366,300（￥384,615）

設定外※

設定外※

M：3870（984）

設定外※

設定外※

OUTSETTYPE

COLOR
VARIATION

アウトセットタイプ

［片引戸］
［引分戸］
ユニバーサルデザイン

リフォーム対応

［アルミカラー／パネルカラー］

ストライプタイプ

アルミカラー

ストライプのラインがデザインのアクセントに。

開戸の場合

中空ポリカーボネート製 有効パネルサイズ：H600 W850mm
シマ方向はたて・よこ関係なくレイアウト可能です。

開ける際に一度バック
しなければならない

850mm以上

片引戸
（引分戸）
の場合

S：シルバー

リフォームにも最適なアウトセットタイプ。

スムーズな流れの移動

すでに開口空間のある場所や、既存の開戸を取り払えばアウト
セットのアルミフレームドアを設置できます。狭い廊下などへの
出入りは、片引戸・引分戸の方が断然便利。住み始めて分かる
不便な点をリフォームで解決できます。

車椅子にも優しいユニバーサルデザイン。
車椅子でも開閉アクションがとってもスムーズな片引戸。
ドア開
閉の動きに合わせ前後に移動しないといけない開戸に比べ、
片
引戸なら前進移動のままで開閉できます。
さらに間口をたっぷ
りととれば出入りも楽々です。

クールなパール調の光沢感が
デザイン性をアップします。

B：ブラウン
ウォームな色合いのブラウンが
空間をシックで柔らかな印象にします。
SC：ストライプクリア

上部仕様

［ 引違戸 ］4枚（2本レール）／
3方枠・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：ストライプフロスト
（よこ）
枠外高2060mm 枠外幅3946mm

PSタイプ
硬度と耐水性に優れ、軽くて反りにくいポリスチレン製のパネル。
中桟なしで扉高2500mmまで対応。
ポリスチレン製

ORDER MADE

ALUMI
FRAME
DOOR

レールカバーデザイン

断面図

木調タイプ
（両面同柄）

天井高の低い空間にも設置可能。

セット設計価格（税込価格）
￥108,000（￥113,400）

高級感のあるシックでモダンな空間を創造。

柄拡大

フラット＆バリアフリーの
下ガイド仕様
（下レール仕様：設定外）

扉高は最小450mmから対応しているので、天井高
1400mm・人気の中空間や小屋裏の出入口扉として
も対応可能です。

セット設計価格（税込価格）

￥437,800（￥459,690）

有効パネルサイズ：850 2380mm

下部仕様

［ 片引戸 ］下ガイド仕様
アルミカラー：ブラウン／
パネルカラー：ウッドブラック
（よこ） ストライプクリア
（たて）
枠外高2235mm 枠外幅900mm（レール幅1813mm）

SF：ストライプフロスト
全面ストライプフロストを
使用した施工例。

パネルカラー

中空間・小屋裏対応

たて
よこ

FW：フロストホワイト

FH：フロストハーフクリア

基材：MDF／表面材：オレフィンシート F☆☆☆☆（No.JFP-3032-0）
有効パネルサイズ=木目たて：H1800 W850／木目よこ：H1800 W850mm

たて
よこ

03

価格一覧・開閉パターン

ＵＷ：枠外幅 ＵH：枠外高

DＷ：扉幅

DH：扉高

S：尺

X：2 4

M：メーター

単位：mm

●価格算出条件：サイズ：定寸／パネルカラー：全タイプ
（同一価格） ●表記の価格はセット設計価格。
（）
内は消費税込価格。

をいただきます。
受 14 受注から生産完了まで 約14営業日(土日祝日は除く）
納品までの日数は、配送システムの違いにより地域によって異なります。詳しくは販売員までお問い合わせください。
オーダーメイド製品は、
確認図面へのお客様承認印受領をもって受注日とします。
表記の日数に図面作成期間は含みません。

［片引戸］

［引分戸］

WB：ウッドブラック

WN：ウッドナチュラル

FG：フロストグリーン

木調タイプを
使用した施工例。

セット内容：扉本体／上レール／下ガイド／ビスセット

片引戸

引分戸

扉上面図

扉上面図

下ガイド

下ガイド

プレーンタイプ
飽きのこないシンプルな定番カラーをラインナップ。

［ 引違戸 ］3枚（3本レール）／
3方枠・下ガイド仕様
アルミカラー：シルバー／
パネルカラー：ウッドナチュラル
（よこ）
スモークホワイト
枠外高2348mm 枠外幅2544mm

アクリル製（フロストアンバーのみポリカーボネート製） 有効パネルサイズ：850 1880mm

セット設計価格（税込価格）

※DWは木質枠25mm厚
（当社推奨）
で算出しています。

下部仕様

高さ
UH（DH）

20：

2000
（1937）

※図は右勝手

フレームタイプ

G：

2400
（2337）

下ガイド

27：

I：片引戸

納まりタイプ
幅
UW（DW）

S：730

（748）

￥95,700

X：746

（764）

￥97,800

M：820

（838）

￥99,800

S：1640

（828）

￥170,800

X：1656

（836）

￥172,800

（918）

￥176,800

（￥102,690）

（￥104,790）

（￥179,340）

（￥181,440）

（￥185,640）

1

￥102,200

￥104,300

￥106,300

￥185,000

￥187,100

￥191,100

2

（￥107,310）

（￥109,515）

（￥111,615）

（￥194,250）

（￥196,455）

（￥200,655）

￥103,500

￥105,500

￥107,600

￥186,300

￥188,300

￥192,300

（￥108,675）

（￥110,775）

（￥112,980）

（￥195,615）

（￥197,715）

（￥201,915）

￥105,400

￥107,500

￥109,500

￥188,200

￥190,300

￥194,300

3

（￥110,670）

2

（￥112,665）

3

（￥114,765）

2700
（2637）

￥107,300

￥109,300

（￥112,875）

￥109,400

（￥114,870）

￥111,300

（￥116,865）

（￥114,975）

￥111,500

（￥117,075）

￥113,400

（￥119,070）

（￥197,610）

￥194,000

（￥203,700）

￥196,000

（￥205,800）

（￥199,815）

￥196,100

（￥205,905）

￥198,000

（￥207,900）

［ 引違戸 ］
4枚／4方枠・下レール仕様
アルミカラー：ブラウン／
パネルカラー：ウッドブラック
（よこ）
スモークホワイト
枠外高2450mm 枠外幅2600mm

M：1820

（￥100,485）

セット
設計価格

SM：スモーク

CL：クリア

J：引分戸

1

パネル［PSタイプ］のみ対応

24：

￥270,900（￥284,445）

セット設計価格（税込価格）

￥340,500（￥357,525）
SG：スモークグリーン

SW：スモークホワイト

たて
よこ

たて・よこ使い

有効サイズ内であれば、
たて・よこ使いが可能です。

REV リバーシブル仕様

標準仕様＝表面：マット／裏面：グロス。
表裏の仕様を選択できます。

（￥204,015）

￥200,100

（￥210,105）

アルミフレームドアはオーダーメイド製品です。
発注には図面作成が必要となります。
詳細および見積等に関しては、別途お問い合わせください。
パネルカラーについてのご注意

￥202,000

（￥212,100）

REV

FA：フロストアンバー

パネルの規格サイズが異なるため、扉のサイズやタイプによっては取り付けできないカラーがあります。
取り付け可能なカラーと扉タイプに関しても別途お問い合わせください。

