
YKK AP　ショールーム名古屋　展示商品一覧  2021年5月28日現在

カテゴリー名（大） カテゴリー名（小） 商品名 種類・デザイン・仕様など サイズ(W×H) カラー ゾーン/コーナー

窓・シャッター APW APW 230 丸FIX窓（Low-E断熱ニュートラル） 280×280 外：ステン　内：ミルキーホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 230 スクエアFIX窓（Low-E断熱型ブロンズ） 250×250 外：ステン　内：ミルキーホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 230 菱形FIX窓（Low-E断熱ブルー） 354×354 外：ステン　内：ミルキーホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 FIX窓（Low-E断熱ブルー）アングルビスレス 250×250 外：プラチナステン　内：ナチュラル 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 FIX窓（Low-E断熱ブルー）アングルビスレス 1235×250 外：プラチナステン　内：ナチュラル 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 FIX窓（Low-E断熱ブロンズ）アングルビスレス 1540×250 外：プラチナステン　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
片上げ下げ窓（Low-E断熱ブロンズ　WP01格子付）アングルビスレス　内開き網戸

（クリアネット）付
730×1370 外：ブラウン　内：クリア 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 高所用すべり出し窓　オペレーターハンドル仕様　固定網戸付 1235×370 外：プラチナステン　内：ナチュラル 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
高所用すべり出し窓　高窓用オペレーター（ループレス仕様）（Low-E断熱ニュートラ

ル）固定網戸付
640×370 外：プラチナステン　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 高所用すべり出し窓　電動ユニット付（Low-E断熱ニュートラル）固定網戸付 640×370 外：プラチナステン　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 高所用すべり出し窓（Low-Eニュートラル）折れハンドル仕様　固定網戸（クリアネッ 1690×370 外：ブラック　内：ブラック 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
ジョイント窓（３連窓）たてすべり出し窓(右勝手)+FIX＋たてすべり出し窓(左勝手)

方立２本　（Low-E遮熱ブルー）　固定網戸（クリアネット）付
1690×1830 外：プラチナステン　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓（Low-E断熱ブルー）アングルビスレス　グレモンハンドル仕様　内開き

網戸（クリアネット）付
300×300 外：プラチナステン　内：ナチュラル 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 すべり出し窓+FIX段窓　FIX窓　方立連窓 1149×1170 外：ホワイト　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓グレモンハンドル（Low-E断熱ニュートラル樹脂スペーサー）　内開き網

戸（クリアネット）付
1235×300 外：ホワイト　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓＋FIX連窓（Low-E断熱ニュートラル）オペレーターハンドル仕様　固定網

戸（クリアネット）付
1690×570 外：ブラック　内：ブラック 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 すべり出し窓グレモンハンドル（Low-E断熱ニュートラル） 防汚水切り付き 640×570 外：ブラック　内：ブラック 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル　WL01格子付　樹脂スペーサー）グレモ

ンハンドル仕様　上げ下げロール網戸（ブラックネット）付
405×970

外：ブラックウォールナット　内：ホ

ワイト(3C)
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル　WL01格子付　樹脂スペーサー）グレモ

ンハンドル仕様　横引きロール網戸（クリアネット）付
640×1170 外：チーク　内：ホワイト(3B) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル）アングルビスレス　オペレーターハンド

ル仕様　固定網戸（クリアネット）付
300×770 外：ブラック　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓オペレーターハンドル（Low-E断熱ニュートラル摺り樹脂スペー

サー）固定網戸（クリアネット）付
405×970 外：ホワイト　内：ホワイト TDYコラボコーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓オペレーターハンドル左勝手（Low-E断熱ニュートラル摺り樹脂ス

ペーサー）固定網戸（クリアネット）付
300×1170 外：ホワイト　内：ホワイト TDYコラボコーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓オペレーターハンドル右勝手（Low-E断熱ニュートラル摺り樹脂ス

ペーサー）固定網戸（クリアネット）付
300×1170 外：ホワイト　内：ホワイト TDYコラボコーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓グレモンハンドル（Low-E断熱ブロンズ）　上げ下げロール網戸（ク

リアネット）付
300×2070

外：プラチナステン 内：ダークブラ

ウン
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 引違い窓　2枚建（Low-E遮熱ブルー） 730×970 外：ブラック　内：ブラック 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 引違い窓（内障子：透明　外障子：不透明　真空トリプル　日射取得型） 640×970 外：ブラック　内：ブラック 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
木目仕様　片上げ下げ窓（Low-E断熱ブロンズ樹脂スペーサー）固定網戸（ブラック

ネット）付
300×970 外：チーク　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
木目仕様　すべり出し窓　オペレーターハンドル（Low-E断熱ニュートラル　型ガラス

アルミスペーサー）固定網戸（クリアネット）付
405×570

外：ブラックウォールナット　内：ホ

ワイト
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
木目仕様　引違い窓（Low-E断熱ブルー　樹脂スペーサー）スライド網戸（クリアネッ

ト）付
780×770

外：ブラックウォールナット　内：ホ

ワイト
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 防火窓 すべり出し窓グレモンハンドル仕様　防火（網入Low-E断熱ブルー） 780×300
外：プラチナステン 内：ダークブラ

ウン
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 331
シャッター付引違テラス戸　4枚建　電動スリットシャッター　（Low-E遮熱ブルー）ス

ライド網戸（ブラックネット＋クリアネット付）
2550×2030 外：プラチナステン　内：ホワイト 窓コーナー
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窓・シャッター APW APW 331
シャッター付引違テラス戸　2枚建　電動シャッター　（Low-E断熱ブロンズ）スライド

網戸（クリアネット付）
1540×2030 外：プラチナステン　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 331 テラスドア（Low-E断熱ブロンズ）アングルビスレス 780×1830 外：ブラウン　内：クリア 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓+FIX窓　段窓　オペレーターハンドル（Low-E断熱ニュートラル）

固定網戸（クリアネット）付
300×2700

外：プラチナステン（JN）　内：

ダークブラウン
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 FIX窓（Low-E断熱ブルー）　アングル無枠 200×1570
外：プラチナステン（JN）　内：

ダークブラウン
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430 ツーアクション窓（日射遮蔽型ダブルLow-Eトリプルガラス　ブルー）　可動網戸付 730×1370 外：ホワイト　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
ツーアクション窓（日射遮蔽型ダブルLow-Eトリプルガラス　ブルー）　可動網戸付

クリプトンガス入
405×970 外：ホワイト　内：ホワイト TDYコラボコーナー

窓・シャッター APW APW 430
すべり出し窓　（日射遮蔽型ダブルLow-Eトリプルガラス　ブルー）　上げ下げロール

網戸（クリアネット）付
405×570 外：ホワイト　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
たてすべり出し窓　（日射遮蔽型ダブルLow-Eトリプルガラス　ブロンズ　格子入

り:WL11）　横引きロール網戸（クリアネット）付
405×970 外：ブラック　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
引違い窓　（日射取得型Low-Eトリプルガラス　ニュートラル）スライド網戸（クリア

ネット）付
780×770 外：ブラウン　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 431
シャッター付引違テラス戸　2枚建　手動シャッター　（Low-Eトリプルガラス断熱

ニュートラル）スライド網戸（クリアネット）付
1540×2070

外：プラチナステン(JO)　内：ホワイ

ト(3C)
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430 防火窓
すべり出し窓グレモンハンドル（日射遮蔽型ダブルLow-Eトリプルガラス　ブルー）

横引ロール網戸（クリアネット）付
640×770 外：ホワイト　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430 防火窓
たてすべり出し窓グレモンハンドル（日射遮蔽型ダブルLow-Eトリプルガラス　ブロン

ズ）　上げ下げロール網戸（クリアネット）付
730×770 外：ブラウン　内：ホワイト 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 511
大開口スライディング　片引き窓　偏芯タイプ／木目仕様　（Low-E断熱ブルー）　戸

先錠付サポートハンドル　スライド網戸（クリアネット）付
2600×2530

外：ブラックウォールナット（3C）

内：ブラックウォールナット（3C）
窓コーナー

窓・シャッター APW APW 511 大開口スライディング　FIX窓　テラスタイプ／木目仕様　（Low-E断熱ブルー） 640×2530
外：ブラックウォールナット（3C）

内：ブラックウォールナット（3C）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 引違い窓（Low-E遮熱ブルー）　スライド網戸（クリアネット）付 730×370
外：ピュアシルバー（S1）　内：ホ

ワイト（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 引違い窓（Low-E断熱ブロンズ）　内外同色　換気框付き　防汚水切り 730×370
外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（ET）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 引違い窓　内外同色（Low-E断熱ブロンズ　樹脂スペーサー） 730×370
外：ブラウン（B1）　内：ブラウン

（B1）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 引違テラス戸（Low-E断熱ニュートラル）　スライド網戸（クリアネット）付 1235×1830
外：ブラウン（B1）　内：ダークブ

ラウン（CM）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 片上げ下げ窓（Low-E遮熱ブルー　WL01格子入り） 405×770
外：ホワイト（YW）　内：クリア

（CD）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 片上げ下げ窓（Low-E遮熱ブルー　WA02格子入り） 405×770
外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（ET）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
片上げ下げ窓（Low-E遮熱ブルー　PA01格子入り）　上下スライド網戸（クリアネッ

ト）付
405×970

外：ピュアシルバー（S1）　内：ホ

ワイト（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 片上げ下げ窓　段窓換気ファン（Low-E断熱ブルー　樹脂スペーサー）
640×970+換気

ファンH200

外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（ET）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
たてすべり出し窓（Low-E断熱ブロンズ）　カムラッチハンドル　上げ下げ網戸（ブ

ラックネット）付
405×970

外：ホワイト（YW）　内：ナチュラ

ル（CE）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
たてすべり出し窓（Low-E断熱ブロンズ）　カムラッチハンドル仕様　横引きロール網

戸（クリアネット）付
300×970

外：プラチナステン（H2）　内：

ダークブラウン（CM）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
たてすべり出し窓　カムラッチハンドル仕様（Low-E断熱ブルー）　上げ下げロール網

戸（クリアネット）付
405×770

外：カームブラック（B7）　内：ク

リア（CD）
窓コーナー
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窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J
たてすべり出し窓　オペレーターハンドル仕様　（Low-E断熱ブルー）　固定網戸（ク

リアネット）付
405×770

外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（ET）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
すべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル）　オペレーターハンドル仕様　固定網戸（ク

リアネット）付
405×570

外：カームブラック（B7）　内：ナ

チュラル（CE）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
すべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル）　カムラッチハンドル仕様　上げ下げロール

網戸（クリアネット）付
405×770

外：ブラウン（B1）　内：クリア

（CD）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO すべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル）　カムラッチハンドル仕様 405×770
外：プラチナステン（H2）　内：ホ

ワイト（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J 片上げ下げ窓（Low-E遮熱ブルー　PA02格子入り） 405×970 ブラウン（B1） 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ ワイドスライディング 三枚連動片引き窓　断熱障子　オーバルバーハンドル　スライド網戸（クリアネット） 2600×2030 プラチナステン（H2） エクステリアコー

窓・シャッター 窓・サッシ ワイドスライディング 三枚連動片引き窓　断熱障子　　スライド網戸（クリアネット）付 2600×2030 プラチナステン（H2） TDYコラボコーナー

窓・シャッター 雨戸・シャッ X-BLIND 非常開放付　壁付　枠カバー部材・下地部材付 1176×1302 プラチナステン（H2） リモデル窓コーナー

窓・シャッター 雨戸・シャッ リモコンスリットシャッター ワイドスライディング用　電動リモコンスリットシャッター 2516×2050 プラチナステン（H2） TDYコラボコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO すべり出し窓（Low-E断熱ブロンズ）　カムラッチハンドル仕様 405×970
外：カームブラック（B7）　内：ホ

ワイト（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO すべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル）　オペレーターハンドル仕様 405×570
外：ピュアシルバー（S1）　内：

ダークブラウン（CM）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
ウインスター　スクエア大型突出し窓（Low-E断熱ニュートラル）　たて枠ロック無仕

様
900×900

外：カームブラック（B7）　内：

カームブラック（B7）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 内倒し窓（Low-E断熱ブルー）　固定網戸（クリアネット）付 405×570
外：ホワイト（YW）　内：ホワイト

（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 外倒し窓（Low-E断熱ブルー）　排煙錠仕様　サイズオーダー　復帰セット付 405×570
外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（ET）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットFIX窓（Low-E断熱ニュートラル） 300×303
外：ホワイト（YW）　内：ホワイト

（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットFIX窓（複層ガラス） 300×303
外：カームブラック（B7）　内：

カームブラック（B7）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットFIX窓（Low-E遮熱ブルー） 200×203
外：プラチナステン（H2）　内：ク

リア（CD）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットFIX窓（Low-E遮熱ブルー） 250×253
外：カームブラック（B7）　内：ナ

チュラル（CE）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットすべり出し窓（Low-E断熱ブルー） 300×303
外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（ET）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットすべり出し窓（Low-E遮熱ブルー） 780×203
外：ピュアシルバー（S1）　内：

ダークブラウン（CM）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットFIX窓（Low-E遮熱ブルー） 780×253
外：ホワイト（YW）　内：ホワイト

（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　横スリットすべり出し窓（Low-E遮熱ブルー） 780×303
外：ブラウン（B1）　内：ブラウン

（B1）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　たてスリットFIX窓（Low-E断熱ブロンズ） 300×2070
外：プラチナステン（H2）　内：ホ

ワイト（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　たてスリットすべり出し窓＋FIX窓（Low-E断熱ブロンズ） 250×2070
外：ピュアシルバー（S1）　内：ナ

チュラル（CE）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO スリット窓　たてスリットすべり出し窓（Low-E断熱ブロンズ） 200×2070
外：ブラウン（B1）　内：ホワイト

（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO 丸FIX窓（Low-E断熱ニュートラル） 780×780
外：ホワイト（YW）　内：ホワイト

（YW）
窓コーナー

玄関ドア・引戸 勝手口 エピソードⅡ NEO
通風ドア（安全合わせ複層ガラス(30mil)型ガラス　Low-E遮熱ブルー）横格子　脱着サ

ムターン　下枠ステンレスカバーセット
640×2030

外：プラチナステン（H2）　内：

ダークブラウン（CM）
窓コーナー
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玄関ドア・引戸 勝手口 エピソードⅡ NEO
エピソード　勝手口ドア　(Low-E断熱ブルー）　中桟付き　断熱腰パネル　ディンプル

キー
740×2030

外：カームブラック（B7）　内：ナ

チュラル（CE)
窓コーナー

玄関ドア・引戸 勝手口 エピソードⅡ NEO
フロア納まり通風片引き戸（Low-E複層ガラス　断熱ブルー）一本格子　２シリンダー

仕様
640×2030

外：プラチナステン（H2）　内：ホ

ワイト（YW）
玄関コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO 引違い窓　アルミ樹脂複合NEO（網入型Low-E断熱ブルー） 730×570
外：カームブラック（B7）　内：ナ

チュラル（CE）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO 引違い窓　アルミ樹脂複合NEO（耐熱強化Low-Eブルー） 730×570
外：ピュアシルバー（S1）　内：ホ

ワイト（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓G シリーズ アルミ複層 引違い窓　アルミ複層（網入Low-E断熱ブルー） 730×570 プラチナステン（H2） 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓G シリーズ アルミ複層 片上げ下げ窓　アルミ複層（網入Low-E断熱ブロンズ） 405×970 プラチナステン（H2） 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO
たてすべり出し窓　アルミ樹脂複合NEO（耐熱強化Low-E断熱ブロンズ）　カムラッチ

ハンドル仕様
405×1170

外：ブラウン（B1）　内：ダークブ

ラウン（CM）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO
すべり出し窓　アルミ樹脂複合NEO（網入Low-E断熱ブロンズ）　オペレーターハンド

ル仕様
405×770

外：ホワイト（YW）　内：ホワイト

（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO 内倒し窓　アルミ樹脂複合（網入Low-E断熱ブロンズ） 405×570
外：カームブラック（B7）　内：

ダークブラウン（CM）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓G シリーズ アルミ複層 横スリットFIX窓　アルミ複層（網入Low-E断熱ニュートラル） 780×230 ブラウン（B1） 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓G シリーズ アルミ複層 横スリットすべり出し窓　アルミ複層（網入Low-E断熱ニュートラル） 780×303 ホワイト（YW） 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO たてスリットすべり出し窓　アルミ樹脂複合（網入Low-E断熱ニュートラル） 200×1370
外：ピュアシルバー（S1）　内：

ダークブラウン（CM）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓G シリーズ アルミ複層 たてスリットFIX窓　アルミ複層（網入Low-E断熱ニュートラル） 150×1370 プラチナステン（H2） 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO 横スリットすべり出し窓　アルミ樹脂複合（網入Low-E断熱ニュートラル） 300×303
外：カームブラック（B7）　内：

カームブラック（B7）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO 横スリットFIX窓　アルミ樹脂複合（網入Low-E断熱ニュートラル） 250×253
外：ホワイト（YW）　内：クリア

（CD）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓G シリーズ アルミ複層 横スリットFIX窓　アルミ複層（網入型Low-E断熱ニュートラル） 200×203 ピュアシルバー（S1） 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO 勝手口ドア　上げ下げ通風仕様　アルミ樹脂複合（網入型Low-E断熱ブルー） 780×2030
外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（H2）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 天窓シリーズ
T型（突出し窓　手動タイプ）透明網入りガラス　ソーラーブラインド調光タイプ　ス

レート用水切
546×695

外：デニッシュグレー（2C）　内：

ホワイト（YW）
窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 天窓シリーズ
E型（突出し窓　電動タイプ）透明合わせガラス　ソーラーブラインド遮光タイプ　ス

レート用水切
546×695

外：デニッシュグレー（2C）　内：

クリア（CD）
窓コーナー

玄関ドア・引戸 勝手口 APW 431
勝手口ドア　本州規格　中桟無（日射遮蔽型ダブルLow-Eトリプルガラス　ブルー）上

げ下げロール網戸付　クリプトンガス入
785×2030 外：ホワイト　内：ホワイト TDYコラボコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 片開きフラット枠　形材断熱枠　105デザイン　ポケットKey仕様　ハンドル：Sブラッ 982×2330 ショコラウォールナット(Z9) エクステリアコー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 102デザイン　親子タイプ　フラット枠　ピタットkey仕様　ハンドル：シルバー色　 1235×2330 バニラウォールナット（AR） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 501デザイン 982×2330 ラスティックウッド（KX） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 スマートコントロールキー　ストレートハンドル　Ｓシルバー（室外側） Ｓシルバー 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 スマートコントロールキー　ストレートハンドル　Ｓブラック（室外側） Ｓブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 スマートコントロールキー　ストレートハンドル　Ｓブラウン（室外側） Ｓブラウン 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 手動錠　ストレートハンドル　シルバー（室外側） シルバー 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 手動錠　ストレートハンドル　ブラック（室外側） ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 手動錠　クラシックハンドル　アンティークブロンズ（室外側） アンティークブロンズ 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D70 片開きフラット枠　002デザイン　ポケットキーKey仕様　ハンドル：ブラウン色 982×2330 ダークW(DF) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N01型 922×2330 マキアートパイン（BE） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N02型 922×2330 ガナッシュウォールナット(DP) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N03型 922×2330 マキアートパイン（BE） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N04型 922×2330 シナモンオーク（BQ) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N05型 922×2330 ココナッツチェリー(XP) 玄関コーナー
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玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N06型 922×2330 ショコラウォールナット(Z9) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N07型 922×2330 ガナッシュウォールナット(DP) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N08型 922×2330 キャラメルチーク(KE) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N09型 922×2330 ガナッシュウォールナット(DP) 玄関コーナー

リフォーム 玄関 ドアリモ 玄関ドア D30
N10デザイン　親子タイプ　ポケットKey仕様(電池式)　ハンドル：ブラック色　額縁：

外50　内55　下枠段差緩和材付
1170×2234 マキアートパイン(BE)

リモデル玄関コー

ナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N11型 922×2330 マキアートパイン(BE) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N13型 922×2330 バニラウォールナット(JJ) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ナチュラル　N14型 922×2330 ココナッツチェリー(XP) エクステリアコー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F01型 922×2330 ピュアシルバー（S1） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F02型 922×2330 プラチナステン（H2） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30
シンプル　F03型【通風】　両袖FIX　フラット枠　ポケットkey仕様　ハンドル：ブ

ラック色　下枠ステンレスカバー付き
1235×2330 桑炭(W6) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F04型 922×2330 サファイアブルー(LV) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F06型【通風】 922×2330 ビターストーン(HV） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F07型 922×2330 ルビーレッド(KR) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F08型 922×2330 ピュアシルバー（S1） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F09型 922×2330 ツートンテラコッタ(HN) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F10型 922×2330 ツートンダークウォールナット(DM) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F11型 922×2330 スモークヒッコリー(A8） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F12型 922×2330 ハニーチェリー(BV） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シンプル　F12型 922×2330 ガトーアカシア(AF） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 シンプル　F13型 1695×2195 ビターストーン（HV） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シック　C01型 922×2330 ハニーチェリー(BV） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シック　C03型 922×2330 桑炭(W6) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シック　C04型 922×2330 ダージリンウォールナット(AM) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シック　C05型 922×2330 キャラメルチーク(KE) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シック　C08型 922×2330 カームブラック(K5) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シック　C09型【通風】 922×2330 ココナッツチェリー(XP) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 シック　C10型 922×2330 スモークヒッコリー(A8） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E01型 922×2330 アイスブルーノーチェ(BJ) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E02型 922×2330 バニラウォールナット(JJ) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E04型 922×2330 キャラメルチーク(KE) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E05型 922×2330 ショコラウォールナット(Z9) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E06型 922×2330 オリーブグリーン(QS) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E07型 922×2330 ダージリンウォールナット(AM) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア エレガント　E08型 922×2330 オリーブグリーン(QS) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E09型 922×2330 アイスブルーノーチェ(BJ) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E12型 922×2330 シナモンオーク（BQ) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E13型 922×2330 ガナッシュウォールナット(DP) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エレガント　E14型 922×2330 ココナッツチェリー(XP) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エクストラデザイン　E82型 922×2330 バニラウォールナット(JJ) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エクストラデザイン　F81型 922×2330 カームブラック(K5) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エクストラデザイン　F81型 922×2330 ブリリアントシルバー(Z3) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エクストラデザイン　C81型 922×2330 朱赤／ブリリアントシルバー(PA/Z3) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 エクストラデザイン　C82型 922×2330 青漆／カームブラック(PC/K5) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 子扉　K51【通風】 300×2330 ショコラウォールナット(Z9) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 子扉　J08　入隅用 200×2330 ピュアシルバー（S1） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 子扉　K05 300×2330 キャラメルチーク(KE) 玄関コーナー
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玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　丸型ストレートハンドル　シルバー（室外側） シルバー 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　丸型ストレートハンドル　ブラック（室外側） ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　角型ストレートハンドル　シルバー（室外側） シルバー 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　角型ストレートハンドル　ブラック（室外側） ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　クラシックハンドル　ブラック（室外側） ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　ロートアイアン調ハンドル　ブラック（室外側） ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　PSシリンダー　シルバー シルバー 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　PSシリンダー　ブラック ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　PSシリンダー　ゴールド ゴールド 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　WGシリンダー　シルバー シルバー 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　WGシリンダー　ブラック ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 手動錠　WGシリンダー　ゴールド ゴールド 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ハンドルA　ブラック（室外側） ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 ハンドルA　シルバー（室外側） シルバー 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 洋風カーブハンドル（室外側） ブラック 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30
エクストラデザイン　F81デザイン　片開きフラット枠　ピタットKey仕様　ハンドル：

ブラック色　下枠ステンレスカバー付き　フリーストップ仕様ドアクローザー
922×2330 カームブラック

エクステリアコー

ナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 シック　C02型 1695×2195 桑炭（W6） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 シック　C06型 1695×2195 ショコラウォールナット（Z9） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 シック　C07型 1695×2195 ココナッツチェリー（XP） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 シック　C09型 1695×2195 カームブラック（B7） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 シック　C12型 1695×2195 ハニーチェリー（W7） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 シック　C52T型(通風) 1695×2195 キャラメルチーク（YF） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30
C13デザイン　外引込みタイプ 　スマートコントロールキー（ポケットキーAC100V

式）　ハンドル：ブラック色
1695×2195 キャラメルチーク（YF) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 勝手口 フレミング J 勝手口ドア複層タイプ　中桟付　2シリンダー仕様　断熱パネル・ドアクローザー付 640×1830 ブラウン（B1） リモデル窓コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 C08デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（シルバー） 1690×2230 ハニーチェリー（W7） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 C02デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（シルバー） 1690×2230 キャラメルチーク（YF） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 C07デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブラック） 1690×2230 ショコラウォールナット（Z9） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 B10デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブロンズ） 1690×2230 キャラメルチーク（YF） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 B05デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブラック） 1690×2230 ショコラウォールナット（Z9） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 A01デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブラック） 1690×2330 新槙（LC） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 A12デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブロンズ） 1690×2330 ひのき（LG） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 A15デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブラック） 1690×2330 新槙（LC） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 A12デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブロンズ） 1690×2330 ひのき（LG） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 A16デザイン(通風)　ラッチ無 内外舟底引手（ブラック） 1690×2330 カームブラック（B7） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 A05デザイン　ラッチ無 内外舟底引手（ブロンズ） 1690×2330 ブラウン（B1） 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 大開口引戸 Y03デザイン（複層硝子仕様）車いす配慮仕様　内外バーハンドル（ラッチ無）：ブロ 1690×2230 ショコラウォールナット(Z9) 玄関コーナー

リフォーム ガラス アタッチメント付 複層ガラス 引違い窓用　Low-E遮熱ブルー型 337×856
アタッチメント色：プラチナステン

（H2）
リモデル窓コーナー

リフォーム 玄関 ドアリモ アウトセット玄関引戸
片引き込み戸　袖付　A10 　ラッチ付外側バーハンドル（シルバー）　下枠段差緩和材

付　（Low-E断熱ブルー）
1235×2250 ハニーチェリー（W7）

リモデル玄関コー

ナー

リフォーム 玄関 ドアリモ アウトセット玄関引戸
Y01デザイン（複層硝子仕様）　内外額縁：大  ラッチ付内外バーハンドル（ブラック）

下枠段差緩和材付　横引き収納網戸（XMA）
1170×2247 ショコラウォールナット（Z9） TDYコラボコーナー

リフォーム 勝手口 ドアリモ 勝手口ドア
勝手口ドア　断熱タイプ　ラチス格子　2シリンダー仕様　下枠アタッチメント・ステン

レスカバー　樹脂額縁見切り材付
676×1916

外：プラチナステン（H2）　内：ホ

ワイト（YW）

リモデル水まわりの

窓コーナー

リフォーム 玄関 ドアリモ 玄関引戸
C03デザイン（複層硝子仕様）　ラッチ無　外側バーハンドル（シルバー）　額縁：外

80　内25　下枠段差緩和材　下枠幅木付　格子付網戸（ブラックネット）
1649×2224 キャラメルチーク(YF)

リモデル玄関コー

ナー
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リフォーム 室内ドア ドアリモ 室内折戸 室内折戸　無採光デザイン　四方枠　アタッチメント付 682×1885 枠色　ブラウン　面材色　木目調
リモデル水まわりの

窓コーナー

リフォーム 浴室出入り口 ドアリモ 浴室ドア 浴室折戸　アタッチメント枠（四方枠） 753×1891 ピュアシルバー（S1）
リモデル水まわりの

窓コーナー

窓・シャッター 雨戸・シャッ X-BLIND 非常開放付　壁付　枠カバー部材・下地部材付 1176×1302 プラチナステン（H2） リモデル窓コーナー

窓・シャッター 雨戸・シャッ リモコンスリットシャッター ワイドスライディング用　電動リモコンスリットシャッター 2516×2050 プラチナステン（H2） TDYコラボコーナー

リフォーム
雨戸・シャッ

ター・網戸
マドリモ シャッター・雨戸 通風タイプ・パネルタイプ　XRA　鏡板5SB 900×2091 ブラウン（B1） リモデル窓コーナー

リフォーム
雨戸・シャッ

ター・網戸
マドリモ シャッター・雨戸 手動シャッターGR　ボックス下げ　横桟・耐風ポール付き　バタツキ防止部品 W1628×H1925 ブラウン（B1） リモデル窓コーナー

リフォーム
雨戸・シャッ

ター・網戸
マドリモ シャッター・雨戸 雨戸付用（戸袋かくし）　土間納まり　電動タイプ W2562×H2175 プラチナステン（H2） リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
マドリモSB同時交換浴室仕様　アルミ樹脂複合窓＋断熱パネル段窓（Low-E断熱ブルー

型）スライド網戸（クリアネット付）
1048×1059

外：プラチナステン（H2）　内：ホ

ワイト（YW）

リモデル水まわりの

窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
マドリモ居室仕様　アルミ樹脂複合引違い窓（Low-E断熱ブルー）サポート引手　スラ

イド網戸（クリアネット付）樹脂額縁見切り材付
1640×1988 外：プラチナステン 内：ナチュラル リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
マドリモ居室仕様　APW330引違い窓（Low-E断熱ニュートラル　樹脂スペーサー）樹

脂額縁　見切り材付
1135×1063 外：プラチナステン　内：ホワイト リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
マドリモ居室仕様　APW330片上げ下げ窓（Low-E遮熱ブルー　樹脂スペーサー）ワイ

ドケーシング
540×868

外：プラチナステン 内：ダークブラ

ウン
リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用 マドリモ浴室仕様　APW330引違い窓（Low-E断熱ニュートラル　樹脂スペーサー） 1480×1052 外：プラチナステン　内：ホワイト
リモデル水まわりの

窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
マドリモ居室仕様　APW430　たてすべり出し窓（ダブルLow-E　トリプルガラス

ニュートラル）樹脂額縁
540×673 外：プラチナステン　内：ホワイト リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓　戸先錠仕様（Low-E複層ガラス断熱ニュートラル）掃出しアタッチメント 1598×1998 木目ナチュラル(E3) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 2枚建窓　間仕切用下枠　ブラインド入り複層硝子（ブラインド：グレイ色） 1598×698 ミディアムオーク(E9) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 3枚建突合せタイプ（外内内）　複層硝子仕様　ボタン錠付クレセント 1598×698 ダークブラウン(CM) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓　単板和紙調硝子＋荒間格子 738×698 木目クリア(E2) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓　戸先錠仕様　和室用複層硝子（横繁吹寄格子） 738×698 木目クリア(E2) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 内開き窓　安全合わせ複層ガラス(30mil)　アームストッパー付　ふかし枠25（4方） 598×698 ホワイト(YW) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU FIX窓　複層硝子仕様　補強ふかし枠40カーテンレール対応（4方） 598×698 グレイ(DC) リモデル窓コーナー

リフォーム 勝手口 マドリモ 内窓 プラマードU 開き窓テラス　複層硝子　補強ふかし枠70（4方）補強部品（束仕様）　アームストッ 598×1798 木目ナチュラル(E3) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU
内開き窓　複層硝子（断熱ニュートラル）仕様　アームストッパー付　ふかし枠25（4

方）
362×697 ホワイト（YW）

リモデル水まわりの

窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓　マンション用ふかし枠50　（Low-E断熱ニュートラル） 木目ナチュラル(E3) リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓（Low-E遮熱ブルー透明P3P5） 638×698 ホワイト（YW） TDYコラボコーナー

リフォーム ガラス ブラインド入複層ガラス 後付型 引違い窓用　Low-E断熱ニュートラル型　ブラインド：アイボリー色　専用網戸付 337×656 アタッチメント色：ブラウン（B1） リモデル窓コーナー

リフォーム 窓 フレームプラス G2 梁下長さ：2510　標準仕様 2600×1620 ブラウン(B1) 窓コーナー

リフォーム 窓 フレームⅡ BOX型フレーム 1140×1775 窓コーナー

リフォーム 窓 壁カット工法 エピソードS　片上げ下げ窓　壁カット工法窓モール単体枠用付 640×1170
外：プラチナステン（H2）　内：プ

ラチナステン（ET）
リモデル窓コーナー

インテリア建材 採光ユニット スクリーンパーティション FIX窓 パネル：ガラスカラーマット調　枠見込：175 200×200 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 採光ユニット
スクリーンパーティション アクリル

ブロックFIX
クリアブロック：透明　目地：ピュアマットシルバー 400×412 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 採光ユニット
スクリーンパーティション アクリル

ブロックFIX
フロストブロック：乳白　目地：シルキーホワイト 248×260 シルキーホワイト（WM） リモデル窓コーナー

インテリア建材 採光ユニット
スクリーンパーティション アクリル

ブロックFIX
クリアブロック：ガラスカラークリア　目地：スケルトン（半透明） 248×260 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー
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インテリア建材 採光ユニット
スクリーンパーティション アクリル

ブロックFIX
フロストブロック：ガラスカラーフロスト　目地：スケルトン（半透明） 248×260 シルキーホワイト（WM） リモデル窓コーナー

インテリア建材 採光ユニット
スクリーンパーティション アクリル

ブロックFIX
クリアブロック：ローズピンク　目地：ピュアマットシルバー 248×412 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
SAタイプ　片引き戸　　採光面材：ガラスカラーマット調　ソフトクローズ付き 1590×2442

フレーム：ピアマットシルバー

（DA）
リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
NAタイプ　片引き戸　　採光面材：スモークグレーマット調 1590×2442

フレーム：ブラック（艶なし）

（K2）
リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ

C3タイプ　片引き戸　　採光面材：ガラスカラーマット調　パネル色：ブラウンノー

チェ
1590×2442 ホワイトウォールナット（F3） リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
TBタイプ　片引き戸　　採光面材：和紙調樹脂シート 1590×2442

フレーム：ピアマットシルバー

（DA）
リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
JAタイプ　片引き戸　　採光面材：透明　パネル：クリアオーク 1590×2442

フレーム：ピアマットシルバー

（DA）
リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
MAタイプ　片引き戸　　採光面材：クリアマット調 1590×2442 ナチュラルチェリー（F9） リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
LAタイプ　片引き戸　　採光面材：透明 1590×2442 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
HAタイプ　片引き戸　　採光面材：クリアマット調 1590×2442 ブラウンチーク（NF） リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション スライ

ディングタイプ
W4タイプ　片引き戸 1590×2442 ダークウォールナット（N4） リモデル窓コーナー

インテリア建材 採光ユニット スクリーンパーティション 引違い窓 2枚建　パネル：ガラスカラーマット調 733×740 シルキーホワイト（WM） リモデル窓コーナー

インテリア建材 採光ユニット スクリーンパーティション 開き窓 両開き窓　パネル：透明 733×1140 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切
スクリーンパーティション 固定タイ

プ 格子調デザイン
縦格子 669×2732 クリアオーク(F6) リモデル窓コーナー

インテリア建材 間仕切 スクリーンパーティション 折戸タイ NAタイプ　1枚折戸 580×2442 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内引戸 ファミット ガラスデザイン 室内引戸 ガラスデザイン　全採光　ガラス：ファブリック 1643×2033 シルキーホワイト（WM） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内引戸 ファミット ガラスデザイン 室内引戸 ガラスデザイン　横格子　ガラス：ブラック 1643×2033 ブラック(艶なし)（K2） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内引戸 ファミット ガラスデザイン 室内引戸 ガラスデザイン　全採光　ガラス：マット 1643×2033 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内引戸 ファミット クロスデザイン 室内引戸 クロスデザイン　三方枠　　直付敷居 スリット採光 1643×2033 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内引戸 ファミット クロスデザイン 室内引戸 クロスデザイン　三方枠　　直付敷居 1643×2033 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内ドア ファミット クロスデザイン 片開きド 右勝手　鍵無　　丸座ハンドル　ドアストッパー 740×2033 シルキーホワイト（WM） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ F 室内引戸 シンプル　A34デザイン DW814×DH1975グルーヴィウォールナット（3L） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ F 室内引戸 カジュアル A35デザイン DW814×DH1975ブライトペカン（6H） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ F 室内引戸 カジュアル A37デザイン DW814×DH1975ボタニカルメイプル（1J） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ F 室内引戸 シンプル　A56デザイン DW814×DH1975グランドウォールナット（6J） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ F 室内引戸 カジュアル　A57デザイン DW814×DH1975グレイオーク（5A） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ F 室内引戸 カジュアル　A59デザイン DW814×DH1975ブルーペイントアッシュ(5V) インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 シンプル　TAデザイン DW814×DH1975ブラウンチーク（NF） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 シンプル　TCデザイン DW814×DH1975クリアオーク（F6） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 框組　NAデザイン DW814×DH1975木質プレーン（F8） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 シンプル　TTデザイン DW814×DH1975ナチュラルチェリー（F9） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 シンプル　TWデザイン DW814×DH1975ナチュラルチェリー（F9） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 シンプル　TMデザイン DW814×DH1975ホワイトウォールナット（F3） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 カジュアル　T61デザイン DW814×DH1975ダークウォールナット（N4） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 框組　JFデザイン DW814×DH1975ブラウンチーク（NF） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 シンプル　Y24デザイン DW814×DH1975クリアオーク（F6） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 カジュアル B54デザイン DW814×DH1975ダークウォールナット（N4） インテリアコーナー
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インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 カジュアル B35デザイン DW814×DH1975ホワイトウォールナット（F3） インテリアコーナー

インテリア建材 室内引戸 ラフォレスタ 室内引戸 カジュアル B53デザイン DW814×DH1975ブラウンチーク（NF） インテリアコーナー

インテリア建材 新和風 ラフォレスタ 間仕切障子 枡格子　樹脂製和障子紙 1643×2046 ダークウォールナット（N4） インテリアコーナー

インテリア建材 新和風 ラフォレスタ 間仕切障子 横繁吹寄　強化和障子紙 1643×2046 白木 インテリアコーナー

インテリア建材 新和風 ラフォレスタ 内障子 上げ下げ障子　モダン吹寄 640×1161 ピアマットシルバー（DA） リモデル窓コーナー

インテリア建材 室内ドア スクリーンパーティション 片開きド アルミ枠　採光面材：ガラスカラーマット調 778×2033 シルキーホワイト（WM） リモデル窓コーナー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール シャイニークォーツ　タテ廻り縁2型　ヨコ張り用スターター水切 シャイニーグレイ（LY） エクステリアコー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール エルモストーン　タテ廻り縁2型 エルモホワイト(CR) リモデル玄関コー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール クリアパミス　タテ廻り縁2型 クリアベージュ（CJ） リモデル玄関コー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール ロカストーン　タテ廻り縁2型 ロカグレイ（RX） リモデル玄関コー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール エルモストーン エルモブラウン（CO）
リモデル水まわりの

窓コーナー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール シャイニークォーツ シャイニーグレイ（LY） TDYコラボコーナー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール ジーノストーン　タテ廻り縁2型　窓コーナーキャップ ジーノグレイ(VC) 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり エアコン室外機置き 正面・側面：ルーバー格子 910×600 プラチナステン（H2） リモデル窓コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス エクスティアラ 門扉　5型 800×1800 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり エクステリアポストシリーズ ポストG4型 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 車庫まわり エフルージュ FIRST
エフルージュツインFIRST　梁延長タイプオーダー　屋根材：熱線遮断ポリカーボネー

ト板（アースブルー色） オプション：木調アタッチメント（Z9色）付
プラチナステン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 バルコニーまわ エルビュート ハンドレール 四辺支持　平笠木巾200　ポリカーボネート仕様　H=910　Ｌ=0.4M直線 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 バルコニーまわ エルビュート ハンドレール 格子付四辺支持　平笠木巾200　床支持　パンチングパネル　H=910　Ｌ=0.4M直線 ピュアシルバー（S1） エクステリアコー

エクステリア建材 バルコニーまわ エルビュート ハンドレール 平笠木巾200　床支持　DPGパネル　H=910　Ｌ=0.4M直線　スリム手摺 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
エルビュート ハンドレール

二辺支持　内勾配笠木巾200　床支持　H=450　Ｌ=0.4M直線　強化ガラス:マットタ

イプ　モダン手摺
ピュアシルバー（S1）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
エルビュート ハンドレール

二辺支持　内勾配笠木巾200　床支持　H=450　Ｌ=0.4M直線　強化ガラス:ホワイト

タイプ　モダン手摺
カームブラック（B7）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材
テラスまわり・

庭まわり
ガーデン倶楽部 エスパリアウォール　1段施工 1015×1984 プラチナステン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 笠木材W150　笠木キャップ付　L=1700 キャラメルチーク（YF) 玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 化粧材W30　キャップなし　L＝4200 キャラメルチーク（YF) 玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 化粧材W90　キャップなし　L＝4200 キャラメルチーク（YF) 玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木材（表層リウッドタイプ）53×128　キャップ付 レッドブラウン（FF） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり キューブシェード コの字タイプ 745×932
プラチナステン（H2）/内観色ハニー

チェリー（W7）
リモデル窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり キューブシェード □の字（四方枠） 745×1132
プラチナステン（H2）/内観色ハニー

チェリー（W7）
リモデル窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり コンバイザー コンバイザーモダンスタイル　出幅300 420×300 マットステン（SR） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり コンバイザー コンバイザーベーシックスタイル　出幅600 760×600 ピュアシルバー（S1）
リモデル水まわりの

窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり コンバイザー アームスタイル　軒天：ショコラウォールナット（Z9）色 1200×Ｄ600 プラチナステン（H2） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり コンバイザー シンプルスタイル シンプルスタイル　出幅230 250×230 プラチナステン（H2） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり
コンバイザー モダンスタイル・ベー

シックスタイル
ベーシックスタイル　出幅300 1810×300 ブラウン（B１） リモデル窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり ウインバイザー アルミタイプ 920×340.5 プラチナステン（H2） リモデル窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり プライバシースクリーン 壁付けタイプ　目隠し材（オプション）付 780×370 プラチナステン（H2） リモデル窓コーナー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
サザンテラス

躯体式バルコニー屋根　パーゴラタイプ　積雪20cm　ポリカーボネート板（スモークブ

ラウン）物干し竿2本入りピュアシルバー（S1）L＝2200

屋根幅2780×出

幅1170
キャラメルチーク（YF） リモデル窓コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス イーネット フェンス　3F型 1991×600 カームブラック（B7） エクステリアコー
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エクステリア建材
テラスまわり・

庭まわり
シャローネ アクセサリーパネル　FP01型 200×1550 カームブラック

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ パネル飾り　SP2型 抹茶・深紅・ﾒﾀﾘｯｸｲｴﾛｰ エクステリアコー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ パネル壁飾り　SP1型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 バルコニーまわ シャローネ 平笠木巾200　床支持1型　H=910　Ｌ=0.4M直線 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ フェンス　6型 1000×600 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ フェンス　ES08型 1000×600 ホワイト（YW） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ フェンス　ES10型 1000×600 アイアンブラウン（５T） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ フェンス　SS02型 1000×600 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ フェンス2型　端柱付 1125×1000 カームブラック（B7） 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ フェンスSS0１型　H600　自由柱 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ フラワーハンガー　SF1型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり シャローネ フラワーボックス２型 910×300
カームブラック（B7）　キャラメル

チーク(YF)

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 窓まわり シャローネ フラワーボックス２型 910×300 ホワイト(YW） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ 門扉　EB01型 800×1200 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ 門扉　SA03型 800×1600 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ 門扉　SB03型 800×1400 オールドシルバー（2S） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ 門扉　SC02型 800×1200 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ ラッチ鍵２型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ ラッチ鍵３型 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ 打掛錠３型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ 壁飾り　EH14型 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ 壁飾り　SC3型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ 壁飾り　SR1型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ 壁飾り　パネル壁飾り　EP1型 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 外壁まわり シャローネ 壁飾り　パネル壁飾り　EP2型 ホワイト（YW） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり シンプルモダン 持ち出しひさし　ガラス：マット 2000×出幅900 プラチナステン（H2） 玄関コーナー

エクステリア建材 窓まわり シンプルモダン 上吊りひさし　採光タイプ　化粧材（オプション）：桑炭色（W6）付 1500×出幅600 プラチナステン（H2） 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ 門扉　2型 800×1200 ブラウン（B1） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり シンプレオ ポストユニット 1型　照明なし　ポストT13型 プラチナステン（H2） リモデル玄関コー

エクステリア建材 玄関まわり シンプレオ ポスティモ宅配ボックス1型(乾式柱施工)　前入れ前出し　右勝手 431×805 カームブラック（B7） 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　P01型 1975×600 ピュアシルバー（S1）透明すりガラ エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　ST1型　自由柱 1975×600 ピュアシルバー（S1） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　SY1型　自由柱 1975×600 ピュアシルバー（S1） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　1型 1975×600 ピュアシルバー（S1） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　3型 1975×600 ブラウン（B1） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　4型 1975×600 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　5型 1975×600 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　6型 1975×600 ホワイト（YW） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　9型　テクスチャ―アタッチメント(キャラメルチーク)付 1975×600 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　10型 1975×800 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　13型 1975×800 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　T1型 1975×600 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　T2型 1975×800 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　T3型 1975×1000 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ フェンス　M2型 1975×600 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
ソラリア

木調ガーデンルームタイプ　フラット型　床納まり（リウッド　ウォームグレイ色）

熱線遮断ポリカ（クリアマット）
2730×出幅2070

プラチナステン（H2）／ショコラ

ウォールナット（Z9）

エクステリアコー

ナー



YKK AP　ショールーム名古屋　展示商品一覧  2021年5月28日現在

カテゴリー名（大） カテゴリー名（小） 商品名 種類・デザイン・仕様など サイズ(W×H) カラー ゾーン/コーナー

エクステリア建材 窓まわり パラソリア Atype　リモコン式　生地：ファブリック調テント231
W1960×出幅

1215

本体プラチナステン（H2）×前枠ハ

ニーチェリー（W7）
リモデル窓コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス パルトナーUDフェンス 2段笠木（樹脂笠木B型＋C型）・乾式用柱施工　端部キャップ　笠木用自在傾斜部品付 1197×1000 ショコラウォールナット(Z9) 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス パルトナーUDフェンス アルミ笠木A型　端部キャップ　調整式壁付ブラケット 1197× カームブラック（B7） 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス パルトナーUDフェンス 樹脂笠木C型　湿式柱Ｈ1000　自在傾斜部品　端部アールキャップ付
ショコラウォールナット（Z9）／プ

ラチナステン（H2）
TDYコラボコーナー

エクステリア建材 バルコニーまわ ハンドレール Ⅱ シンプレオハンドレール　トップレールタイプ W3232×H100 ブラウン（B1） リモデル窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり ひさし 5PR 勝手口用 1040×出幅600 プラチナステン（H2） 玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり フィッテ 柱：シルバー ダークブラウン（BB） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり フラワーボックス3FB たて格子タイプ 949×300 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材
テラスまわり・

庭まわり
リウッドデッキ 200 リウッドデッキ200 3637×950 レッドブラウン（FF） 窓コーナー

エクステリア建材
テラスまわり・

庭まわり
リウッドデッキ 200 リウッドデッキ200 レッドブラウン（FF） TDYコラボコーナー

エクステリア建材 バルコニーまわ リウッドデッキ 200 リウッドデッキ200　バルコニー用 点検口付 2854×出幅995 ナチュラルブラウン（ID） リモデル窓コーナー

エクステリア建材
テラスまわり・

庭まわり
リウッドデッキ 200 リウッドデッキ200 ウォームグレイ（FE）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス リレーリア ウォール　板張りタイプ　２段施工 910×1870 ショコラウォールナット（Z9） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス リレーリア ウォール　タイル仕上げタイプ 910×1870 ショコラウォールナット（Z9） エクステリアコー

エクステリア建材
テラスまわり・

庭まわり
リレーリア エスパリア（プラチナステン色）付 ショコラウォールナット（Z9） TDYコラボコーナー

エクステリア建材 玄関まわり リレーリア フロントフレーム 斜め格子　5度・10度　たて回転格子
カームブラック（B7）／バニラ

ウォールナット（AR）
玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり リレーリア フロントフレーム LEDダウンライト付き　100角柱　150フレーム
ショコラウォールナット（Z9）／プ

ラチナステン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス アクセントポール1A型　H1500 120×1500 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス アクセントポール1A型　H1500 120×1500 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス サイディング　木目柄シリーズ　たて貼り ショコラウォールナット（Z9） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス サイディング　木目柄シリーズ　たて貼り 桑炭(W6) 玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス サイディング　木目柄シリーズ　よこ貼り 桑炭(W6) 玄関コーナー

エクステリア建材 バルコニーまわ ルシアス サイディング　木目柄シリーズ　よこ貼り キャラメルチーク（YF) リモデル窓コーナー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
ルシアス スクリーン　壁付納まり　台形格子パターンA 450×2200

ショコラウォールナット(Z9）/ブラ

ウン（B1）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
ルシアス スクリーン　壁付納まり　たて格子（25×25） 425×2200

ハニーチェリー（W7）/プラチナステ

ン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
ルシアス スクリーン　壁付納まり　たて格子（30×50） 450×2200

キャラメルチーク（YF）/ブラウン

（B1）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 バルコニーまわ ルシアス スクリーン　壁付納まり　たて格子（64×50） 436×2200 桑炭（W6）/カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 バルコニーまわ ルシアス スクリーン　壁付納まり　横板格子 450×2200 プラチナステン(H2） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり ルシアス スクリーン　たて格子（25×25）　持ち出しブラケット 875×380 ショコラウォールナット（Z9） 窓コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス デッキフェンススロープ用　Ｈ800　デッキフェンス笠木＋2段笠木 プラチナステン（H2） TDYコラボコーナー

エクステリア建材 バルコニーまわ ルシアス ハンドレール内勾配笠木巾200　中腰井桁格子　H=450　Ｌ=0.4M直線　ワイド手摺 桑炭（W6）/ブラウン（B1） エクステリアコー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
ルシアス ハンドレール内勾配笠木巾200　中腰横格子　H=450　Ｌ=0.4M直線　ワイド手摺

ハニーチェリー（W7）/ホワイト

（YW）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
ルシアス

ハンドレール平笠木巾200　床支持　縦ストライプ　H=910　Ｌ=0.4M直線　スリム手

摺

キャラメルチーク（YF）/カームブ

ラック（B7）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ひさし　化粧材パネル：アールモール　軒天：リブパネル　照明ユニット　たて樋カ 2090×出幅870 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ひさし　化粧材パネル：モダンエッジ　軒天：リブパネル　袖スクリーン　照明ユニッ 2150×出幅900 カームブラック（B7） 玄関コーナー
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エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ひさし　化粧材パネル：ライン　軒天：板張り調　照明ユニット　　たて樋カバー付 1690×出幅870
カームブラック（B7）／キャラメル

チーク（YF）
玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　F01型　※カットサンプル
プラチナステン（H2）・ハニーチェ

リー（W7）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　F02型　自由柱 1750×1600
プラチナステン（H2）・ショコラ

ウォールナット（Z9）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　F03型　※カットサンプル
プラチナステン（H2）・キャラメル

チーク（YF）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　F04型　フェンス下すき間隠し付 1975×800
ショコラウォールナット（Z9）/プラ

チナステン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　H01型 1975×600 キャラメルチーク（YF） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　H03型 1975×800
プラチナステン（H2）/ハニーチェ

リー（W7）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　H04型 1975×600
カームブラック（B7）・ショコラ

ウォールナット（Z9）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　H07型 1975×800 桑炭（W6） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンス　H08型 1975×600
カームブラック（B７）・キャラメル

チーク（YF)

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンスJ01型　自由柱 1975×800
プラチナステン（H2）透明すりガラ

ス調

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス フェンスLite　03型　H800タイプ　間仕切柱施工
ショコラウォールナット(Z9)/プラチ

ナステン(H2)

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ポストユニットAS03　ポストT12型 512×1400
プラチナステン（H2）／シックレッ

ド（6B）
玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ポストユニットBP01　ポストT10型 390×1400 桑炭(W6) 玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ポストユニットBS01　ポストT10型 381×1400 ショコラウォールナット（Z9） TDYコラボコーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス 宅配ポスト1型　前入れ後出し　侵入防止配慮ユニット付（スクリーン埋込） 450×1170
ショコラウォールナット（Z9）／プ

ラチナステン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ピタットKeyシステムルシアス宅配ボックス　ポストユニットBN04T型納まり ポスト 451×1600 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり ルシアス 窓手すり　1型　壁付けセット 1650 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり ルシアス 窓手すり　2型　壁付けセット 1650 ショコラウォールナット(Z9) エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり ルシアス フラワーボックス　横ストライプ 1365×333 ショコラウォールナット(Z9) エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス AP01型　親子タイプ　ピタットKeyシステム　タッチ錠E3型 オートクローザー用ヒン 800+400×1400 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　AK01型 800×1400 ハニーチェリー（W7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　AS01型 800×1400 ハニーチェリー（W7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　BM02型　オーナメントUA型（オプション）付 800×1200 ショコラウォールナット（Z9） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　BS01型　　親子タイプ　タッチ錠E2型 800+400×1400 桑炭(W6) 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　BS02型 800×1200
キャラメルチーク（YF）/プラチナス

テン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　BW01型 800×1200 桑炭（W6）／プラチナステン(H2) エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　BW01型　  親子タイプ　プッシュプル錠4型 800+400×1200 プラチナステン（H2） 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉　CS03型 600×1200 ショコラウォールナット（Z9） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ラッチ鍵１型 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 打掛錠１型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス プッシュプル錠４型 ホワイト（YW） エクステリアコー

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス プッシュプル錠５型 ブラウン（B1） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス
ルーフ　化粧材パネル：アクセントエッジ　軒天：板張り調　片側目隠し袖スクリーン

照明ユニット付　宅配ポスト付
2090×出幅870

プラチナステン（H2）／ショコラ

ウォールナット（Z9）

エクステリアコー

ナー
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エクステリア建材 玄関まわり ルシアス
ルシアスウォール01型、演出照明Wタイプ・ポストG3型（2段ブロック）　ステンレス

アルファベット文字表札
960×1600

カームブラック（B7）／キャラメル

チーク（YF）
玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ルシアスウォール05型、演出照明Ｓタイプ・ポストT9型　カラーアクリル表札（ホワイ 860×1600 カームブラック（B7） 玄関コーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ルシアスサインポールA02型　照明付　インターホン加工付 285.5×1600
ショコラウォールナット（Z9）／プ

ラチナステン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ルシアスサインポールB01型　照明なし　インターホン加工付 160×1600
ショコラウォールナット（Z9）／プ

ラチナステン（H2）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス
ルシアススライドBW03型　ポストユニット柱　ハンドル・本締り錠　ポストT9L型　プ

レートＬ型付
1400×1200 キャラメルチーク（YF) 玄関コーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス 竹垣風フェンス 御簾垣(みすがき)　両面タイプ　※カットサンプル 真竹調　柱：カームブラック

エクステリア建材 門扉・フェンス 竹垣風フェンス 御簾垣(みすがき)　片面タイプ　※カットサンプル 真竹調　柱：カームブラック

エクステリア建材 門扉・フェンス 竹垣風フェンス 縦御簾垣(たてみすがき)　両面タイプ　※カットサンプル 真竹調　柱：カームブラック

エクステリア建材 門扉・フェンス 竹垣風フェンス 縦御簾垣(たてみすがき)　片面タイプ　※カットサンプル 真竹調　柱：カームブラック

エクステリア建材 門扉・フェンス 竹垣風フェンス 建仁寺垣(けんにんじがき)　両面タイプ　※カットサンプル 真竹調　柱：カームブラック

エクステリア建材 門扉・フェンス 竹垣風フェンス 建仁寺垣(けんにんじがき)　片面タイプ　※カットサンプル 真竹調　柱：カームブラック

エクステリア建材 門扉・フェンス ガーデン倶楽部 スタンダードフェンス1型〈井桁格子〉　※カットサンプル ショコラウォールナット

エクステリア建材 門扉・フェンス ガーデン倶楽部 スタンダードシステムフェンス3型〈通風ガラリルーバー〉　※カットサンプル ショコラウォールナット

エクステリア建材 門扉・フェンス ガーデン倶楽部 スタンダードシステムフェンス4型〈通風横ルーバー〉　※カットサンプル キャラメルチーク

エクステリア建材 玄関まわり 玄関照明 照明2型 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり 玄関照明 照明2型 カームブラック（B7） エクステリアコー

エクステリア建材 窓まわり 高強度面格子 FLA たて格子　壁付ブラケット（出幅60） 830×430 ホワイト（YW） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり 高強度面格子 FLA グリッド格子　壁付ブラケット（出幅60） 830×430 カームブラック（B7） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり スリム面格子 壁付ブラケット（出幅60） 820×432 ピュアシルバー（S1） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり ルシアス スクリーン　たて格子（25×25）　持ち出しブラケット 875×380 ショコラウォールナット（Z9） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり アウターシェード 生地色：オレンジ（RN) 　結束バンド 1365×2300 ブラウン（B1) リモデル窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり アウターシェード 2枚仕様　生地色：ブラウン（BR）　アルミスリットシャッター用枠付ブラケット 2730×2300 プラチナステン（H2） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり アウターシェード 生地色：グレージュ（GJ）　壁付ブラケット ホワイト（YW） リモデル窓コーナー

エクステリア建材
テラスまわり・

庭まわり
アウタールーフ

Aタイプ土間納まり　積雪20cm　屋根材：熱線遮断ポリカーボネート　クリアマット

正面パネル：5型(多機能ルーバー)　＋吊り下げ式　上下可動物干し(脱着機能付き)
1820×2500

キャラメルチーク（YF）／プラチナ

ステン（H2）

リモデル水まわりの

窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり 多機能ルーバー アルミタイプ　上下同時可動タイプ　たて隙間隠し付　壁付ブラケット（出幅90） 830×800 プラチナステン（H2） 窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり 多機能ルーバー ポリカ＋アルミタイプ　上下分割可動タイプ　四方枠(網戸付) 740×962 ブラウン（B1） リモデル窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり シャローネ 機能門柱1型　照明V4型　ポストTB6型　ネームプレートH型 H2433 カームブラック（サンドブラスト） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり シャローネ ポストユニットS05　ポストT9型　表札灯タイプ 491×1600 プラチナステン（H2） エクステリアコー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ポストユニットBW03　ポストT11型　照明演出タイプ 451×1401
キャラメルチーク（YF）／カームブ

ラック（B7）

エクステリアコー

ナー

エクステリア建材
バルコニーまわ

り
ルシアス 持ち出し式　床材：リウッドデッキ200　セピアグレイ（1F）　横格子　胴差し納まり W1820×D855

カームブラック（B7）／キャラメル

チーク（YF）
玄関コーナー


