
YKK AP　ショールーム新潟　展示商品一覧  2020年7月9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 330 APW 330 FIX窓　ｱﾝｸﾞﾙ付 ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽﾚｽ遮熱型 300x2070
外観ブラウン/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
玄関

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 たてすべり出し窓　Fix段窓（左）　樹脂ｽﾍﾟ　断ﾆｭｰﾄﾗ

ﾙ透明/型
405ｘ1870

外観ホワイト/内観ホワイト

クリアネット　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 たてすべり出し窓　左勝手 ｸﾞﾚﾓﾝ　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭｰﾄ

ﾗﾙ透明
405ｘ970

外観ホワイト/内観ホワイト

ブラインド網戸　窓枠ホワイト
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓　ｱﾝｸﾞﾙ付 ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽﾚｽ　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭｰﾗﾙ透明 405ｘ970
外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　 窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 片上げ下げ窓　ｱﾝｸﾞﾙ付 ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽﾚ　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭｰ

ﾗﾙ透明
405ｘ970

外観ブラウン/内観ホワイト　ク

リアネット　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂ｽﾍﾟ　断熱

ﾆｭｰﾗﾙ透明
640ｘ570

外観ホワイト/内観ホワイト

横引きロール網戸クリアネット
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　ｵﾍﾟﾚｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂ｽﾍﾟ　断熱

ﾆｭｰﾗﾙ透明
640ｘ570

外観ホワイト/内観ホワイト

クリアネット　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 縦すべり出し窓　ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付 640×1170
外観ブラウン/内観ホワイト　窓

枠ダークＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 縦すべり出し窓　ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　換気框付　断

熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ型 樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ
405×970

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　窓枠ブラウンチーク
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 縦すべり出し窓　ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ 型

樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ
300×770

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠プレーン
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付 断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ 型

樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ
640×570

外観ホワイト/内観ホワイト 窓枠

ホワイトウォールナット
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　高窓用 ｱﾝｸﾞﾙ付 ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽﾚｽ　樹脂ｽﾍﾟ

断熱ﾆｭ透明　操作用ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ
405ｘ570

外観ホワイト/内観ホワイト

ｸﾘｱﾈｯﾄ　ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝ付　窓枠ﾌﾟﾚｰﾝ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　高窓用 ｱﾝｸﾞﾙ付 ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｽﾚｽ　樹脂ｽﾍﾟ

断熱ﾆｭ透明　電動
640ｘ570

外観ホワイト/内観ホワイト

ｸﾘｱﾈﾂﾄ　窓枠ﾌﾟﾚｰﾝ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 内開き内倒し窓ﾂｰｱｸｼｮﾝ窓　Fix連　樹脂スペ　断熱ﾆｭ

透明
1235ｘ770

外観ホワイト/内観ホワイト

ｸﾘｱﾈｯﾄ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　Fix連窓（右勝手）　樹脂スペ　断熱ﾆｭ

透明
1235ｘ370

外観ホワイト/内観ホワイト

上げ下げﾛｰﾙｸﾘｱﾈｯﾄ　　窓枠ﾌﾟﾚｰ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 たてすべり出し窓　Fix連窓 ｸﾞﾚﾓﾝ　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ

透明
1690ｘ970

外観ホワイト/内観ホワイト

横引きﾛｰﾙｸﾘｱﾈｯﾄ　水切　窓枠ホ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ

透明
1235ｘ300

外観ホワイト/内観ホワイト

内開きｸﾘｱﾈｯﾄ　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓　ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ

透明
300ｘ300

外観ホワイト/内観ホワイト

内開きｸﾘｱﾈｯﾄ　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓　ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ型 1235ｘ300
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
ＡＰＷ
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窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓　ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭｽﾘ 300ｘ300
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 ｼｬｯﾀｰ付引違い窓半外付　2枚建 ｱﾝ　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ

透明　ｽﾁｰﾙ手動
1235ｘ970

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　ｸﾘｱﾈﾂﾄ　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 片上げ下げ窓　ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂ｽﾍﾟ　遮熱型 780ｘ970
外観ホワイト/内観ホワイト　内

開きｸﾘｱﾈﾂﾄ　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 片引き窓　ｱﾝｸﾞﾙ付 戸先錠引手 片引き窓均等 右勝手

樹脂ｽﾍﾟ　遮熱型
780ｘ770

外観ホワイト/内観ホワイト　ｸﾘ

ｱﾈﾂﾄ　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 片引き窓　ｱﾝｸﾞﾙ付 戸先錠引手 片引き窓均等 右勝手

樹脂ｽﾍﾟ　遮熱ｽﾘ
780ｘ770

外観ホワイト/内観ホワイト　ｸﾘ

ｱﾈﾂﾄ　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓　ｱﾝｸﾞﾙ付LowEﾆｭｰﾄﾗﾙ透明FL3　樹脂ｽﾍﾟ 300ｘ300
外観プラチナステン/内観ナチュ

ラル　窓枠プレーン
窓カラー

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓　ｱﾝｸﾞﾙ付LowE断熱ﾌﾞﾙｰ透明FL3+A　樹脂ｽﾍﾟ 300ｘ300
外観ブラウン/内観ダークブラウ

ン　窓枠プレーン
窓カラー

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 引違い窓半外付　2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 戸先錠引手　樹脂ｽﾍﾟ

断熱ﾆｭ透明
640ｘ770

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
昇降機

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 片上げ下げ窓　ｱﾝｸﾞﾙ付LowEﾆｭｰﾄﾗﾙ　樹脂ｽﾍﾟ 405ｘ770
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
昇降機

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 たてすべり出し窓　右勝手 ｵﾍﾟﾚｰﾀﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　樹

脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ透明
405ｘ770

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
昇降機

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 たてすべり出し窓　右勝手 ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付　樹脂

ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ透明
405ｘ770

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
昇降機

窓・シャッター APW APW 430 APW430 引違い窓半外付　2枚建 ﾄﾘﾌﾟﾙ取得　ﾆｭ透明 1690ｘ1170
外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　窓枠ホワイトＷ
通風実験

窓・シャッター APW APW 430 APW430 たてすべり出し窓 ｳｲﾝﾄﾞｷｬｯﾁ連窓　ﾄﾘﾌﾟﾙ取得 ﾆｭ透明 1640ｘ1170
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
通風実験

窓・シャッター APW APW 331
APW331 ｼｬｯﾀｰ付引違いﾃﾗｽ戸半外付　2枚建　樹脂ｽﾍﾟ　断熱ﾆｭ

透明　ｻﾎﾟｰﾄ　ｽﾘｯﾄ電動
1640ｘ2030

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　ｸﾘｱﾈﾂﾄ　窓枠ホワイトＷ
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 430
APW430 すべり出し窓　ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙﾄﾘﾌﾟﾙ　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽ﾆｭｰﾄﾗﾙ透

明
405ｘ970

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
体感

窓・シャッター APW APW 430
APW430 たてすべり出し窓　右勝手ﾄﾘﾌﾟﾙ　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽ﾌﾞﾛﾝｽﾞ透

明
405ｘ970

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
体感

窓・シャッター APW APW 430
APW430 内開き内倒し窓ﾂｰｱｸｼｮﾝ窓　左勝手　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽ﾌﾞﾙｰ透

明
405ｘ970

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
体感

窓・シャッター APW APW 430 APW430 FIX窓　ﾄﾘﾌﾟﾙ取得透明P3+P3+ﾆｭｰﾄﾗﾙP 1640ｘ570
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
体感

窓・シャッター APW APW 430
APW430 たてすべり出し窓+ＦＩＸ窓 　　ｳｲﾝﾄﾞｷｬｯﾁ連窓　ﾄﾘﾌﾟ

ﾙ取得透明ﾆｭｰﾄﾗﾙ
1690ｘ970

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト
躯体部
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窓・シャッター APW APW 430 APW430 ツーアクション窓 　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽透明ブルー 1200ｘ1170
外観プラチナステン/内観ホワイ

ト
躯体部

窓・シャッター APW APW 430防火
APW430防火 FIX窓 耐熱強化スリ　日射取得タイプ　ニュートラ

ル　アルミスペーサー
640×570

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠プレーン
APW

窓・シャッター APW APW 430
APW430 引違い窓半外付　2枚建　日射取得タイプ　ニュートラ

ル　透明　樹脂スペーサー
640×770

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠クリアＯ
APW

窓・シャッター APW APW 431
APW431 大開口ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ窓　片引き戸均等　 ﾄﾘﾌﾟﾙ日射取得ﾆｭｰ

ﾄﾗﾙ
1640ｘ1830

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
遮熱②

窓・シャッター APW APW 431
APW431 大開口ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ窓　片引き戸均等 　ﾄﾘﾌﾟﾙ取得透明ﾆｭｰ

ﾄﾗﾙ
2600ｘ2030

外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
体感

窓・シャッター APW APW 431 APW431 テラスドア　ﾄﾘﾌﾟﾙ取得透明ﾆｭｰﾄﾗﾙ 780ｘ2230
外観プラチナステン/内観ホワイ

ト
躯体部

窓・シャッター APW APW 431
APW431 大開口ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ窓　片引き戸均等 　ﾄﾘﾌﾟﾙ取得透明ﾆｭｰ

ﾄﾗﾙ
1690ｘ2230

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト
躯体部

窓・シャッター APW APW 431
APW431 大開口ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ窓　片引き戸均等 　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽透明ブ

ルー
2600ｘ2430

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト
躯体部

窓・シャッター APW APW 431
APW431 大開口ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ窓　片引き戸偏芯 　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽透明ブ

ルー
2600ｘ2430

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト
躯体部

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 ＦＩＸ窓 300×300 外観ホワイト/内観ホワイト 窓カラー

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓 300×300 外観プラチナステン/内観クリア 窓カラー

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓 LowEﾆｭｰﾄﾗﾙ透明　樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ 300ｘ300 外観チーク/内観ホワイト 窓カラー

窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓 LowEﾆｭｰﾄﾗﾙ型　樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ 300ｘ300
外観ブラックウォールナット/内

観ホワイト
窓カラー

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 すべり出し窓 ｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付 遮熱ﾌﾞﾙｰ 透明 樹脂

ｽﾍﾟｰｻｰ
640×300

外観ホワイト/内観ホワイト 窓枠

プレーン
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 高所用すべり出し窓 高所用折れﾊﾝﾄﾞﾙ ｱﾝｸﾞﾙ付 遮熱ﾌﾞ

ﾙｰ 透明 樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ
1235×370

外観ホワイト/内観ホワイト 窓枠

ホワイトウォールナット
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 引違い窓半外付　2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 戸先錠引手　断熱ﾆｭｰ

ﾄﾗﾙ 透明 樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ
640×770

外観プラチナステン/内観クリア

窓枠クリアオーク
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 引違い窓半外付 2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 戸先錠引手 換気框付

断熱ﾌﾞﾙｰ 透明 樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ
730×770

外観プラチナステン/内観ナチュ

ラル 窓枠ナチュラルチェリー
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 引違い窓半外付 2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 戸先錠引手 断熱ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

透明 樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ
640×770

外観ブラウン/内観ダークブラウ

ン 窓枠ダークウォールナット
ＡＰＷ

窓・シャッター APW APW 330
APW 330 引違い窓半外付 2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 断熱 真空トリプル 透

明
730×770

外観ブラック/内観ブラック 窓枠

プレーン
ＡＰＷ
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窓・シャッター APW APW 330 APW 330 FIX窓 ｱﾝｸﾞﾙ付 断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ 透明 樹脂ｽﾍﾟｰｻｰ 300×300 外観ブラック/内観ブラック 窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓複層透明FL3+A1 300ｘ303
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓LowEﾆｭｰﾄﾗﾙ透明 300ｘ303
外観ピュアシルバー/内観クリア

窓枠クリアＯ
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓LowEﾌﾞﾙｰ透明FL 300ｘ303
外観プラチナステン/内観ナチュ

ラル　窓枠ナチュラルC
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓LowEﾌﾞﾛﾝｽﾞ透明 300ｘ303
外観ブラウン/内観キャメル　窓

枠キャメルC
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓遮熱LowEﾌﾞﾙｰ透 300ｘ303
外観カームブラック/内観ダーク

ブラウン　窓枠ダークＴ
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓LowEﾆｭｰﾄﾗﾙ型F 300ｘ303
外観ピュアシルバー/内観ピュア

シルバー　窓枠プレーン
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓LowEﾌﾞﾙｰ型F4K 300ｘ303
外観プラチナステン/内観プラチ

ナステン　窓枠プレーン
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓LowEﾌﾞﾛﾝｽﾞ型F 300ｘ303
外観ブラウン/内観ブラウン　窓

枠プレーン
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS ｳｲﾝｽﾀｰ ｽｸｴｱFIX窓遮熱LowEﾌﾞﾙｰ 300ｘ303
外観カームブラック/内観カーム

ブラック　窓枠プレーン
窓カラー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ 丸FIX窓　透明（断熱LowEﾆｭ） 640ｘ640
外観ピュアシルバー/内観ホワイ

ト　窓額縁ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｵｰﾆﾝｸﾞ窓　右勝手　断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　折れﾊﾝﾄﾞﾙ 405ｘ770
外観ピュアシルバー/内観ホワイ

ト　窓枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ﾃﾗｽﾄﾞｱ　左勝手　断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ透明 640ｘ2030
外観ホワイト/内観クリア　窓枠

ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸｳｲﾝﾄﾞｳ　ｶｽﾐ 692ｘ413
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｳｲﾝｽﾀｰ ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸｳｲﾝﾄﾞｳ　ｵﾊﾟﾘｰﾝ 692ｘ413
外観ホワイト/内観ホワイト　窓

枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード TypeS ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS ｳｲﾝｽﾀｰ ｽﾘｯﾄ上げ下げ窓LowEﾆｭｰﾄﾗﾙ　透明 300x2070
外観カームブラック/内観カーム

ブラック　窓枠ホワイトＷ　固
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード TypeS
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS 面格子付引違い窓　2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 縦格子　LowEﾆｭｰﾄﾗ

ﾙ型
730ｘ370

外観ピュアシルバー/内観ピュア

シルバー　窓枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード TypeS
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS 面格子付引違い窓　2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 井桁格子　LowEﾆｭｰ

ﾄﾗﾙ型　ﾎﾞﾀﾝ錠付ｸﾚｾﾝﾄ
730ｘ370

外観プラチナステン/内観プラチ

ナステン　窓枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード TypeS
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS 面格子付引違い窓　2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 ﾗﾁｽ格子　LowEﾆｭｰﾄ

ﾗﾙ型　開口制限ｽﾄｯﾊﾟｰ
730ｘ370

外観ブラウン/内観ブラウン　窓

枠ホワイトＷ
窓ラック



YKK AP　ショールーム新潟　展示商品一覧  2020年7月9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 窓・サッシ エピソード TypeS
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞS 面格子付引違い窓　2枚建 ｱﾝｸﾞﾙ付 横格子　LowEﾆｭｰﾄﾗ

ﾙ型　脱着ﾉﾌﾞｸﾚｾﾝﾄ
730ｘ370

外観カームブラック/内観カーム

ブラック　窓枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ﾌﾚﾐﾝｸﾞJ たてすべり出し窓　右勝手 複層透明 ｶﾑﾗｯﾁ（ﾊｰﾌﾛｯｸ付） 505ｘ770 内外ホワイト　窓枠ホワイトＷ 断熱比較

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ﾌﾚﾐﾝｸﾞJ 引違い窓半外付　2枚建 単板型 （ｱﾝｸﾞﾙ無） 780ｘ970 内外ブラウン ＳＢ

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ﾌﾚﾐﾝｸﾞJ たてすべり出し窓　右勝手 複層透明 ｶﾑﾗｯﾁ（ﾊｰﾌﾛｯｸ付） 505ｘ770 内外ホワイト　窓枠ホワイトＷ 遮熱①

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ﾌﾚﾐﾝｸﾞJ 引違い窓半外付　2枚建 複層透明 ｱﾝｸﾞﾙ付 1185ｘ1830 内外ホワイト　窓枠ホワイトW 遮熱②

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ﾌﾚﾐﾝｸﾞJ 引違い窓半外付　2枚建 複層透明 ｱﾝｸﾞﾙ付 2600ｘ2030 内外ホワイト　窓枠ホワイトW 体感

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J 引違い窓　単板ガラス 730ｘ860 ブラウン リフォーム

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J たてすべり出し窓　カムラッチ　単板 640ｘ860 プラチナステン リフォーム

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ガラスルーﾊﾞｰ窓 405ｘ860 プラチナステン リフォーム

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ＦＩＸ窓 405ｘ860 ホワイト リフォーム

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓Gシリーズ
防火窓G ｱﾙﾐ樹脂複合 外倒し窓　住宅防火　Low-Eﾌﾞﾙｰ網入り透

明　排煙錠仕様
640ｘ570

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　窓枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓Gシリーズ
防火窓G ｱﾙﾐ樹脂複合 すべり出し窓　住宅防火　耐熱強化断熱

Low-Eﾌﾞﾙｰ透明
640ｘ570

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　窓枠ホワイトＷ　ｸﾘｱﾈｯﾄ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓Gシリーズ
防火窓G ｱﾙﾐ樹脂複合　スリットＦｉｘ窓　　Low-Eﾌﾞﾙｰ網入り

透明
300x2070

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　窓枠ホワイトＷ
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓Gシリーズ
防火窓G ｱﾙﾐ樹脂複合 縦辷りLowEﾌﾞﾙｰ透明PHW+A12+FL3防火

Ｂ付Ａスペーサ 透明
200ｘ2070

外観プラチナステン/内観ホワイ

ト　窓枠ホワイトＷ
窓ラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 101デザイン　親子ドアドア　ポケットキー 1235x2330
キャラメルチーク（YF）/ハンド

ル　Ｓブラック系
玄関

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 106デザイン　片開きドア 910ｘ2307 マキアートパイン（ＢＥ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 107デザイン　片開きドア 910ｘ2307 桑炭（Ｗ６） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 501デザイン　片開きドア 910ｘ2307 バニラウォールナット（ＡＲ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D70 002デザイン　片開きドア 910ｘ2307
ブラックウォールナット（Ａ

９）（枠マットブラック）
ドアラック
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玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D70 001デザイン　片開きドア 910ｘ2307
ミディアムウォールナット（Ｃ

Ｖ）（枠マットステン）
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D70 001デザイン　片開きドア　ポケットキー 982x2330
ダークウォールナット（ＤＦ）

（枠マットブラック）/Sブラウ
玄関

玄関ドア・引戸 玄関ドア
スマートドア ヴェナート

D30
エクストラデザイン　E82　片開きドア　ピタットキー 922 ｘ 2330

バニラウォールナット（ＪＪ）/

洋風カーブハンドル
玄関

玄関ドア・引戸 玄関ドア
スマートドア ヴェナート

D30

シンプルデザイン　F03T　通風タイプ　片開きドア　電池式ポ

ケットキー
922 ｘ 2330

ココナッツチェリー（ＸＰ）/ス

トレートハンドルシルバー
玄関

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30
ナチュラルデザイン　N02　親子ドア　/横引ﾛｰﾙ網戸ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(ｸﾞ

ﾚｲﾈｯﾄ)
1235x2330

ガナッシュウォールナット（Ｄ

Ｐ)/丸型ストレートブラック
体感

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 ナチュラルデザイン　N01　片開きドア 864ｘ2312 マキアートパイン（ＢＥ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 ナチュラルデザイン　N04　片開きドア 864ｘ2312
ガナッシュウォールナット（Ｄ

Ｐ)
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 ナチュラルデザイン　N05　片開きドア 864ｘ2312 ココナッツチェリー（ＸＰ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 ナチュラルデザイン　N06　片開きドア 864ｘ2312 キャラメルチーク（ＫＥ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 ナチュラルデザイン　N08　片開きドア 864ｘ2312 マキアートパイン（ＢＥ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 ナチュラルデザイン　N09　片開きドア 864ｘ2312 シナモンオーク（ＢＱ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シンプルデザイン　F01　片開きドア 864ｘ2312 キャラメルチーク（ＫＥ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シンプルデザイン　F02　片開きドア 864ｘ2312 サファイアブルー（ＬＵ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シンプルデザイン　F04　片開きドア 864ｘ2312 ガトーアカシア（ＡＦ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シンプルデザイン　F06　片開きドア 864ｘ2312 ピュアシルバー（Ｓ１) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シンプルデザイン　F08　片開きドア 864ｘ2312 ルビーレッド（ＫＲ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シンプルデザイン　F09　片開きドア 864ｘ2312 ツートーンテラコッタ（ＨＮ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シンプルデザイン　F10　片開きドア 864ｘ2312
ツートーンダークウォールナッ

ト（ＤＭ)
ドアラック

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　片開きドア 864ｘ2312 ブリリアントシルバー（Ｚ３） ドアラック
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玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シックデザイン　C01　片開きドア 864ｘ2312 桑炭（Ｗ６） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シックデザイン　C02　片開きドア 864ｘ2312 ショコラウォールナット（Ｚ９) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シックデザイン　C03　片開きドア 864ｘ2312 ハニーチェリー（ＢＶ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シックデザイン　C04　片開きドア 864ｘ2312
ダージリンウォールナット（Ａ

Ｍ)
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シックデザイン　C05　片開きドア 864ｘ2312 ココナッツチェリー（ＸＰ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シックデザイン　C06　片開きドア 864ｘ2312 キャラメルチーク（ＫＥ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 シックデザイン　C09T　通風タイプ　片開きドア 864ｘ2312 ココナッツチェリー（ＸＰ) ドアラック

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　片開きドア 864ｘ2312 カームブラック/朱赤（ｼｭｱｶ） ドアラック

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　片開きドア 864ｘ2312 シルバー/青漆（ｾｲｼﾂ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 エレガントデザイン　E01　片開きドア 864ｘ2312 アイスブルーノーチェ（ＢＪ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 エレガントデザイン　E02　片開きドア 864ｘ2312 バニラウォールナット（ＪＪ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 エレガントデザイン　E03　片開きドア 864ｘ2312 オリーブグリーン（ＱＳ) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 エレガントデザイン　E05　片開きドア 864ｘ2312
ショコラウォールナット（Ｚ

９）
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30 エレガントデザイン　E10　片開きドア 864ｘ2312 アイスブルーノーチェ（ＢＪ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード 通風タイプ　Ｂ51　ポケットキー　袖付 1690ｘ2235 ショコラウォールナット（Z9) 玄関

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコードS30 ナチュラルデザイン　Ｎ０３　手動錠扉のみ 896ｘ2207 マキアートパイン（ＢＥ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコードS30 シンプルデザイン　Ｆ０７　電気錠扉のみ 896ｘ2207 スモークヒッコリー（Ａ８） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコードS30 シックデザイン　Ｃ０７　電気錠扉のみ 896ｘ2207 カームブラック（Ｋ５） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコードS30 シックデザイン　Ｃ１２　電気錠扉のみ 896ｘ2207 プラチナステン（Ｈ２） ドアラック
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玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコードS30 エレガントデザイン　Ｅ０９　電気錠扉のみ 896ｘ2207 バニラウォールナット（ＪＪ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコードS30 ナチュラルデザイン　Ｎ５１　手動錠扉のみ 896ｘ2207 桑炭（Ｗ６） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナートD30　防火ドア ナチュラルデザイン　N１２　片開きドア 864ｘ2312 マキアートパイン（ＢＥ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 ヴェナートD30 シンプルデザイン　Ｆ１４　片袖FIX　電池式　ピタットキー 1235×2330 ハニーチェリー（ＢＶ） 玄関

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 洋風デザイン　Ｂ０３　ランマ戸通し　複層 1690ｘ2190 ブラウン（B1) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 伝統和風デザイン　Ａ０６　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 ひのき（ＬＧ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 現代和風デザイン　Ｃ０２　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 ショコラウォールナット（Z9) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 現代和風デザイン　Ｃ０３　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 ショコラウォールナット（Z9) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 現代和風デザイン　Ｃ０５　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 プラチナステン（H2) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 洋風デザイン　Ｂ０７　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 ハニーチェリー（W7) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 洋風デザイン　Ｂ０２　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 キャラメルチーク（YF） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 洋風デザイン　Ｂ１０　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 ハニーチェリー（W7) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 伝統和風デザイン　Ａ１５滝格子　ランマ通し　複層 1690ｘ2190 ひのき（ＬＧ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 冴Ⅱ ＤＨＳ３６７１　ランマ通し　複層 1690ｘ2209
炭板（ＱＺ）/内外バーハンドル

グレイ
玄関

玄関ドア・引戸 玄関引戸 冴Ⅱ ＤＨＳ３２０２　ランマ通し　複層 1690ｘ2209 カームブラック（Ｂ７） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 冴Ⅱ ＤＨＳ３６７３　ランマ通し　複層 1690ｘ2209 炭板（ＱＺ） ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 冴Ⅱ ＤＨＳ３６７２　ランマ通し　複層 1690ｘ2209
紅板（ＸＲ）/内外舟底引手ブロ

ンズ
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関引戸 冴Ⅱ ＤＨＳ３５０３　ランマ通し　複層 1690ｘ2209 新槇調（ＬＣ） ドアラック

インテリア建材 室内ドア
ファミット クロスデザイン

片開きドア
ﾌｧﾐｯﾄ ｸﾛｽﾃﾞｻﾞｲﾝ　片開きドア 755ｘ2033

枠･扉ﾌﾚｰﾑ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ/ﾊﾝﾄﾞﾙSﾀｲﾌﾟ

ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ
インテリア
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インテリア建材 室内ドア
ラフォレスタ 機能ドア（防

音ドア）
ﾗﾌｫﾚｽﾀ 防音ﾄﾞｱ　BE 右勝手 778ｘ2033 ﾌﾟﾚｰﾝ（Ｆ８）　ﾊﾝﾄﾞﾙＣ 体感

インテリア建材 室内ドア
ラフォレスタ 機能ドア（防

音ドア）
ﾗﾌｫﾚｽﾀ 防音ﾄﾞｱ　BE 左勝手 778ｘ2033 ﾌﾟﾚｰﾝ（Ｆ８）　ﾊﾝﾄﾞﾙＣ 体感

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀ室内引戸引戸本体　ＴＴデザイン　直付敷居(ｱﾙﾐ) 814ｘ1975 ﾌﾟﾚｰﾝ（Ｆ８）
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀ室内引戸引戸本体　B35デザイン　クリスタル柄 814ｘ1975 ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ(N4)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀ室内引戸引戸本体　B53デザイン　クラフト柄 814ｘ1975 ﾌﾞﾗｳﾝﾁｰｸ(NF)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタF 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀ室内引戸引戸本体　TGデザイン 814ｘ1975 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ(F9)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタF 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀ室内引戸引戸本体　TLデザイン 814ｘ1975 ｸﾘｱｵｰｸ(F6)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀ室内引戸引戸本体　TWデザイン 814ｘ1975 ﾎﾜｲﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ(F3)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀF室内引戸引戸本体　A57デザイン　レイン柄 814ｘ1975 ｸﾞﾚｲｵｰｸ(5A)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀF室内引戸引戸本体　A58デザイン　モール柄 814ｘ1975 ﾌﾞﾙｰﾍﾟｲﾝﾄｱｯｼｭ(5V)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀF室内引戸引戸本体　A59デザイン　チェッカー柄 814ｘ1975 ﾎﾞﾀﾆｶﾙﾒｲﾌﾟﾙ(1J)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀF室内引戸引戸本体　A56デザイン 814ｘ1975 ｸﾞﾙｰｳﾞｨｳｫｰﾙﾅｯﾄ(3L)
インテリアラッ

ク

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引戸 ﾗﾌｫﾚｽﾀF ﾗｳﾝﾄﾞﾚｰﾙ ﾄｲﾚ片引き　Ａ３１ 右勝手 直付敷居(ｱﾙﾐ）　表

示錠(ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ）
1188ｘ2033

ブライトペカン（６Ｈ）/枠プ

レーン
インテリア

インテリア建材 室内引戸
ファミット ガラスデザイン

片開きドア
ﾌｧﾐｯﾄ ｶﾞﾗｽﾃﾞｻﾞｲﾝ　上吊り　引違い戸　全採光　ミラーチェーン 1643ｘ2333 枠・扉ﾌﾚｰﾑ ﾌﾞﾗｯｸ/ﾊﾝﾄﾞﾙ ﾌﾞﾗｯｸ インテリア

インテリア建材 室内引戸
スクリーンパーティション

室内引戸
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ引違い上吊3方枠 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｰｽﾞ仕様　ＨＡデザイン 2827ｘ2442 クリアＯ（Ｆ６） インテリア

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
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 固定間仕切(縦格子) 849x2442 ミディアムW（FT) インテリア

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デザイン 1590ｘ2142 ピアマットシルバー(DA)

インテリアラッ

ク

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デザイン 1590ｘ2142 ピアマットシルバー(DA)

インテリアラッ

ク

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デザイン 1590ｘ2142 ダークウォールナット（Ｎ４）

インテリアラッ

ク
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インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト F
 タフテクト F チョークドオーク（６Ｆ） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト F
 タフテクト F ビンテージオーク（６Ｇ） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト F
 タフテクト F ブライトペカン（６Ｈ） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト F
 タフテクト F グランドウォールＮ（６Ｊ） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト B
 タフテクト B ホワイトＷ（Ｆ３） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト B
 タフテクト B クリアオーク（Ｆ６） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト B
 タフテクト B ナチュラルＣ（Ｆ９） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト B
 タフテクト B ブラウン（ＮＦ） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト B
 タフテクト B ダーク（Ｎ４） インテリア

インテリア建材 フローリング
ラフォレスタ フローリング

タフテクト B
タフテクト　S ビアンコマーブル（Ｆ２） インテリア

インテリア建材
カウンター・造作

材・窓額縁

ラフォレスタ 造作材
ﾗﾌｫﾚｽﾀ造作材 幅木(ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ) ﾌﾟﾚｰﾝ（Ｆ８） インテリア

インテリア建材
カウンター・造作

材・窓額縁

ラフォレスタ 造作材
ﾗﾌｫﾚｽﾀ造作材 幅木(ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ) ミディアムＷ（ＦＴ） インテリア

インテリア建材
カウンター・造作

材・窓額縁

ラフォレスタ 造作材
ﾗﾌｫﾚｽﾀ造作材 幅木(ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ) クリアオーク（Ｆ６） インテリア

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 戸襖引戸

ﾗﾌｫﾚｽﾀ戸襖引戸 1591ｘ2000
襖縁：白木　襖柄：刷毛引き風

洋室側：クリアオーク（Ｆ６）

インテリアラッ

ク

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 戸襖引戸

間仕切り襖　細縁 1591ｘ2000 襖縁：白木　襖柄：雲竜
インテリアラッ

ク

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 間仕切襖

間仕切り襖　天地あかり（太縁）
ナチュラルＣ（Ｆ９）　襖柄：

刷毛引き風

インテリアラッ

ク

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 間仕切襖

間仕切り襖　たてあかり（太縁）
襖縁ピアマットシルバー(DA)

襖柄：ﾌﾟﾚｰﾝ

インテリアラッ

ク

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 間仕切襖

間仕切り襖　源氏襖（太縁） ダークＴ（ＦＹ）
インテリアラッ

ク

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 間仕切障子

荒間格子デザイン 814ｘ1975 木質白木（ＦＪ）
インテリアラッ

ク
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インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 間仕切障子

横繫吹寄デザイン 814ｘ1975 ナチュラルＣ（Ｆ９）
インテリアラッ

ク

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 間仕切障子

枡格子デザイン 814ｘ1975 ダークＴ（ＦＹ）　襖柄：素地
インテリアラッ

ク

インテリア建材 新和風
ラフォレスタ 間仕切障子

モダン吹寄 1591ｘ2000 ピアマットシルバー(DA)
インテリアラッ

ク

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
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ採光ﾕﾆｯﾄ_ｱｸﾘﾙﾌﾞﾛｯｸFIX透明 248ｘ260 ピアマットシルバー(DA) インテリア

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
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ採光ﾕﾆｯﾄ_ｱｸﾘﾙﾌﾞﾛｯｸFIX乳白 248ｘ260 シルキーホワイト（WM） インテリア

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
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ採光ﾕﾆｯﾄ_ｱｸﾘﾙﾌﾞﾛｯｸFIXｶﾞﾗｽ 248ｘ260 ピアマットシルバー(DA) インテリア

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
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ採光ﾕﾆｯﾄ_ｱｸﾘﾙﾌﾞﾛｯｸFIXｶﾞﾗｽ 248ｘ260 シルキーホワイト（WM） インテリア

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
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ採光ﾕﾆｯﾄ_ｱｸﾘﾙﾌﾞﾛｯｸFIXﾛｰｽﾞ 248ｘ260 シルキーホワイト（WM） インテリア

インテリア建材 クローゼットドア
ラフォレスタF 折戸タイプ

ﾗﾌｫﾚｽﾀF ｸﾛｰｾﾞｯﾄ 折戸　1枚折れ戸 Ａ３１ 823ｘ2033
グランドウォールナット（６

Ｊ)/枠プレーン（Ｆ８）
インテリア

インテリア建材 玄関収納 ラフォレスタ 玄関収納 ベースユニット　たて木目 2005
ホワイトウォールナット（Ｆ

３）
玄関

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 640ｘ770 ブラウン（B1) ＡＰＷ

エクステリア建材 窓まわり 多機能ルーバー ポリカタイプ　縦隙間隠し 730×770 プラチナステン（Ｈ２） ＡＰＷ

エクステリア建材 窓まわり 多機能ルーバー 上げ下げ窓用　ポリカ+アルミタイプ 820ｘ1000 ホワイト ＡＰＷ

エクステリア建材 窓まわり アウターシェード アウターシェード/ＡＰＷシャッター付き引違い窓用（壁付） 1415x1300 プラチナステン/生地BLブルー ＡＰＷ

エクステリア建材 窓まわり ウインバイザー ウインバイザー　アルミタイプ 920ｘ765 ホワイト ＡＰＷ

エクステリア建材 窓まわり ウインバイザー ウインバイザー　ポリカタイプ 920ｘ765 ホワイト ＡＰＷ

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ルシアススライドポストユニット柱　ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄK型　ﾎﾟｽﾄT9R型 ショコラウォールナット（Z9) 玄関

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木 ショコラウォールナット（Z9) 玄関

エクステリア建材 玄関まわり シンプルモダン 上吊りひさし　採光タイプ　化粧材(KC塗装） 1800ｘ900
プラチナステン（H2)　化粧額縁

（側面・正面）
玄関
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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 玄関まわり
エクステリアポストシリー

ズ
ポストユニットＢＫ01型　ポストＴ１２型 桑炭　　シュペリグレイ 玄関

エクステリア建材 玄関まわり
エントランスシステムひさ

し

化粧パネル（アクセントエッジ）　軒天パネル （板張り）　袖ス

クリーン・LED照明付き仕様
W1600

キャラメルチークｘカームブ

ラック
玄関

エクステリア建材 玄関まわり
エントランスシステムひさ

し

化粧パネル（モダンエッジ）　軒天パネル （リヴパネル）　LED

照明付き仕様
2040ｘ545 プラチナステン/ハニーチェリー 玄関

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス
ルシアス機能門柱Ｂ０１型　門扉Ｂ０１型　機能ポールﾌﾟﾚｰﾄＬ　照明１７型ポ

ストＴ９型
W1750 キャラメルチーク 玄関

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアススライドＡＳ０１型標準Ｌ(ﾌﾟﾗﾁﾅｽﾃﾝ) 1400ｘ1200 ショコラウォールナット（Z9) 玄関

エクステリア建材 玄関まわり 壁付防風ポスト たて型 ブラック 玄関

エクステリア建材 玄関まわり 壁付防風ポスト よこ型 ホワイト 玄関

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ルシアス宅配ポスト H1400 キャラメルチーク（ＹＦ） 玄関

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　積雪50㎝ 165030 マットステン ＡＰＷ

エクステリア建材 窓まわり コンバイザー ベーシックスタイル　積雪100㎝ 060030 マットステン ＡＰＷ

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Ｂ型トラック楕円形　端部アールキャップ 2700ｘ1000 キャラメルチーク（ＹＦ） フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０１型
ショコラウォールナットｘカー

ムブラック
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０２型 キャラメルチーク フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０３型
キャラメルチークｘプラチナス

テン
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０４型
ショコラウォールナットｘプラ

チナステン
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０８型
ショコラウォールナットｘカー

ムブラック
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０９型
キャラメルチークｘカームブ

ラック
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＦ０１型
キャラメルチークｘプラチナス

テン
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＦ０２型
ハニーチェリーｘプラチナステ

ン
フェンス
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エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＦ０２型
キャラメルチークｘカームブ

ラック
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＦ０３型 桑炭ｘプラチナステン フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＦ０３型 桑炭ｘカームブラック フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＦ０４型
ショコラウォールナットｘプラ

チナステン
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０５型
ハニーチェリーｘプラチナステ

ン
フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス ルシアスフェンスＨ０７型 桑炭 フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　１型 プラチナステン フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　２型 カームブラック フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　３型 ブラウン フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　４型 プラチナステン フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　５型 ホワイト フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　６型 ピュアシルバー フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　７型 ホワイト フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　８型 ホワイト フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　９型 ブラウン フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　１０型 ピュアシルバー フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　１１型 ピュアシルバー フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　１２型 カームブラック フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　１３型 プラチナステン フェンス
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エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　ＳＴ１型 カームブラック フェンス

エクステリア建材 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　ＳＹ型 ブラウン フェンス

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 床支持タイプ　マットタイプ　平型笠木 H1100 マット ＡＰＷ

エクステリア建材 車庫まわり エフルージュツイン
基本セット　積雪100㎝　熱戦遮断ポリカボネート（アースブ

ルー/マット調）　ハイルーフタイプ

W5413×

H2335×奥行
ピュアシルバー（Ｓ１) 外展示

エクステリア建材 車庫まわり エフルージュツイン
基本セット　積雪100㎝　熱戦遮断ポリカボネート（クリアマッ

ト）　ハイルーフタイプ

W5413×

H2335×奥行

プラチナステン（Ｈ２）×キャラ

メルチーク（ＹＦ）
外展示

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 リフォーム

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 シャイニーベージュ アルカベール

外装建材 アルミ外装材 アルカベール クリアパミス クリアグレイ アルカベール

外装建材 アルミ外装材 アルカベール ビットストーン パウダーホワイト アルカベール

外装建材 アルミ外装材 アルカベール ビットストーン アンティークオレンジ アルカベール

外装建材 アルミ外装材 アルカベール ロカストーン フロストベージュ アルカベール

外装建材 アルミ外装材 アルカベール フレス ライトベージュ アルカベール

外装建材 アルミ外装材 アルカベール ロンド ダークベージュ アルカベール

外装建材 アルミ外装材 アルカベール カーレ ハーモニーホワイト アルカベール

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　引違い窓 戸先錠仕様　和紙調ｶﾞﾗｽ 横繁吹寄

ふかし枠40/既設フレミングＪ単板　引違い
740ｘ700

ダークブラウン/フレミング=ブ

ラウン
リフォーム

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　内開き窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　/既設フレミン

グＪ単板　たてすべり
365ｘ700

ミディアムオーク　/フレミング

=ブラウン
リフォーム

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　ＦＩＸ窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　/既設フレミン

グＪ単板　たてすべり
405ｘ770

グレイ　/フレミング=ピュアシ

ルバー
リフォーム

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　引違いテラス戸　和室用格子入り複層ガラス

/　既設フレミングＪ単板　引違い
1600ｘ2000

木目ナチュラル　/　フレミング

=ブラウン
リフォーム

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　引違い窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　/　フレミング

Ｊ　単版　引違い窓
690ｘ900

ホワイト　/　フレミング=ホワ

イト
遮音
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リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　内開き窓　単板透明３mm　/既設フレミング

Ｊ単板　たてすべり
465ｘ700

ホワイト　/　フレミング=ホワ

イト
断熱比較

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　内開き窓　Low-E遮熱ﾌﾞﾙｰ　/既設フレミング

Ｊ単板　たてすべり
465ｘ700

ホワイト　/　フレミング=ホワ

イト
断熱比較

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　浴室引違い窓 ユニット納まり　一般複層ｶﾞﾗｽ

/既設フレミングＪ単板　面格子付引違い
1195ｘ1100

ホワイト　/　フレミング=ブラ

ウン
ＳＢ

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　内開き窓　単板透明３mm　/既設フレミング

Ｊ単板　たてすべり
465ｘ700

ホワイト　/　フレミング=ホワ

イト
遮熱①

リフォーム 窓
かんたん マドリモ　プラ

マードＵ

内窓プラマードＵ　内開き窓　Low-E遮熱　/既設フレミングＪ単

板　たてすべり
465ｘ700

ホワイト　/　フレミング=ホワ

イト
遮熱①

リフォーム 窓
かんたんマドリモ　アルミ

樹脂複合窓
アルミ樹脂複合窓　たてすべり出し窓　Low-E遮熱ﾌﾞﾙｰ 395ｘ652 外観ホワイト/内観ホワイト 遮熱①

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　たてすべり出し窓　Low-E遮熱ﾌﾞﾙｰ 405ｘ668 外観ホワイト/内観ホワイト 遮熱①

リフォーム 窓
かんたんマドリモ　トリプ

ルガラス樹脂窓
トリプルガラス樹脂窓　たてすべり出し窓　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽ﾌﾞﾙｰ 405ｘ673 外観ホワイト/内観ホワイト 遮熱①

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓
樹脂窓　引違いテラス戸(戸先錠・ｻﾎﾟｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙ)　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗ

ﾙ
1690ｘ2030

外観プラチナステン/内観クリア

樹脂額縁クリア
リフォーム

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　引違い窓戸先錠　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ 630ｘ866 外観ホワイト/内観ホワイト 遮音

リフォーム 窓
かんたんマドリモ　アルミ

樹脂複合窓
アルミ樹脂複合窓　たてすべり出し窓　Low-E遮熱ﾌﾞﾙｰ 395ｘ652 外観ホワイト/内観ホワイト 断熱比較

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　ＡＰＷ３３０　たてすべり出し窓　Low-E遮熱ﾌﾞﾙｰ 405ｘ668 外観ホワイト/内観ホワイト 断熱比較

リフォーム 窓
かんたんマドリモ　トリプ

ルガラス樹脂窓
トリプルガラス樹脂窓　たてすべり出し窓　ﾄﾘﾌﾟﾙ遮蔽ﾌﾞﾙｰ 405ｘ673 外観ホワイト/内観ホワイト 断熱比較

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　引違い窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ 780ｘ855 外観ブラウン/内観ホワイト ＳＢ

リフォーム 窓
かんたんマドリモ　アルミ

樹脂複合窓

アルミ樹脂複合窓　引違い窓+ＦＩＸ窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ+FIX

部ﾊﾟﾈﾙ/既設フレミングＪ単板　引違い窓
1035ｘ1079

外観ブラウン/内観ホワイト

フレミング=ブラウン
ＳＢ

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　引違い窓戸先錠　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　既設フレミング 730ｘ860
外観ブラウン/内観ダークブラウ

ン
リフォーム

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　たてすべり出し窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　既設フレミング 640ｘ860
外観プラチナステン/内観ナチュ

ラル
リフォーム

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　片上げ下げ窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　既設フレミング 405ｘ860 外観プラチナステン/内観クリア リフォーム

リフォーム 窓 かんたんマドリモ　樹脂窓 樹脂窓　ＦＩＸ窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　既設フレミング 405ｘ860 外観ホワイト/内観ホワイト リフォーム
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リフォーム 玄関
かんたんドアリモ アウト

セット玄関引戸

Ｙ01デザイン　額縁　外：大　内：大　/横引き収納網戸(ﾌﾞﾗｯｸ

ﾈｯﾄ)
1240ｘ2264

キャラメルチーク　内外バーハ

ンドル　ブロンズ（ラッチ付）
ドアリモ

リフォーム 玄関
かんたんドアリモ 断熱タイ

プ

シックデザイン　Ｃ１１Ｔデザイン　親子扉　外額縁７７　内額

縁５５　子扉：ポスト・受カゴ付
1170×2248

ダージリンウォールナット（Ａ

Ｍ）　ポケットキー仕様
ドアリモ

リフォーム 玄関 かんたんドアリモ 玄関引戸 滝格子　A15デザイン 複層ガラス仕様 1709ｘ2236
新槇調（ＬＣ）　外側バーハン

ドルシルバー（ラッチ付）　中
ドアリモ

リフォーム
セカンドドア・勝手

口

かんたんマドリモ　内窓プ

ラマードＵ

内窓プラマードＵ　開き窓テラス　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ　/　既設フ

レミングＪ単板　勝手口ドア
690ｘ2000

木目クリア　/　フレミング=ブ

ラウン
リフォーム

リフォーム
セカンドドア・勝手

口

かんたんドアリモ　勝手口

ドア

勝手口ドア　断熱タイプ　通風ドア　井桁格子　Ｌｏｗ－Ｅ断熱

ﾆｭｰﾄﾗﾙ
730ｘ2007

外観カームブラック/内観ダーク

ブラウン
リフォーム

リフォーム
雨戸・シャッター・

網戸
X-BLIND 壁付 1640ｘ2030 プラチナステン リフォーム

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードＮＥＯ エピソードｎｅｏ　引違い窓　半外付　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ透明 640ｘ570 外観プラチナステン/内観クリア 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードＮＥＯ エピソードｎｅｏ　　内倒し窓　Low-E断熱ﾆｭｰﾄﾗﾙ型 640ｘ570
外観カームブラック/内観ダーク

ブラウン
窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードＮＥＯ
エピソードｎｅｏ　　たてすべり出し窓　ブラインド入り複層ガ

ラス
窓ラック


