
YKK AP　ショールーム横浜　展示商品一覧  2021年5月11日　現在

大カテゴリー 小カテゴリー 商品名 備考 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 フレミング J 夏の実験機　(引違い窓　単板ガラス3mm) 1320×1570 ホワイト 窓の性能体感

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J 冬の実験機　(引違い窓　単板ガラス3mm) 650×570 ホワイト 窓の性能体感

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J カット断面　(引違い窓) - ホワイト 窓の性能体感

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J カット断面　(引違い窓) - ブラウン お風呂の窓

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J カット断面サンプル　(引違い窓) - ブラウン お風呂の窓

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複層ガラス断熱（ブロンズ）

・横引きロール網戸（クリアネット）

405×770
外観：プラチナステン内観：ホワ

イト
リモデル

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO
FIX窓

・Low-E複層ガラス遮熱（ブルー）
405×770

外観：プラチナステン　内観：プ

ラチナステン
リモデル

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ NEO

シャッター付引違い窓

･Low-E複層ガラス（断熱ニュートラル）

･スライド網戸（クリアネット）

･スリットシャッターGR

1235×1830
外観：プラチナステン　内観：

ダークブラウン
リモデル

窓・シャッター 窓・サッシ フレミング J ガラスルーバー窓　･単板ガラス　･固定網戸ブラックネット 405×803 ブラック リモデル

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　･スライド網戸 740×770 ブラウン リモデル

窓・シャッター APW APW 330 防火窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル）

・Low-E網入り複層ガラス（遮熱ブルー）

・固定網戸(クリアネット）

405×970
外観：プラチナステン

内観：ナチュラル
窓えらび

窓・シャッター 窓・サッシ APW 330 防火窓（木目）

すべり出し窓（グレモンハンドル）

･Low-E網入り複層ガラス（断熱ニュートラル）

･網戸は設置されていません。

405×370
外観：チーク

内観：ホワイト
窓えらび

窓・シャッター 窓・サッシ APW 330（木目）

すべり出し窓（オペレーターハンドル）

･Low-E複層ガラス（断熱ブロンズ）

･固定網戸（ブラックネット）

405×370
外観：ブラックウォールナット

内観：ホワイト
窓えらび

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　高所用すべり出し窓　ボールチェーン付

･Low-E網入り複層ガラス（断熱ブルー）

･固定網戸（クリアネット）

405×370
外観：ホワイト

内観ダークブラウン
窓えらび

窓・シャッター 窓・サッシ エピソードⅡ 防火窓 GNEO

アルミ樹脂複合タイプ　内倒し窓

･Low-E網入複層ガラス（断熱ブルー）

･固定網戸（クリアネット）

405×370 外観：ブラウン　内観：クリア 窓えらび

窓・シャッター 窓・サッシ 防火窓G シリーズ アルミ複層

アルミ複層タイプ　たてスリットすべり出し窓

･Low-E複層ガラス断熱ブルー/網入

･上げ下げロール網戸（クリアネット）

200×1870 カームブラック（B7) 窓えらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D70 001型 982×2330 ミディアムW　（CV） ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア イノベスト D50 107型 982×2330 ショコラウォールナット　(Z9) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N　ナチュラルデザイン　N04型 922×2330 ココナッツチェリー（XP） ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N　ナチュラルデザイン　N05型 922×2330 ココナツチェリー（XP) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N　ナチュラルデザイン　N06型 922×2330 ガナッシュウォールナット（DP) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N　ナチュラルデザイン　N07型 922×2330 ショコラウォールナット　(Z9) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N　ナチュラルデザイン　N08型 922×2330 マキアートパイン（BE) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 N　ナチュラルデザイン　N10型 922×2330 キャラメルチーク（KE) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C　シックデザイン　　　C03型 922×2330 桑炭（Z9) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C　シックデザイン　　　C04型 922×2330 ダージリンウォールナット（AM） ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 C　シックデザイン　 　  C07型 922×2330 ハニーチェリー（BV) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E　エレガントデザイン　E01型 922×2330 アイスブルーノーチェ（BJ) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E　エレガントデザイン　E02型 922×2330 バニラウォールナット　(JJ) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E　エレガントデザイン　F11T 922×2330 ガトーアカシア（AF) ドアえらび
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玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E　エレガントデザイン　E09型 922×2330 マキアートパイン（BE) ドアえらび

玄関ドア・引戸 玄関ドア ヴェナート D30 E　エレガントデザイン　E10型 922×2330 シナモンオーク（BQ) ドアえらび

玄関ドア・引戸 セカンドドア・勝手口 2HD 汎用ドア2HD　フラッシュドア（既存） 730×2007 ドアえらび

玄関ドア・引戸 網戸 網戸 横引き収納網戸　フラットタイプXMA 1107×2183 ダークブラウン　(CM) ドアえらび

玄関ドア・引戸 網戸 網戸 横引きロール網戸フラットタイプXMD（三方枠用補助枠使用） 644×1946 ダークブラウン　(CM) ドアえらび

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 フラットデザイン　(上なし / ハンドル：Ｂタイプ) 740×2033 シルキーホワイト リモデル

インテリア建材 間仕切 ファミット ガラスデザイン

障子（パネル本体) 　ストリング

※パネルサンプル展示の為、開閉操作等は出来ません。こちらをご見学希

望の方は、ショールームのご予約をお願い致します。

1643×2033 ブラック（艶なし）/ストリング お風呂の窓

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

障子(パネル本体）　Uタイプ・Nタイプ・Lタイプ

※パネルサンプル展示の為、開閉操作等は出来ません。こちらをご見学希

望の方は、ショールームのご予約をお願い致します。

2224×2142

Uタイプ・Lタイプ：ピアマットシ

ルバー/ガラスカラーマット調

Nタイプ：ブラック艶なし/スモー

クグレーマット調

お風呂の窓

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

障子(パネル本体）　Jタイプ

※パネルサンプル展示の為、開閉操作等は出来ません。こちらをご見学希

望の方は、ショールームのご予約をお願い致します。

1200×2142
Jタイプ:ミディアムウォールナッ

ト（FT）
お風呂の窓

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

S1デザイン　(ハンドル：丸座クロムメッキHタイプ)

※サンプル展示の為、開閉操作等は出来ません。こちらをご見学希望の方

は、ショールームのご予約をお願い致します。

733×2545
ピアマットシルバー/ガラスカラー

マット調
お風呂の窓

インテリア建材 室内ドア ラフォレスタ F 片開きドア

A53デザイン　(ハンドル：丸座マットブラックCタイプ)

※サンプル展示の為、開閉操作等は出来ません。こちらをご見学希望の方

は、ショールームのご予約をお願い致します。

733×2033 ビンテージオーク　(6G) お風呂の窓

インテリア建材 室内ドア ラフォレスタ F 片開きドア

A54デザイン　(ハンドル：丸座マットブラックEタイプ)

※サンプル展示の為、開閉操作等は出来ません。こちらをご見学希望の方

は、ショールームのご予約をお願い致します。

733×2033 グランドウォールナット　(6J) お風呂の窓

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 ※サンプル展示の為、見学希望の方はショールームのご予約をお願い致し 300×900 チョークドオーク　(6F) リモデル

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 ※サンプル展示の為、見学希望の方はショールームのご予約をお願い致し 300×900 ビンテージオーク　(6G) リモデル

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 ※サンプル展示の為、見学希望の方はショールームのご予約をお願い致し 300×900 ブライトペカン　(6H) リモデル

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 ※サンプル展示の為、見学希望の方はショールームのご予約をお願い致し 300×900 グランドウォールナット　(6J) リモデル

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 ※サンプル展示の為、見学希望の方はショールームのご予約をお願い致し 300×900 ホワイト　(F3) リモデル

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 ※サンプル展示の為、見学希望の方はショールームのご予約をお願い致し 300×900 クリア　(F6) リモデル

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 ※サンプル展示の為、見学希望の方はショールームのご予約をお願い致し 300×900 ナチュラル　(F9) リモデル

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 - ナチュラルブラウン　(ID) 打ち合わせスペース

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 - ホワイトブラウン　(FD) 打ち合わせスペース

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 - レッドブラウン　(FF) 打ち合わせスペース

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 - ウォームグレイ　(FE) 打ち合わせスペース

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 - セピアグレイ（IF) リモデル

エクステリア建材 テラスまわり・庭まわり ルシアス デッキフェンス　A03型 1000×900 ショコラウォールナット　(Z9) リモデル

エクステリア建材 門扉・フェンス パルトナーUDフェンス 自立タイプ2型　　笠木：B型（トラック楕円形） -
柱：プラチナステン　　樹脂笠

木：ショコラウォールナット
リモデル

エクステリア建材 門扉・フェンス パルトナーUDフェンス 自立タイプ3型　　笠木：A型（円形） -
柱：プラチナステン　　樹脂笠

木：キャラメルチーク
リモデル

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ひさし　軒天パネル：板張り調　化粧パネル：ライン　袖スクリーン 1690×870 プラチナステン　(H2)/桑炭 ドアえらび

エクステリア建材 玄関まわり ルシアス
ルシアスポストユニット BN02　表札灯タイプ／ポストT9R型／アクリル

表札Ｓ
291×1400×370

プラチナステン　(H2)/ショコラ

ウォールナット　(Z9)
ドアえらび

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【ピタットキーシステム】機能ポール納まり

※ルシアスﾎﾟｽﾄユニットBN04T型納まり

451×1600××

440

柱：キャラメルチーク（YF)

本体パネル・ポスト：カームブ

ラック（B7)

エクステリア
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エクステリア建材 玄関まわり ルシアス ルシアスポストユニット BP01型／照明無タイプ／ポストT12R型
437×1400×

D212

柱：桑炭（W6)　ポスト：シュペ

リグレイ（6D）
エクステリア

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　（ポスティモ宅配ボックス1型＋ポストF1

型）
431×1277×270

レッド（VE）×プラチナステン

（H2)
エクステリア

エクステリア建材 バルコニー ルシアス ルシアスバルコニー柱建式
W2,600×

H1,170

本体・笠木：カームブラック

（B7)

パネル※3面を張り替えて展示し

ています。

・たてストライプ/桑炭（W6）

・横格子/キャラメルチーク

（YF）

・横ストライプ/ハニーチェ―リー

（W7）

エクステリア

エクステリア建材 玄関まわり シンプレオ シンプレオポストユニット1型　（本体+エクステリアポストT13型） 300×1600×87
プラチナステン　(H2)/ハイホワ

イト
リモデル

エクステリア建材 窓まわり アウターシェード 生地：ブルー(BL)　　シャッター付き引違い窓用壁付けブラケット 1365×1830 プラチナステン　（H2) リモデル

エクステリア建材 窓まわり 多機能ルーバー カット断面　(アルミルーバー　上下同時可動タイプ) - ブラウン　(B1) お風呂の窓

エクステリア建材 窓まわり 多機能ルーバー カット断面　(ポリカ+アルミルーバー　上下同時可動タイプ) - ブラウン　(B1) お風呂の窓

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　(CY) ドアえらび

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　(PW) ドアえらび

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) リモデル

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　カット断面　(新設/すべり出し窓) -
外観：ホワイト　内観：ホワイト

（YW）
窓の性能体感

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　冬の実験機　(新設/すべり出し窓　日射遮蔽型ト

リプルガラス：ダブルLow-Eブルー)
550×473

外観：ホワイト　内観：ホワイト

（YW）
窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
樹脂窓　夏の実験機　(新設/引違い窓　Low-E複層ガラス遮熱ブルー樹脂

スペーサー)
1220×1466

外観：ホワイト　内観：ホワイト

（YW）
窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
樹脂窓　冬の実験機　(新設/すべり出し窓　Low-E複層ガラス断熱ブルー

樹脂スペーサー)
550×468

外観：ホワイト　内観：ホワイト

（YW）
窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用 樹脂窓　カット断面　(新設/すべり出し窓) -
外観：ホワイト　内観：ホワイト

（YW）
窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
樹脂窓　新設/引違いテラス戸　（Low-E複層ガラス遮熱ブルー　スライド

網戸クリアネット）
1570×1905

外観：ブラウン　内観：クリア

(JS)
リモデル

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用
アルミ樹脂複合窓　冬の実験機　(新設/すべり出し窓　Low-E複層ガラス

遮熱ブルー)
580×476

外観：ホワイト(YW)　内観：ホワ

イト（YW）
窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用 アルミ樹脂複合窓　カット断面　(新設/すべり出し窓) -
外観：ブラウン　内観：ホワイト

（YW）
窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用 アルミ樹脂複合窓　カット断面　(新設/引違い窓) -
外観：ブラウン(B0)　内観：ホワ

イト（YW）
お風呂の窓

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用 アルミ樹脂複合窓　カット断面　(新設/引違い窓+断熱パネル) -
外観：ブラウン(B1)　内観：ホワ

イト（YW）
お風呂の窓

リフォーム 窓 マドリモ 断熱窓 戸建て用 アルミ樹脂複合窓　カット断面サンプル　(新設/引違い窓+断熱パネル) -
外観：ブラウン(B1)　内観：ホワ

イト（YW）
お風呂の窓

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 冬の実験機　(引違い窓　Low-Eガラス遮熱ブルー) 610×500 ホワイト　(YW) 窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU カット断面　(引違い窓) - ホワイト　(YW) 窓の性能体感

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 引違い窓　(浴室仕様/ブラインド入り複層ガラス) -
ホワイト　(YW)　ブラインド色：

グレイ（D）
お風呂の窓
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大カテゴリー 小カテゴリー 商品名 備考 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 カット断面サンプル　(浴室仕様/複層ガラス) - ホワイト　(YW) お風呂の窓

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU 内開き窓　（Loｗ-E複層ガラス断熱ブロンズ）　ふかし枠40 365×700 木目クリア　(E2) リモデル

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU FIX窓　（単板ガラス仕様）　ふかし枠25 365×700 ダークブラウン　(CM) リモデル

リフォーム 窓 マドリモ 内窓 プラマードU
引違い窓　（Low-E複層ガラス断熱ニュートラル　内観右側：戸先錠仕

様、内観左側：後付L型引手　　掃き出しアタッチメント)
1190×1800 木目ナチュラル　(E3) リモデル

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　和室用複層ガラス　横繁吹寄格子） 710×700 木目ナチュラル　（E3） リモデル

リフォーム セカンドドア・勝手口 マドリモ 内窓 プラマードU 開き窓テラス　(一般複層ガラス)　ふかし枠40 680×1980 ダークブラウン　(CM) ドアえらび

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 3枚建　(通風タイプ×2、パネルタイプ×1)　鏡板5SB 2370×2130 ブラウン　(B1) リモデル


