
YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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
たてすべり出し窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル)/横引きロール網

戸(ブラックネット)
640×970 チーク(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複層ガラス(ニュートラル) 640×970 内外観：ブラック(OC) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 330 引違い窓/真空トリプルガラス(クリア) 780×770
外観：ブラウン/内観：ク

リア(JS)
窓ラック

窓・シャッター APW APW 330 すべり出し窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 780×570
ブラックウォールナット

(3C)
窓ラック

窓・シャッター APW APW 330
すべり出し窓(オペレーターハンドル)/Low-E複層ガラス(ブルー)/固

定網戸(ブラックネット)
780×370

外観：プラチナステン/内

観：ダークブラウン(JN)
窓ラック

窓・シャッター APW APW 330
片上げ下げ窓/格子入Low-E複層ガラス(ニュートラル)/内開き網戸(ブ

ラックネット)
780×970 ブラウン(J5) 窓ラック

窓・シャッター APW APW 330 FIX窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 780×300 プラチナステン(JO) TOTO SBコーナー

窓・シャッター APW APW 330 防火窓 すべり出し窓/Low-E耐熱強化複層ガラス(ニュートラル) 780×570 プラチナステン(JO) 窓ラック

窓・シャッター APW APW 330 防火窓 FIX窓/Low-E網入複層ガラス(ニュートラル 型) 780×370 ブラック(3A) 窓ラック

窓・シャッター APW APW 430
たてすべり出し窓(段窓)/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラ

ル)/横引きロール網戸(ブラックネット)
405×1,870 プラチナステン(JO) エクステリアコーナー

窓・シャッター APW APW 430 FIX窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル) 1,690×570 ブラック(3A) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
すべり出し窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ブロンズ)/横引きロール

網戸[両引きタイプ](クリアネット)
1,690×570 ブラウン(J5) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
すべり出し窓(連窓)/ダブルLow-Eトリプルガラス(ブルー)/横引き

ロール網戸(ブラックネット)
1,690×570 ホワイト(YW) 窓コーナー



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 430
すべり出し窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル)/上げ下げ

ロール網戸(クリアネット)
1,500×1,500 ブラウン(J5) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
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)/ソフ

トブラインド網戸
640×1,170 ブラック(3A) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430 すべり出し窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル 型) 640×570 ブラック(3A) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430 たてすべり出し窓(連窓)/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル) 1,235×970 ブラウン(J5) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
ツーアクション窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル)/可動

網戸(クリアネット)
640×970 プラチナステン(JO) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430
たてすべり出し窓(ウィンドキャッチ)/ダブルLow-Eトリプルガラス

(ニュートラル)/横引きロール網戸(クリアネット/ブラックネット)
1,690×970 プラチナステン(JO) 窓コーナー

窓・シャッター APW APW 430 FIX窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル すり) 405×1,570 ブラウン(J5) 玄関コーナー

窓・シャッター APW APW 430
すべり出し窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル)/上げ下げ

ロール網戸(ブラックネット)
640×770 ホワイト(YW) 窓昇降機

窓・シャッター APW APW 430
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)/横引

きロール網戸(ブラックネット)
405×770 ホワイト(YW) 窓昇降機

窓・シャッター APW APW 430 すべり出し窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル) 730×570 プラチナステン(JO) TOTO SBコーナー

窓・シャッター APW APW 430 すべり出し窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル) 1,235×570 プラチナステン(JO) TOTO SBコーナー

窓・シャッター APW APW 431
大開口スライディング(均等タイプ)/ダブル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)
1,690×2,270 プラチナステン(JO) エクステリアコーナー

窓・シャッター APW APW 431
大開口スライディング(均等タイプ)/ダブル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)
2,600×2,470 プラチナステン(JO) 窓コーナー



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 430 ツーアクション窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル) 730×770 ホワイト(YW) 騒音実験機

窓・シャッター APW APW 431
引違いテラス戸/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュートラル)/標準引

手/大型引手/サポートハンドル/スライド網戸(ブラックネット)
1,690×2,070 ホワイト(YW) 窓コーナー

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H スリットFIX窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 780×300 プラチナステン(JO) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H スクエアFIX窓/Low-E複層ガラス(ブロンズ) 300×300 ブラック(J4) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H
スクエアすべり出し窓/Low-E複層ガラス(ブルー)/内開き網戸(ブラッ

クネット)
300×300 ブラウン(J5) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H スクエアFIX窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 300×300 プラチナステン(JO) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H たてスリットすべり出し窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 300×1,170 ホワイト(YW) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H 引違い窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 780×970 ブラウン(J5) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H FIX窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 780×770 ブラック(J4) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H たてすべり出し窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 780×770 プラチナステン(JO) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H
高所用換気窓(すべり出し窓タイプ)＋高窓用オペレーター/Low-E複

層ガラス(ニュートラル)
640×770 プラチナステン(JO) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H すべり出し窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 640×570 プラチナステン(JO) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H FIX窓/Low-E複層ガラス(ブロンズ) 640×570 ブラック(J4) 窓ラック



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 プラマード H FIX窓/Low-E複層ガラス(ブルー) 640×570 ブラウン(J5) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H FIX窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) 640×570 プラチナステン(JO) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ プラマード H
片開きドア(中桟付)/上：Low-E複層ガラス(ブロンズ)、下：断熱腰パ

ネル
730×2,070 ホワイト(YW) 窓ラック

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO アルミ樹脂複合NEO/引違い窓/Low-E網入複層ガラス(ニュートラル) 780×770 ホワイト(YW) 窓ラック

窓・シャッター 複層ガラス Low-E複層ガラス（断熱タイプ）

窓・シャッター 複層ガラス
防災安全複層ガラス／安全合わせ複

層ガラス

窓・シャッター 複層ガラス トリプルガラス（ダブルLow-E膜）

窓・シャッター 複層ガラス 網入り複層ガラス

窓・シャッター 網戸 スライド網戸 XMH 窓コーナー

窓・シャッター 網戸 上げ下げロール網戸 XMW 窓コーナー

窓・シャッター 網戸 横引きロール網戸 XMY 窓コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D70
００２　片開き/樹脂複合枠　ハンドル：ポケットKey/ストレート/S

ブラウン/ドアホン連動PA⑤
982×2,330 ダークＷ 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50
１０１　片開き/形材断熱枠　ハンドル：ピタットKey/ストレート/S

ブラック
982×2,330 キャラメルチーク(YF) 玄関コーナー



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 イノベスト D50
１０４　片開き/形材断熱枠　ハンドル：ポケットKey/ストレート/S

ブラック
982×2,330 桑炭(W6) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50
１０６　親子/形材断熱枠　ハンドル：ポケットKey/ストレート/Sブ

ラック
1,235×2,330 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 イノベスト D70 ００１　片開き/樹脂複合枠　ハンドル：レバー/シルバー 982×2,330 ミディアムＷ 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 １０９　片開き/樹脂複合枠　ハンドル：ストレート/ブラック 982×2,330
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 イノベスト D50
５０２　片開き/形材断熱枠　ハンドル：クラシック/アンティークブ

ロンズ
982×2,330 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
１０２　片開き/樹脂複合枠　ハンドル：ポケットKey/ストレート/S

シルバー
982×2,330 シナモンオーク(AS) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50
１０５　片開き/形材断熱枠　ハンドル：ポケットKey/ストレート/S

ブラック
982×2,330 桑炭(W6) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 １０７　片開きドア本体 910×2,307
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 イノベスト D50 ５０４　片開きドア本体 910×2,307 キャラメルチーク(YF) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 ５０５　片開きドア本体 910×2,307 ラスティックウッド(KX) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 ５０６　片開きドア本体 910×2,307 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 Ｎ０８　片開き　ハンドル：ポケットKey/洋風カーブ/ブラック 922×2,330 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 Ｃ０５　片開き　ハンドル：ピタットKey/ストレート/シルバー 922×2,330 ハニーチェリー(BV) 玄関コーナー



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 Ｃ０２　片開き　ハンドル：ピタットKey/ストレート/ブラック 922×2,330
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 Ｎ０２　片開き　ハンドル：ポケットKey/ストレート/ブラック 922×2,330
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
Ｅ１０　片開き　ハンドル：ロートアイアン調/ブラック/ウェーブ

キー
922×2,330 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 Ｅ０４　片開き　ハンドル：クラシック/ブラック/ディンプルキー 922×2,330 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
Ｎ０９　片開き　ハンドル：丸型ストレート/ブラック/ディンプル

キー
922×2,330 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
Ｆ０３Ｔ　片開き　ハンドル：角型ストレート/シルバー/ディンプル

キー
922×2,330 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 Ｆ８１　両袖FIX　ハンドル：モダンレバー/ブラック/ウェーブキー 1,235×2,330 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 Ｋ５１Ｔ　通風子扉 300×2,312 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
Ｐ０１　ポスト付子扉　ポスト部外観：ブラウン色(BB)/ポスト部内

観:ダークグレー(DG)
300×2,312

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 Ｎ０１　片開きドア本体 863×2,312
ガナッシュウォールナット

(DP)
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 Ｎ０３　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｎ０４　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｎ０５　片開きドア本体 863×2,312 ココナッツチェリー(XP) ドアラック



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 Ｎ０６　片開きドア本体 863×2,312
ガナッシュウォールナット

(DP)
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 Ｎ１１　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｎ１２　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｎ１４　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｆ０２　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｆ０４　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｆ０６　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｆ０７　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｆ０８　片開きドア本体 863×2,312 ビターストーン(HV) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 Ｆ１０　片開きドア本体 863×2,312
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 Ｃ０１　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｃ０７　片開きドア本体 863×2,312
ダージリンウォールナット

(AM)
ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 Ｃ０８　片開きドア本体 863×2,312 プラチナステン(H2) ドアラック
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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 Ｃ０９　片開きドア本体 863×2,312 カームブラック(K5) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 Ｃ１０　片開きドア本体 863×2,312 スモークヒッコリー(A8) ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 Ｅ０１　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｅ０２　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｅ０５　片開きドア本体 863×2,312
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 Ｅ０７　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｅ０９　片開きドア本体 863×2,312 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 Ｃ８１　片開きドア本体 863×2,312

パネル色：カームブラック

(K5)/アクセント色：朱赤

(PA)

ドアラック

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 防火ドア ９０２　片開き　ハンドル：ピタットKey/ストレート/Sシルバー 982×2,330 プラチナステン(H2) 玄関コーナー

玄関ドア・引戸 玄関引戸 コンコード S30
Ｆ１３　袖付タイプ/袖付Low-E複層/フリーストッパー　ハンドル：

ポケットKey(電池式)/ストレート/ブラック
1,870×2,235 スモークヒッコリー(A8) エクステリアコーナー

玄関ドア・引戸 アパートドア レガーロ［V型］ Ｒ０４/Ｄ２仕様/２ロック仕様　ハンドル：プッシュプル錠(丸型) 757×2,000 プラチナステン(H2) ドアラック

玄関ドア・引戸 勝手口 APW 431
勝手口ドア 断熱腰パネル付/ダブルLow-E(ニュートラル)/横引きロー

ル網戸(ブラックネット)
780×2,070 ホワイト(YW) 窓コーナー

玄関ドア・引戸 勝手口 APW 431 テラスドア/ダブルLow-E(ニュートラル) 780×2,070 ホワイト(YW) 窓コーナー



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 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　上吊り/引違い戸(２枚建)/面材：和紙調樹脂シート/引

手：フラット引手
ピアマットシルバー(DA)

エクステリアリモデル

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

ＣＦデザイン　上吊り/引違い戸(２枚建)/木調パネル色：ブラウン

チーク(CF)/面材：ガラスカラーマット調/引手：スケルトングリップ
ピアマットシルバー(DA)

エクステリアリモデル

コーナー

インテリア建材 間仕切 ファミット ガラスデザイン 間仕切 上吊引違い戸（３枚建）／全採光　ブラックＤＧＢ 2724×2442 ブラック（艶なし）（K2）
エクステリアリモデル

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) 248×260 シルキーホワイト(WM)

エクステリアリモデル

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(ガラスカラーフロスト) 248×260 ピアマットシルバー(DA)

エクステリアリモデル

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) 248×260 ピアマットシルバー(DA)

エクステリアリモデル

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) 248×260 シルキーホワイト(WM)

エクステリアリモデル

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) 248×260 シルキーホワイト(WM)

エクステリアリモデル

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
フラット　ハンドル：Ｓタイプ(シルキーホワイト/マットブラック) 733×2,442 シルキーホワイト(WM)

エクステリアリモデル

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
フラット　ハンドル：Ｓタイプ(シルキーホワイト/マットブラック) 733×2,442 ピアマットシルバー(DA)

エクステリアリモデル

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
チョークドオーク(6F) インテリアラック

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) インテリアラック

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) インテリアラック
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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 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)
インテリアラック

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
ホワイト(F3) インテリアラック

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(F6) インテリアラック

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(F9) インテリアラック

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(NF) インテリアラック

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
ダーク（N4） インテリアラック

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 N
ホワイト(F3) インテリアラック

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 N
クリア(F6) インテリアラック

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 N
ナチュラル(F9) インテリアラック

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 N
ブラウン(NF) インテリアラック

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 N
ダーク(N4) インテリアラック

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) 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 Ｔ６１デザイン(引戸本体)
ホワイトウォールナット

(F3)
インテリアラック



YKK AP ショールーム札幌　展示商品一覧  2021年5月23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 ラフォレスタ 室内引戸 ＴＣデザイン(引戸本体) 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 Ｔ１１デザイン(引戸本体) 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 室内引戸 ＴＴデザイン(引戸本体) ブラウンチーク(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 室内引戸 ＴＬデザイン(引戸本体) ダ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 ＴＡデザイン(引戸本体)/明かり窓付 プレーン(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 F 室内引戸 Ａ３７デザイン(引戸本体)
ボタニカルメイプル(1J)/

枠：プレーン(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 F 室内引戸 Ａ５６デザイン(引戸本体)
グルーヴィウォールナット

(3L)/枠：プレーン(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 F 室内引戸 Ａ６０デザイン(引戸本体)
グレイオーク(5A)/枠：プ

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 F 室内引戸 Ａ５８デザイン(引戸本体)
ブルーペイントアッシュ

(5V)/プレーン(F8)
インテリアラック

エクステリア建材 窓まわり ルシアス ルシアス フラワーボックス/横格子タイプ

手すり・格子:キャラメル

チーク(YF)/支柱・構造体:

ブラウン(B1)

窓コーナー

エクステリア建材 窓まわり パラソリア 住宅用 Aタイプ/電動式　テント生地:防汚テント 304 1,960×1,215

前枠色:キャラメルチーク

(YF)/本体色: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 壁付け/バルコニー手すり納まり　生地カラー:グリーン(GR) 770×1,300 プラチナステン(H2) 窓コーナー

エクステリア建材 玄関まわり 壁付防風ポスト タテ型 ピュアシルバー対応色(VS) リモデルコーナー
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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

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス
ルシアス　宅配ボックス１型/ピタットＫｅｙシステム(２段用)/Ｈ１

４端柱　乾式用
桑炭（W6） エクステリアコーナー

エクステリア建材 玄関まわり 風除室 セフター Ⅲ ハンガー引戸　２枚引込戸／袖スクリーン／木調アタッチメント 1,800×2,400
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 玄関まわり ルシアス ルシアスウォール　０２型
プラチナステン(H2)×ショ

コラウォールナット(Z9)

エクステリアリモデル

コーナー

エクステリア建材 玄関まわり フィッテ １桁合わせタイプ 332×1,350

本体:ミディアムブラウン

(4J)/柱:シュペリグレイ

(6D)

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 壁付/Ｂ型トラック楕円 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 パルトナーUDフェンス 自立/A型　円形
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 ルシアス門扉　ＢＷ０２型 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 ルシアスフェンス　Ｈ０４型(横板格子＋細横格子)

枠:プラチナステン(H2)/横

格子:キャラメルチーク

(YF)

エクステリアラック

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(たて目隠し)

枠:プラチナステン(H2)/パ

ネル:ショコラウォール

ナット(Z9)

エクステリアラック

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ シャローネフェンス　ＥＳ１０型(剣先) アイアンブラウン(5T) エクステリアラック

エクステリア建材 門扉・フェンス シャローネ シャローネフェンス　ＳＳ０３型 カームブラック(B7) エクステリアラック

エクステリア建材 門扉・フェンス イーネット イーネットフェンス　１Ｆ型 Ｔステン(01) エクステリアラック

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(たて目隠しタイプ) ブラウン(B1) エクステリアラック
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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 門扉・フェンス シンプレオ シンプレオフェンス　９型(横格子) プラチナステン(H2) エクステリアラック

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(井桁格子) ホワイト(YW) エクステリアラック

エクステリア建材 車庫まわり エフルージュ １台用/積雪150㎝/梁化粧材/ダウンライト/センサー付 5065×2800
プラチナステン(H2)×ショ

コラウォールナット(Z9)

エクステリアリモデル

コーナー

エクステリア建材
テラスまわり・庭まわ

り
ルシアス ルシアスルーフ/アールモール/スクリーン

プラチナステン(H2)×ショ

コラウォールナット(Z9)

エクステリアリモデル

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 木調ガーデンタイプ/リウッドデッキ納まり/正面：折れ戸/側面：引戸 エクステリアコーナー

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
エクステリアリモデル

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 シャイ二ーグレイ エクステリアコーナー

リフォーム 窓 フレームⅡ 窓：APW330 引違い窓(プラチナステン)/フレーム　BOX型 リモデルコーナー

リフォーム 窓 マドリモ 樹脂窓 北海道
トリプルガラス樹脂窓　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)
ブラック(3A) リモデルコーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
トリプルガラス樹脂窓　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)
ホワイト(YW) リモデルコーナー

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
トリプルガラス樹脂窓　FIX窓/ダブルLow-Eトリプルガラス(ニュー

トラル)
プラチナステン(JO)

エクステリアリモデル

コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 樹脂窓 北海道
トリプルガラス樹脂窓　開き窓テラス/ダブルLow-Eトリプルガラス

(ニュートラル)/横引きロール網戸(クリアネット)
プラチナステン(JO)

エクステリアリモデル

コーナー

リフォーム 窓 マドリモ 樹脂窓 北海道 樹脂窓　引違い窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) ブラック(3A) リモデルコーナー
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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

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) ホワイト(YW) リモデルコーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU
引違い窓/格子入複層ガラス/和室用複層ガラス（荒間格子）/

和紙調ガラス+単板ガラス用組子（横繁吹寄格子）
木目クリア(E2) リモデルコーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU FIX窓/複層ガラス 木目ナチュラル(E3) リモデルコーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 内開き窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) ダークブラウン(CM) リモデルコーナー

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓/Low-E複層ガラス(ニュートラル) ホワイト(YW) 騒音実験機

リフォーム 玄関 ドアリモ 玄関ドア D30
Ｃ０４　親子(ポスト付子扉)　ハンドル：ポケットKey(電池)/スト

レート/ブラック
1,170×2,248 桑炭(W6) リモデルコーナー

リフォーム 玄関 ドアリモ 玄関ドア D30
Ｎ１３　片開き　ハンドル：ピタットKey(電池)/洋風カーブ/ブラッ

ク
812×2,314

ココナッツチェリー(XP)/

枠:バニラウォールナット

(JJ)

リモデルコーナー

リフォーム 玄関 ドアリモ 玄関ドア D30 Ｃ０３　片袖FIX　ハンドル：ポケットKey/ストレート/ブラック 1,170×2,248
ショコラウォールナット

(Z9)

エクステリアリモデル

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 Ｔ１０型
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 玄関まわり エクステリアポストシリーズ Ｔ１１型 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 エクステリアポストシリーズ Ｔ１２型 シュペリグレイ(6D) エクステリアコーナー


