
YKK AP ショールーム熊本 展示商品一覧  2021年3月31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 FIX窓（Low-E断熱ブルー） 780×370
外:ピュアシルバー（S1）
内:キャメル（CF）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード
たてすべり出し窓（Low-E断熱ブルー／カムラッチハンドル仕様／ハーフロック付／
上げ下げ網戸クリア）

300×970
外:プラチナステン（H2）
内:ナチュラル（CE）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード たてすべり出し窓（Low-E断熱ブルー／折れハンドル仕様／固定網戸クリア） 405×770
外:ブラウン（B1）
内:クリア（CD）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード
すべり出し窓（Low-E断熱ブルー／カムラッチハンドル仕様／ハーフロック付）横引
きロール網戸クリア

405×370
外:カームブラック（B7）
内:ダークブラウン（CM）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード すべり出し窓（Low-E断熱ブルー／オペレーターハンドル仕様）固定網戸ブラック 405×570
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード たてすべり出し窓（Low-E断熱ブルー／カムラッチハンドル仕様／ハーフロック付） 640×970
外:プラチナステン（Ｈ2）
内:ダークブラウン（CM）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓Ｇシリーズ
すべり出し窓（アルミ樹脂複合NEO／耐熱強化Low-E断熱ブルー／カムラッチハンド
ル仕様）横引きロール網戸クリア

780×370
外:ブラウン（B1）
内:ブラウン（B1）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓Ｇシリーズ
すべり出し窓（アルミ樹脂複合NEO／網入りLow-E断熱ブルー／カムラッチハンドル
仕様）横引きロール網戸ブラック

780×370
外:カームブラック（B7）
内:カームブラック（B7）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ ミモット 引違いテラス戸（4枚建）、テラスドア（全面ガラス）に設置 APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓（グレモンハンドル仕様／Low-E断熱ブ
ルー／横引ロール網戸クリアネット）

1690×970
外:プラチナステン（Ｈ2）
内:ナチュラル（CE）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
高所用すべり出し窓（折れハンドル仕様／Low-E遮熱ブルー／固定網戸クリアネッ
ト）

1690×370
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓（グレモンハンドル仕様／Low-E遮熱ブルー／横引きロール網戸ブラッ
クネット）

1690×370
外:ブラック（B7）
内:ブラック（OC）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
シャッター付引違い窓（戸先錠仕様／Low-E断熱ニュートラル／電動（リモコン）ス
チールシャッター／
アルミ点検板／スライド網戸クリアネット）

1235×970
外:ブラウン（Ｂ1）
内:クリア（ＣＤ）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 片上げ下げ窓（Low-E断熱ブルー／固定網戸クリアネット） 640×970
外:チーク
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー
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窓・シャッター APW APW 330 FIX窓（Low-E断熱ブルー） 405×970
外:ブラックウォールナット
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 片引き窓 均等（戸先錠仕様／Low-E遮熱ブルー／スライド網戸クリアネット） 1235×370
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 片引き窓 偏芯（戸先錠仕様／Low-E遮熱ブルー／スライド網戸クリアネット） 1235×370
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓 ＦＩＸ段窓（オペレーターハンドル仕様／Low-E遮熱ブルー／固定網
戸クリアネット）

405×970
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

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仕様／Low-E遮熱ブルー／固定網戸クリア
ネット）

300×1170
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 FIX窓（Low-E遮熱ブルー透明） 300×300
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 FIX窓（Low-E遮熱ブルー型） 300×300
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓（グレモンハンドル仕様／Low-E遮熱ブルー／内開き網戸クリアネッ
ト）

300×300
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様／Low-E遮熱ブルー／ブラインド網戸光通
過タイプ）

300×1570
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 ＦＩＸ窓（アングル付／Low-E遮熱ブルー） 300×1870
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓 高窓用（高所換気窓電動ユニット／ リモコン／Low-E遮熱ブルー／固定
網戸クリアネット）

780×370
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓 高窓用（高所換気窓高窓用オペレーター／Low-E遮熱ブルー／固定網戸
クリアネット）

780×370
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 331 引違いテラス戸（4枚建／Low-E遮熱ブルー／スライド網戸クリアネット） 2600×1830
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

玄関ドア・引戸 勝手口 APW 331
テラスドア（全面ガラス／右勝手／Low-E断熱ブロンズ／横引ロール網戸クリアネッ
ト）

780×2030
外:プラチナステン（Ｈ２）
内:ダークブラウン（ＣＭ）

APW樹脂窓コーナー
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窓・シャッター APW APW 331
シャッター付引違いテラス戸（戸先錠仕様／サポートハンドル／
Low-E断熱ニュートラル）電動（リモコン）スリットシャッター／アルミ点検板リブ
／スライド網戸クリアネット

1690×2030
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
たてすべり出し窓 ＦＩＸ段窓（トリプル遮蔽ブルー／上げ下げロール網戸クリア
ネット）

405×2070
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
たてすべり出し窓 ＦＩＸ連窓（トリプル遮蔽ブロンズ／横引きロール網戸クリア
ネット）

1235×970
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430 ツーアクション窓（トリプル取得ニュートラル／可動網戸クリアネット） 730×1170
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター APW APW 431 大開口スライディング窓（トリプル遮蔽ブルー／スライド網戸クリアネット） 2550×2030
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード 高所用すべり出し窓（高窓用オペレーターユニット／Low-E断熱ブルー） 780×370
外:ホワイト（YW）
内:キャメル（ＣＦ）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード
高所用すべり出し窓（折れハンドル＋ライナー／Low-E断熱ブルー）固定網戸クリア
ネット

780×370
外:ブラウン（B1）
内:クリア（CD）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード
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）横引きロール網
戸ブラック

780×570
外:カームブラック（B7）
内:ナチュラル（CE）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード 引違い窓 2枚建 （Low-E断熱ニュートラル）スライド網戸ブラック 780×570
外:プラチナステン（Ｈ2）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード
ウインスター 横スリットすべり出し窓（Low-E断熱ニュートラル）開き網戸ブラッ
ク

780×203
外:ピュアシルバー（S1）
内:ダークブラウン（CM）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ウインスター スリット上げ下げ窓（複層透明網入りガラス）固定網戸クリア 300×1870
外:ピュアシルバー（S1）
内:ピュアシルバー（DC）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード
ウインスター たてスリットすべり出し窓（右勝手 複層型網入りガラス）上げ下げ
ロール網戸クリア

250×2070
外:ホワイト（YW）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ウインスター たてスリットFIX窓（Low-E複層透明ガラス） 200×2270
外:ピュアシルバー（S1）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード
ウインスター（段窓） たてスリットすべり出し窓（右勝手／
Low-E複層透明ガラス）+ウインスターたてスリットFIX窓（Low-E複層透明ガラス）
上げ下げロール網戸クリア

300×1870
外:プラチナステン（Ｈ2）
内:プラチナステン（ET）

窓えらびコーナー
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窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ウインスター ガラスブロックウインドウ（カスミ） 392×1313
外:プラチナステン（Ｈ2）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソード ウインスター ガラスブロックウインドウ（オパリーンネオ） 392×413
外:プラチナステン（Ｈ2）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO 内倒し窓（複層透明ガラス 縦面格子 フック棒L=400 ）固定網戸クリア 780×370
外:カームブラック（B7）
内:ダークブラウン（CM）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO 面格子付片上げ下げ窓（複層透明ガラス ラチス格子）上下スライド網戸クリア 405×970
外:ピュアシルバー（S1）
内:ナチュラル（CE）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO FIX窓＋面格子XLA（井桁格子）／ブラインド入複層ガラス（スラット色グレイ） 405×970
外:ピュアシルバー（S1）
内:ナチュラル（CE）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO
面格子付引違い窓（横格子）／ブラインド入複層ガラス（スラット色アイボリー）／
上框一体型換気框付／スライド網戸クリア

780×570
外:ブラウン（B1）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO 外倒し窓排煙錠仕様（複層型ガラス 復帰セット） 640×570
外:プラチナステン（H2）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO すべり出し窓（複層型ガラス／カムラッチハンドル仕様）上げ下げ網戸クリア 405×７70
外:ホワイト（YW）内:ホワ
イト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO
たてすべり出し窓（右勝手 複層型ガラス カムラッチハンドル仕様）横引きロール
網戸クリア

300×770
外:プラチナステン（Ｈ2）
内:プラチナステン（ET）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードNEO
たてすべり出し窓（右勝手 複層型ガラス オペレーターハンドル仕様）固定網戸ク
リア

300×770
外:プラチナステン（H2）
内:ホワイト（YW）

窓えらびコーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 天窓シリーズ E型(電動タイプ) 透明合せガラス ソーラーブラインド調光タイプ 776×775
外:デニッシュグレー(2C)
内:ホワイト(YW)

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ 天窓シリーズ ＦＩＸ窓 透明網入りガラス 546×695
外:デニッシュグレー(2C)
内:ホワイト(YW)

APW樹脂窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ ワイドスライディング
三枚連動片引き複層ガラス（断熱障子）／電動スリットシャッタースライド網戸クリ
ア

2820×2430 プラチナステン（H2）

リフォーム 玄関
かんたんドアリモ 玄
関ドア D30 断熱ドア

F04型（ラック展示） 864×2312 ブラウン（B1） 玄関ドアコーナー



YKK AP ショールーム熊本 展示商品一覧  2021年3月31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

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C09T（通風デザイン／ラック展示） 863×2312 ココナッツチェリー（XP） 玄関ドアコーナー

リフォーム 玄関 ヴェナート D30 C07型（ラック展示） 864×2312 プラチナステン（H2） 玄関ドアコーナー

リフォーム 玄関
かんたんドアリモ 玄
関ドア D30 断熱ドア

C11型（ラック展示） 864×2312 カームブラック（B7） 玄関ドアコーナー

リフォーム 玄関 ヴェナート D30 N09型（ラック展示） 864×2312 マキアートパイン（BE） 玄関ドアコーナー

リフォーム 玄関
かんたんドアリモ 玄
関ドア D30 断熱ドア

E10型（ラック展示） 864×2312 ココナッツチェリー（XP） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C03（ラック展示） 863×2312 桑炭（W6） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C04（ラック展示） 863×2312
ダージリンウォールナット
（AM）

玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C05（ラック展示） 863×2312 ココナッツチェリー（XP） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C06（ラック展示） 863×2312 キャラメルチーク（KE） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C07（ラック展示） 863×2312 プラチナステン（H2） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C08（ラック展示） 863×2312 桑炭（W6） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C10（ラック展示） 863×2312 ピュアシルバー（S1） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E02（ラック展示） 863×2312 バニラウォールナット（JJ） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E06（ラック展示） 863×2312 オリーブグリーン（QS） 玄関ドアコーナー
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玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E07（ラック展示） 863×2312
ダージリンウォールナット
（AM）

玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E10（ラック展示） 863×2312 ココナッツチェリー（XP） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E13（ラック展示） 863×2312
ショコラウォールナット
（Z9）

玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E01（ラック展示） 863×2312 アイスブルーノーチェ（BJ） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 F01（ラック展示） 863×2312 キャラメルチーク（KE） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 F04（ラック展示） 863×2312 スモークヒッコリー（A8） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 F05T（通風デザイン／ラック展示） 863×2312 ルビーレッド（KR） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 F06（ラック展示） 863×2312 ガトーアカシア（AF） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 F07（ラック展示） 863×2312 ビターストーン（HV） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 F08（ラック展示） 863×2312 サファイアブルー（LU） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 F09（ラック展示） 863×2312 ツートンテラコッタ（HN） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N02（ラック展示） 863×2312
ガナッシュウォールナット
（DP）

玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N04（ラック展示） 863×2312 シナモンオーク（BQ） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N09（ラック展示） 863×2312 マキアートパイン（BE） 玄関ドアコーナー
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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

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N12（ラック展示） 863×2312 マキアートパイン（BE） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30
N05型
（片開き／D4仕様／ストレートハンドル:ブラック／ピタットKey／AC100V）

922×2330
ガナッシュウォールナット
（DP）

玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30
F82型 エクストラデザイン
（片開き／D4仕様／角型ストレートハンドル／手動）

922×2330 ブリリアントシルバー（Z3） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30
F03T型（片開き／D4仕様／ストレートハンドル:シルバー／ポケットKey／AC100V
／PA連動システムオーダー／横引き収納網戸フラットタイプXMA

922×2330 ハニーチェリー（W7） APW樹脂窓コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D70 002デザイン（ポケットKey／片開き） 982×2330
枠:マットブラック（４
Ｕ）、扉:ダークＷ（DF）

玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 101デザイン（ポケットKey／片開き） 982×2330 キャラメルチーク(YF) 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 A06（複層ガラス仕様/舟底引手） 引戸本体 860×2204 新槇(LC) 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 C06（複層ガラス仕様/舟底引手） 引戸本体 860×2204 桑炭(W6) 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 C08（複層ガラス仕様/舟底引手） 引戸本体 860×2204 ハニーチェリー(W7) 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 れん樹 大開口引戸 Y02 複層ガラス仕様／車いす配慮仕様／内外バーハンドル（ブラック系） 1690×2230 ショコラウォールナット(Z9) 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 冴Ⅱ 3673（複層ガラス仕様/舟底型引手） 引戸本体 838×2223 紅板(XR) 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30 F02  袖付タイプ（パンチングパネル入り）電気錠ポケットKey 1690X2235 スモークヒッコリー（A8） 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード W05 外引込みタイプ 手動錠 フリーストッパー付 1690X2235 桑炭(W6) 玄関ドアコーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア ミモット F03T型（片開き）に設置 APW樹脂窓コーナー



YKK AP ショールーム熊本 展示商品一覧  2021年3月31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

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

NAタイプ 片引き戸（3枚建）／ラウンドレール／アルミ3方枠／ダブルクローズ仕様 2700×2142
フレーム:ピアマットシル
バー（DA）
面材:ガラスカラーマット調

APW樹脂窓コーナー

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 片引き戸（3枚建）／ラウンドレール／アルミ3方枠／ダブルクロー
ズ仕様 EGP（横格子／透明）

2700×2142
フレーム:ブラック（艶な
し）（Ｋ２）
／横格子／ガラス:透明

APW樹脂窓コーナー

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 片引き戸（3枚建）／ラウンドレール／アルミ3方枠／ダブルクロー
ズ仕様 DGF（全採光／ファブリック）

2700×2142
フレーム:シルキーホワイト
（ＷＭ）／全採光／ガラス:
ファブリック

APW樹脂窓コーナー

インテリア建材 室内引戸
ラフォレスタ 室内引
戸

片引き TCデザイン ラック展示 717×1975 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

片引き B53デザイン ラック展示 717×1975 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

片引き JFデザイン ラック展示 717×1975 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

片引き B35デザイン ラック展示 717×1975 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 F 室内引
戸

片引き A59デザイン ラック展示 717×1975 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

片引き A57デザイン ラック展示 717×1975 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 F 室内引
戸

片引き A60デザイン ラック展示 717×1975 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

片引き A58デザイン ラック展示 717×1975
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

片引き A56デザイン ラック展示 717×1975
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

片引き A37デザイン ラック展示 717×1975 ブライトペカン（6H） インテリアコーナー

インテリア建材 室内ドア
ファミット クロスデ
ザイン 片開きドア

片開きドア 錠無し ハンドルＢタイプ（丸座） 778 X 2400 フレーム:シルキーホワイト APW樹脂窓コーナー
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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

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

スクエアFIX 240×252 シルキーホワイト（WM） キッズルーム

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 1464×260

シルキーホワイト（WM）ブ
ロック色:ガラスカラーフロ
スト目地カラー:スケルトン
（半透明）

APW樹脂窓コーナー

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 L型コーナー

Cタイプ 片引き戸2枚建 ラウンドレール ダブルクローズ仕様 アルミ3方枠 ス
ケルトングリップ

1810×2033

フレーム:ピアマットシル
バー（DA）
面材:ブラウンノーチェ
（FP）

窓リフォーム内窓をつける
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 L型コーナー

Cタイプ 片引き戸2枚建 ラウンドレール ダブルクローズ仕様 アルミ3方枠 ス
ケルトングリップ

1810×2033

フレーム:ブラック艶なし
（Ｋ２）
面材:ミディアムウォール
ナット（FＴ）

窓リフォーム内窓をつける
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 L型コーナー

Ｔタイプ 引違い戸2枚建 ラウンドレール ダブルクローズ仕様 アルミ3方枠 フ
ラット引手

1450×2033
フレーム:ピアマットシル
バー（DA）
面材:和紙調クロス柄

窓リフォーム内窓をつける
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 L型コーナー

Ｌタイプ 引違い戸2枚建 ラウンドレール ダブルクローズ仕様 アルミ3方枠 引
手なし

1373×2033
フレーム:ピアマットシル
バー（DA）
面材:ナチュラルチェリー

窓リフォーム内窓をつける
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

格子調デザイン格子総本数8本 669 X 2450 クリアオーク(F6)
窓リフォーム水まわりの窓
コーナー

インテリア建材 階段・手すり オープンリビング階段 桁タイプ 右廻り ダーク（N4） APW樹脂窓コーナー

インテリア建材 階段・手すり レイスルー手すり 吹抜 床支持 横格子 3490×1100 ピアマットシルバー（DA） APW樹脂窓コーナー

インテリア建材 階段・手すり レイスルー手すり 吹抜 持出（ボーダー無）ドット 2580×1100 ピアマットシルバー（DA） APW樹脂窓コーナー

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

ブラウンノーチェ（FR）
窓リフォーム窓をかえる
コーナー

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

ナチュラルチェリー（F9）
窓リフォーム水まわりの窓
コーナー

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

クリアオークʼ（F6）
窓リフォーム水まわりの窓
コーナー

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 S

ビアンコマーブル（F2）
窓リフォーム水まわりの窓
コーナー
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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

グランドウォールナット
（6J）

APW樹脂窓コーナー

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

ブライトペカン（6H） APW樹脂窓コーナー

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

ビンテージオーク（6G） APW樹脂窓コーナー

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 幅木（スリムタイプ）
ホワイトウォールナット（Ｆ
3）

APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり アウターシェード APW330シャッター付引違い窓用 生地色:グリーン 1415Ｘ1300 プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり アウターシェード 直付け納まり 生地:ブラウン 1365×1900 ブラウン(B1) APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり パラソリア
Ａタイプ 電動・手動併用式（スイッチ室内埋込み）／上下ケースあり／テント生
地:ファブリック調テント228

2870X1215 ブラック（Ｋ2） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり シンプルモダン ひさし（上吊ひさし／採光タイプ／照明付） 1800×900 プラチナステン（Ｈ2） 玄関リフォームコーナー

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 900×（D）450 マットステンＴ（SR） APW樹脂窓コーナー

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

モダンスタイル
1355×（D）
200

マットステンＴ（SR） APW樹脂窓コーナー

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
1690×（D）
230

プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり シンプルモダン 持ち出しひさし照明付 ガラス種類:マット
1500×（D）
900

プラチナステン（H2）
化粧材:ハニーチェリー
（W7）

APW樹脂窓コーナー

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

T11型／ガラス表札壁付け用YESGM-121-B 桑炭（W6） 玄関リフォームコーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス 板張り調（樋右／照明付／アクセントエッジ／袖スクリーン） 1690×(D)845
プラチナステン（H2）
ショコラウォールナット
（Z9）

玄関リフォームコーナー
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エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木90×90 桑炭（W6）
窓リフォーム窓をかえる
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 ブロック笠木Ｗ150 桑炭（W6） 玄関リフォームコーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木30X120 ハニーチェリー（W7） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木90X90 ハニーチェリー（W7） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木30X120 キャラメルチーク(YF) APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木90X90 キャラメルチーク(YF) APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木30X120
ショコラウォールナット
（Z9）

APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木90X90
ショコラウォールナット
（Z9）

APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり カスタマイズパーツ 枕木30X120 ハニーチェリー（W7） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり フィッテ
柱:ミディアムブラウン
（4J）
本体:シックレッド（6B）

APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス BS03型 本体A／ポストT11型 表札:アクリル表札Ｓ 乳白（YEA3-A-122） プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり
ポスティモ・ポスティ
モαⅡ

宅配ボックス1型 柱（宅配ボックス）納まり ※ カームブラック（B7） 玄関リフォームコーナー

エクステリア建材 テラスまわり・庭まわり ソラリア

床納まりランマ無積雪２０／正面折りたたみ戸（収納網戸付）／側面高窓2枚建（網戸
付）／側面FIX窓／デッキ材リウッドデッキ200／
フラット型（アースブルー）／天井カーテン（ホワイト・ベージュ）／ロールスク
リーン（グレイ）／操作用フック棒

2730×1170
プラチナステン（Ｈ2）
デッキ材:ホワイトブラウン
（ＦＤ）

APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 バルコニーまわり ソラリア
躯体式バルコニー屋根（フラット型／柱奥行移動積雪50／多機能幕板
／吊り下げ式 上下可動物干し:着脱機能付き／アルミ物干し竿／熱線遮断ポリカクリ
アマット）

3662×1770 プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー
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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 1200×920 ホワイトブラウン（FD）
窓リフォーム窓をかえる
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 1200×920 ナチュラルブラウン（ＩＤ）
窓リフォーム窓をかえる
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 1200×920 レッドブラウン（FF）
窓リフォーム窓をかえる
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 1400×920 ウォームグレイ（FE）
窓リフォーム窓をかえる
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
Ｔタイプ ルシアスハイパーテーションＡ０１型／ルシアスハイパーテーションＡ０
３型

デッキ:ナチュラルブラウン
(ID)
フェンス:ハニーチェリー
（W7）
柱:プラチナステン(H2)

エクステリア建材 門扉・フェンス ルシアス 門扉 親子 AK01型 1200×1400 桑炭（W6） 玄関リフォームコーナー

エクステリア建材 門扉・フェンス
パルトナーUDフェン
ス

1型/自立タイプ/笠木のみタイプ 樹脂笠木:Ａ型（円形）柱:標準柱（乾式用） Ｔ80
柱:プラチナステン（H2)
笠木:キャラメルチーク(YF)

玄関リフォームコーナー

エクステリア建材 バルコニーまわり ハンドレール Ⅱ トップレールタイプ 平型笠木175巾 90°接着式コーナー2ヶ所 3280 プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 バルコニーまわり ルシアス 床支持・横格子タイプ ワイド手すり・木調仕様 平型笠木175巾 2535×1100
ショコラウォールナット
（Z9）

APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 外壁まわり シンプルモダン BC通風小窓 パンチング（枠見込＝180） 140×145 プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 外壁まわり シンプルモダン BC通風小窓 枠のみ（枠見込＝180） 140×495 プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー

エクステリア建材 外壁まわり シンプルモダン アクセントポール用エスパリア 960×1500 プラチナステン（H2） APW樹脂窓コーナー

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1型 910 X 300 カームブラック（B7） APW樹脂窓コーナー
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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

外装建材 アルミ外装材 アルカベール クオリティ ジェット シャイニークォーツ シャイニーグレイ（LY） 玄関リフォームコーナー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール クオリティ ジェット エルモストーン エルモベージュ（CQ） 玄関リフォームコーナー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール クオリティ ジェット エルモストーン エルモブラウン（CO） 玄関リフォームコーナー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール エルモストーン エルモグレイ（CP） APW樹脂窓コーナー

外装建材 アルミ外装材 アルカベール ロカストーン パウダーホワイト（PW） APW樹脂窓コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 内
窓 プラマードU

開き窓テラス  複層透明ガラス ふかし枠70 4方 補強角パイプ仕様 689×1999 ダークブラウン（CM）
窓リフォーム内窓をつける
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 内
窓 プラマードU

引違い 2枚建 外:和室用複層ガラス＋横繁格子付 内:和紙調ガラス仕様 戸先錠
仕様

739×910 木目クリア（E2）
窓リフォーム内窓をつける
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 内
窓 プラマードU

内開き窓 複層透明ガラス ふかし枠40 4方 補強角パイプ仕様 364×900 木目ナチュラル(E3)
窓リフォーム内窓をつける
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 内
窓 プラマードU

FIX窓 複層透明ガラス ふかし枠25 4方 補強角パイプ仕様 364×700 グレイ（DC）
窓リフォーム内窓をつける
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 内
窓 プラマードU

引違い 2枚建 外:複層ガラス 内:単板ガラス 掃き出しアタッチメント付 戸先
錠仕様

1648×2000 木目ミディアム（E9）
窓リフォーム内窓をつける
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 内
窓 プラマードU

引違い 2枚建 複層透明ガラス 640×770 ホワイト（YW）
窓リフォーム内窓をつける
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 断
熱窓

樹脂窓 浴室用たてすべり出し窓＋FIX窓 ウインドキャッチ連窓（グレモンハンドル
仕様／Low-E断熱ニュートラル／樹脂額縁）

1135×854
Ｊ５ 外:ブラウン内:ホワ
イト

窓リフォーム水まわりの窓
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 断
熱窓

樹脂窓 たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様／Low-E遮熱ブルー／4方ワイ
ドケーシング90見付返し付）

305×668
Ｊ５ 外:ブラウン内:ホワ
イト

窓リフォーム水まわりの窓
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 断
熱窓

樹脂窓 たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様／Low-E遮熱ブルー／4方ワイド
ケーシング90見付返し付）

305×668
Ｊ５ 外:ブラウン内:ホワ
イト

窓リフォーム水まわりの窓
コーナー
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リフォーム 窓
かんたんマドリモ 断
熱窓

樹脂窓 雨戸付引き違い窓（2枚建／Low-E遮熱ブルー／4方ワイドケーシング90見付
返し付)

1080×1063
ＪＰ 外:ブラウン内:ナ
チュラル

窓リフォーム窓をかえる
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 断
熱窓

樹脂窓 片上げ下げ窓(Low-E遮熱ブルー／樹脂額縁) 305×801
ＪＳ 外:ブラウン内:クリ
ア

窓リフォーム窓をかえる
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 断
熱窓

トリプルガラス樹脂窓 すべり出し窓（Low-E遮熱ブルー／樹脂額縁) 500×806
Ｊ５ 外:ブラウン内:ホワ
イト

窓リフォーム窓をかえる
コーナー

リフォーム 窓
かんたんマドリモ 断
熱窓

樹脂窓 引違いテラス戸（2枚建／Low-E遮熱ブルー／クレセント錠仕様／4方ワイド
ケーシング90見付返し付）

1520×1902
ＪＭ 外:ブラウン内:ダー
クブラウン

窓リフォーム窓をかえる
コーナー

リフォーム 雨戸・シャッター・網戸
かんたんマドリモ
シャッター

リモコンスリットシャッター 730×1170 ホワイト（YW） APW樹脂窓コーナー

リフォーム 玄関
かんたんドアリモ 玄
関ドア D30 断熱ドア

N06型（親子:採光子扉K09H型／電池錠／ポケットKey／洋風カーブ） 1170×2250
ショコラウォールナット
（Z9）

玄関リフォームコーナー

リフォーム 玄関
かんたんドアリモ 玄
関ドア D30 断熱ドア

C03型（親子:通風子扉51型／ポケットKey／PA1） 1170×2250 桑炭（W6） 玄関リフォームコーナー

リフォーム 玄関
かんたんドアリモ 玄
関引戸

B09（複層ガラス仕様:外側バーハンドル）中桟付網戸付 1660×2240
ショコラウォールナット
（Z9）

玄関リフォームコーナー

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（複層ガラス仕様／外側バーハンドル） 1170×2248 キャラメルチーク(YF) 玄関リフォームコーナー


