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住 ま い の 個 性 は 、玄 関 ド ア に 現 れ る 。

住宅の“個性 ”が、これまで以上に問われる時代。

住まいの顔となる玄関ドアも、

住宅のコンセプトやスタイルを

しっかりと体現することが大切です。

細部の美しさまで磨き上げた玄関ドア『ジエスタ２』。

豊富なデザイン・ラインアップで、

玄関から住まいの個性づくりを実現します。

※表紙およびこのページのドアは、G11型チェスナットです。



1商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



I N D E X

住宅 スタイルに合わせて、最適なデザイン・カ ラ ー を お 選 び い た だ け ま す 。

カードやリモコンでピッと開け閉めできる先進のキーシステム。 3 ス タ イ ル か ら 選 択 で き ま す 。

ハンドルとシリンダーが一体化した
すっきりデザイン。
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全85デザイン

PLA IN  STYLE   …………………… 116

空間にも人の手にもなじむ“機能美”を追求。
飽きのこないタイムレスなデザインです。

L-F i tハンドル ………………………… 214
全6タイプのハンドルをご用意。
お好みやドアデザインに合わせて
お選びいただけます。

ハンドル一覧 …………………………… 218

カザスプラス …………………………… 222 タッチキー ………………………………… 224 システムキー …………………………… 226
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自然の光や風があふれる
気持ちのいい玄関へ

2ロック・3つの鎌付デッド
ボルトでしっかりガード

指をはさんでも
ケガをしにくい安心構造

熱反りを抑える
遮熱鋼板を標準採用

鋳物オーナメント・リースフック … 250

断熱性や、採光ドア・採風ドア
についてご紹介します。

快適・省エネ性 …… 240

■ カラーラインアップ ………258

■ デザイン一覧 ……………………266

■ 価格別一覧 …………………………278
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■ 配色設定 ………………………………298
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■ 防火戸仕様 ………………………………… 337

家族の安心・安全を守る防犯性
についてご紹介します。

防犯性 ……………………… 244
暮らしやすさや安全性への
配慮についてご紹介します。

気配り ……………………… 246
施工やメンテナンスの手間を
軽減する工夫をご紹介します。

施工性 ……………………… 248

玄関ドア上LED照明 …………… 252

・・・・・・ 256

・・・・・・ 250

・・・・・・ 240商 品 特 長
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ランダムに 配 置した 格 子 が

味 わい 深 い 表 情 を 演 出 。

M18型  チェスナット P.78

伝統的なスタイルにも、モダンな佇まいを。

D E S I G N  C O N C E P T
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人 気 のラウンドデ ザイン。

細 スリットで 洗 練 され た 印 象 に 。

G11型  クリエダーク P.24

5商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



大 開 口 のグラデ ーションガラスが

上 質 なイメー ジ を 演 出 。

M11型  トリノパイン P.64

住まいの顔に、個性的なデザインを。

D E S I G N  C O N C E P T
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縦 横 2 本 の 格 子 で 構 成した

シンプル な 鋳 物 装 飾 デ ザイン。

D3 4型  ハンドダウンチェリー  P.152
D 5 4型  ハンドダウンチェリー  P.192

7商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



ジエスタ２は 室 内 側 のデ ザインも追 求 。

玄 関 空 間 に 個 性 的 な 表 情 をもたらしま す。

C11型  エクリュアイボリー  P.168
C91型  エクリュアイボリー  P.178
内外同テイスト仕様  P.186

玄関ドアもインテリアの一部、と考える。

D E S I G N  C O N C E P T

［外観］［内観］
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L I X I L の 玄 関 収 納 や

床 材との 共 通 カラーで、

玄 関 空 間 を 美 し く

コ ー ディネ ートできま す。

ドア：D91型  チーク P.164
収納：ヴィンティア チーク
床材：ラシッサDフロア チークF

9商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



清 々 し い ホ ワ イ ト カ ラ ー で 、

開 放 的 な 玄 関 空 間 を 演 出 。

ドア：M94型  内観  ナチュラルホワイト P.114
収納：グランドラインラフィス プレシャスホワイト
床材：ラシッサDフロア イタリアンウォルナットF

内と外。 1 枚 の 扉 に 2 つ の 個 性 を 。

D E S I G N  C O N C E P T

［内観 ］
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［外観］

落 ち 着 き の あ る ブ ラ ッ ク カ ラ ー で 、

シ ッ ク な 佇 ま い を 演 出 。

ドア：M94型  外観  マットブラック  ▶P.114
床タイル：グラヴィナ IPF-300/GRV-3

11商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



細部の美しさまで磨き上げる。

ドアに 美 し くなじむ、飽 きのこない

タ イム レスなデ ザインの ハ ンドル。

L - F i t ハンドル  P.214

D E S I G N  C O N C E P T
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戸 先 や吊 元 面 にも木 目 調 のラッピン グ。

一 枚 板 のような 木 の 風 合 いを 再 現。

細かいパーツまで、すっきりと美しく。

高品位なデザインを徹底的に追求。

13商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



E N T R Y  S Y S T E M

手軽にピッとするだけで、簡単にカギを開けられる。

『ジエスタ２』で、より便利でスマートな玄関をぜひ。

エントリーシステム

荷物があっても、暗い夜でも、
らくらくカギが開けられます。

扉が閉まると自動でカギが閉まる、
オートロック※の設定も可能です。

LOCK!

OPEN! カードでピッ !
ドアのボタンを押して、

カードをかざすだけでラクラク解錠。

カザスプラス  P.222

※オートロックは「ON」と「OFF（手動施錠）」の切替えが可能です。
※商品出荷時は「OFF（手動施錠）」になっています。

タブレット・
スマートフォンでも

“電気錠”を動画でわかりやすく解説!

SHITTOKU  ACADEMY

パソコンでも

知っ得アカデミー 検索

右のQRコードから
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※おサイフケータイ対応機種に限ります。

ケータイ※でピッ !
ドアのボタンを押して、

ケータイをかざすだけでラクラク解錠。

リモコンでピッ !
リモコンキーを持っていれば、

ドアのボタンを押すだけでラクラク解錠。

カザスプラス  P.222 タッチキー  P.224 ／システムキー  P.226

15商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



G11 型 G13 型 G82 型

ステイタス感のある邸宅風でありながら、都会的な洗練された佇まい。
優雅さとスマートさを両立したスタイルです。

『ジエスタ２』では、住まいの個性に合わせて選べる5つのスタイルをご用意。
お住まいにマッチする、最適なドアデザインをご提案します。

グレーススタイル

GR ACE ST YLE

LIXILのDESIGN STYLE については 
P347をご覧ください。

DESIGN STYLE

S17 型 M11 型 M19 型

余計な装飾を削ぎ落とし、シンプルな美しさを追求。
都会的な暮らしにマッチするモダンなスタイルです。

ミニマルスタイル

MINIMAL STYLE
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P11 型 P12 型 P14 型

C11 型 C12 型 C13 型

ぬくもりあるラフな素材感が心を和ませる。肩肘を張らない自然
体の暮らしに似合う、ナチュラルテイストあふれるスタイルです。

欧米的な様式美を取り入れた、あたたかみあふれるスタイル。
格調高い佇まいが、住まいに気品と風格をもたらします。

プレーンスタイル

PLAIN STYLE

クラシックスタイル

CLASSIC STYLE

D12 型 D34 型 D43 型

住む人のセンスやこだわりが感じられる、味わい深い佇まい。
現代的で、オリジナリティあふれるスタイルです。

インディヴィティスタイル

INDIVITY STYLE

17商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C11型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC91型 P.178 へ

リーフグリーン ハンドルD3A

168

商品紹介ページの掲載内容

同一デザインの
防火戸仕様の設定を表示

※ガラスに網が入るなど一部仕様は異なります。

断熱仕様の設定を表示

別途対応可能な仕様を表示

設定されているハンドルを表示

バーハンドル

レバーハンドル

S型ハンドル
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細は P.220 へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C11-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥340,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥460,000

k2仕様 （下枠巾木付） ￥344,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥200,000 ― ― ＋￥200,000

※k2仕様 （下枠巾木付） の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 169

内外同テイスト

片開き
（W924×H2,330）

どんな住まいにも
合うスタンダード
タイプ。

親子※
（W1,240×H2,330）

開閉できる
子扉が付いた
便利なタイプ。

両開き
（W1,692×H2,330）

豪華な印象を
与える観音開き
タイプ。

両袖
（W1,240×H2,330）

両側に固定式の
採光部を持つ
タイプ。

片袖
（W1,240×H2,330）

片側に固定式の
採光部を持つ
タイプ。

枠タイプ

※ 入隅（W1,138×H2,330）タイプも
ご用意しています。

GST2 - （2/4） - C11 - 10 - Z - R（L） - □□
商品名 断熱性能

2: k2仕様
4: k4仕様

k2・k4仕様 ： GST2
北海道用 ： GST2H

本体型番 色枠型番
親子・親子入隅用
子扉仕様 吊元

カラー・ 記号が入ります。
詳しくはP.258をご覧ください。

10: 片開き / 20: 親子 / 40: 片袖
45: 両袖 / 50: 両開き / 20C: 親子入隅

おすすめ品番

Z: 子扉なし
F: 採光なし子扉
G: 採光あり子扉

設定されているカラーを
表示

設定されている
枠バリエーション 
および価格表を表示
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ステイタス感のある邸宅風でありながら、

都会的な洗練された佇まい。

優雅さとスマートさを両立したスタイルです。

グレーススタイル

［その他のおすすめドアデザイン］

G R A C E
S T Y LE

G11型  ゼンオーク P.24
外壁タイル：HALAGEシリーズ ロビン HAL-2/RBN-1、床タイル：スタイルプラス 　　
サイン：切り文字サインS ストリーン（筆記体）、ポスト：エクスポスト口金タイプ S-3型

G14型  トリノパイン P.30

DESIGN STYLE

DE SIG N STY LE  MAP
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エミリア IPF-333/EM-12、門扉：ラフィーネ3型、フェンス：ラフィーネ3型、
※CGはあくまでもイメージです。

21商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



DESIGN STYLE
[GRACE STYLE]

G13型  チェスナット P.28
外壁タイル：マイスターセレクション　レディエンス HAL-70B/RAD-B3、床タイル：スタイルプラス　ジョイアストーン　IPF-300/GIO-14、
ポーチ：プラスGルーフ フリータイプ、サイン：ガラスバーサイン、ポスト：エクスポスト口金タイプ  S-3型、外構：ラグナロック　シャトーランド　LGR-R/CTL-4K 　　

22



［その他のおすすめドアデザイン］

G12型  チェスナット P.26

※CGはあくまでもイメージです。
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

G11型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ゼンオーク ハンドルS3A

24



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエラスク(ED)

 ■ カラーバリエーション

クリエモカ(CB) ポートマホガニー(CJ) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チーク(HC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G11-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G11-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G11-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G11-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G11-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G11-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G11-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥500,000 ￥530,000 ￥630,000 ￥675,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥609,000 ￥639,000 ￥641,000 ￥671,000 ￥630,000 ￥675,000 ￥620,000 ￥665,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥504,000 ￥534,000 ￥635,000 ￥680,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥614,000 ￥644,000 ￥646,000 ￥676,000 ￥635,000 ￥680,000 ￥625,000 ￥670,000

k4仕様 ￥470,000 ￥500,000 ￥590,000 ￥635,000 ￥580,000 ￥625,000 ￥573,000 ￥603,000 ￥605,000 ￥635,000 ￥590,000 ￥635,000 ￥580,000 ￥625,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※G11型は玄関ドア上LED照明取付不可となります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 25

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

G12型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ポートマホガニー ハンドルS3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエラスク(ED)

 ■ カラーバリエーション

クリエモカ(CB) ポートマホガニー(CJ) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC)

チーク(HC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G12-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G12-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G12-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G12-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G12-
45-Z-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥390,000 ￥420,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥499,000 ￥529,000 ￥531,000 ￥561,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥394,000 ￥424,000 ￥525,000 ￥570,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥504,000 ￥534,000 ￥536,000 ￥566,000

k4仕様 ￥360,000 ￥390,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥463,000 ￥493,000 ￥495,000 ￥525,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ―

両開き 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G12-
50-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G12-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G12-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥691,000 ￥741,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥698,000 ￥748,000 ￥525,000 ￥570,000 ￥515,000 ￥560,000

k4仕様 ￥646,000 ￥696,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000

防火戸仕様加算額 ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000     

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 27

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

G13型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

チェスナット ハンドルS3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエラスク(ED)

 ■ カラーバリエーション

クリエモカ(CB) ポートマホガニー(CJ) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チーク(HC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G13-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G13-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G13-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G13-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G13-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G13-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G13-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥390,000 ￥420,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥499,000 ￥529,000 ￥531,000 ￥561,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥394,000 ￥424,000 ￥525,000 ￥570,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥504,000 ￥534,000 ￥536,000 ￥566,000 ￥525,000 ￥570,000 ￥515,000 ￥560,000

k4仕様 ￥360,000 ￥390,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥463,000 ￥493,000 ￥495,000 ￥525,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はクリエラスクのときはシャイングレー、その他はブラックです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 29

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

G14型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

パイン ハンドルS3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエラスク(ED)

 ■ カラーバリエーション

クリエモカ(CB) ポートマホガニー(CJ) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G14-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G14-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G14-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G14-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G14-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G14-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G14-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥390,000 ￥420,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥499,000 ￥529,000 ￥531,000 ￥561,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥394,000 ￥424,000 ￥525,000 ￥570,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥504,000 ￥534,000 ￥536,000 ￥566,000 ￥525,000 ￥570,000 ￥515,000 ￥560,000

k4仕様 ￥360,000 ￥390,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥463,000 ￥493,000 ￥495,000 ￥525,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 31

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

G15型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエダーク ハンドルS3A

32



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエラスク(ED)

 ■ カラーバリエーション

クリエモカ(CB) ポートマホガニー(CJ) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G15-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G15-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G15-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G15-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G15-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G15-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G15-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥459,000 ￥489,000 ￥491,000 ￥521,000 ￥480,000 ￥525,000 ￥470,000 ￥515,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥384,000 ￥485,000 ￥530,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥464,000 ￥494,000 ￥496,000 ￥526,000 ￥485,000 ￥530,000 ￥475,000 ￥520,000

k4仕様 ￥320,000 ￥350,000 ￥440,000 ￥485,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥423,000 ￥453,000 ￥455,000 ￥485,000 ￥440,000 ￥485,000 ￥430,000 ￥475,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 33

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

G81型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

チェスナット ハンドルS3A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエラスク(ED)

 ■ カラーバリエーション

クリエモカ(CB) ポートマホガニー(CJ) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G81-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G81-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G81-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G81-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G81-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G81-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G81-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥500,000 ￥530,000 ￥630,000 ￥675,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥609,000 ￥639,000 ￥641,000 ￥671,000 ￥630,000 ￥675,000 ￥620,000 ￥665,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥504,000 ￥534,000 ￥635,000 ￥680,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥614,000 ￥644,000 ￥646,000 ￥676,000 ￥635,000 ￥680,000 ￥625,000 ￥670,000

k4仕様 ￥410,000 ￥440,000 ￥530,000 ￥575,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥513,000 ￥543,000 ￥545,000 ￥575,000 ￥530,000 ￥575,000 ￥520,000 ￥565,000

防火戸仕様加算額 ＋￥310,000 ＋￥310,000 ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000 ― ― ― ― ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 35
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

G82型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエモカ ハンドルF1A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエラスク(ED)

 ■ カラーバリエーション

クリエモカ(CB) ポートマホガニー(CJ) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-G82-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G82-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G82-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G82-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G82-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G82-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-G82-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥310,000 ＋￥310,000 ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000 ― ― ― ― ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はトリノパインのときはナチュラルシルバー、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 37
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DESIGN STYLE

M11型  トリノパイン P.64
床タイル：ストーンライン  IPF-300/SNL-3、有孔ブロック：有孔ブロックウォール、ポスト：ネクストポストL-1型、サイン：切り文字サインS DINゴシック 
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余計な装飾を削ぎ落とし、シンプルな

美しさを追求。都会的な暮らしに

マッチするモダンなスタイルです。

ミニマルスタイル

［その他のおすすめドアデザイン］

M12型  トリノパイン P.66

M I N I M A L
S T YLE

DESIGN  ST YLE MAP

※CGはあくまでも
　イメージです。

39商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



DESIGN STYLE
[MINIMAL STYLE]

S14型  シャンパンレッド P.50
床タイル：スタイルプラス　フォスキー IPF-300/FS-12  ※CGはあくまでもイメージです。
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［その他のおすすめドアデザイン］

M93型  ブラックウォールナット P.112

41商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



DESIGN STYLE
[MINIMAL STYLE]

M18型  チェスナット P.78
床タイル：グラヴィナ IPF-300/GRV-1  ※CGはあくまでもイメージです。
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［その他のおすすめドアデザイン］

M19型  ゼンオーク P.80

43商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

S11型
対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

ポリッシュシルバー ハンドルS1A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

シャンパンレッド(FH)

 ■ カラーバリエーション

パールブルー(FD) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

チェスナット(HB) パイン(HA) ムーンエボニー(ME) ドレープシカモア(MF)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S11-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S11-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S11-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S11-
40-Z-R（L）-□□

色 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様

k2仕様 ￥350,000 ￥370,000 ￥370,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000 ￥459,000 ￥479,000 ￥479,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥374,000 ￥374,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000 ￥464,000 ￥484,000 ￥484,000

k4仕様 ￥320,000 ￥340,000 ￥340,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000 ￥423,000 ￥443,000 ￥443,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ―

両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S11-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S11-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S11-
20C-F-R（L）-□□

色 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様

k2仕様 ￥491,000 ￥511,000 ￥511,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥496,000 ￥516,000 ￥516,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000

k4仕様 ￥455,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ―    

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はナチュラルシルバーです。
※木目の方向は縦です。ただしムーンエボニーの木目の方向は横です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はナチュラルシルバーです。
※防火戸仕様にキエテクノコート仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 45
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

S12型
対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

マットブラック ハンドルS3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

ブラックウォールナット(BD)

 ■ カラーバリエーション

シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA)

チェスナット(HB) パイン(HA) ムーンエボニー(ME) ドレープシカモア(MF)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S12-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S12-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S12-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S12-
40-Z-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様

k2仕様 ￥350,000 ￥370,000 ￥370,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000 ￥459,000 ￥479,000 ￥479,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥374,000 ￥374,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000 ￥464,000 ￥484,000 ￥484,000

k4仕様 ￥320,000 ￥340,000 ￥340,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000 ￥423,000 ￥443,000 ￥443,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ―

両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S12-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S12-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S12-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様

k2仕様 ￥491,000 ￥511,000 ￥511,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥496,000 ￥516,000 ￥516,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000

k4仕様 ￥455,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ―    

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はブラックです。
※木目の方向は縦です。ただしムーンエボニーの木目の方向は横です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はマットブラックです。
※防火戸仕様にキエテクノコート仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 47

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

S13型
対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

パールブルー ハンドルS1A

48



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

シャンパンレッド(FH)

 ■ カラーバリエーション

パールブルー(FD) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

チェスナット(HB) パイン(HA) ムーンエボニー(ME) ドレープシカモア(MF)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S13-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S13-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S13-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S13-
40-Z-R（L）-□□

色 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様

k2仕様 ￥350,000 ￥370,000 ￥370,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000 ￥459,000 ￥479,000 ￥479,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥374,000 ￥374,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000 ￥464,000 ￥484,000 ￥484,000

k4仕様 ￥320,000 ￥340,000 ￥340,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000 ￥423,000 ￥443,000 ￥443,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ―

両袖 両開き 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S13-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S13-
50-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S13-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S13-
20C-F-R（L）-□□

色 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ
コート仕様 アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様

k2仕様 ￥491,000 ￥511,000 ￥511,000 ￥611,000 ￥651,000 ￥651,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥496,000 ￥516,000 ￥516,000 ￥618,000 ￥658,000 ￥658,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000

k4仕様 ￥455,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥566,000 ￥606,000 ￥606,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ＋￥200,000 ＋￥200,000 ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。ただしムーンエボニーの木目の方向は横です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はナチュラルシルバーです。
※防火戸仕様にキエテクノコート仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 49

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

S14型
対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

シャンパンレッド ハンドルS3A

50



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

ブラックウォールナット(BD)

 ■ カラーバリエーション

シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA)

チェスナット(HB) パイン(HA) ムーンエボニー(ME) ドレープシカモア(MF)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S14-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S14-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S14-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S14-
40-Z-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様

k2仕様 ￥350,000 ￥370,000 ￥370,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000 ￥459,000 ￥479,000 ￥479,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥374,000 ￥374,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000 ￥464,000 ￥484,000 ￥484,000

k4仕様 ￥320,000 ￥340,000 ￥340,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000 ￥423,000 ￥443,000 ￥443,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ―

両袖 両開き 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S14-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S14-
50-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S14-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S14-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様
木目調/
アルミ色 浮造り調 キエテクノ

コート仕様

k2仕様 ￥491,000 ￥511,000 ￥511,000 ￥611,000 ￥651,000 ￥651,000 ￥480,000 ￥515,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥505,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥496,000 ￥516,000 ￥516,000 ￥618,000 ￥658,000 ￥658,000 ￥485,000 ￥520,000 ￥520,000 ￥475,000 ￥510,000 ￥510,000

k4仕様 ￥455,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥566,000 ￥606,000 ￥606,000 ￥440,000 ￥475,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥465,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ＋￥200,000 ＋￥200,000 ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。ただしムーンエボニーの木目の方向は横です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はマットブラックです。
※防火戸仕様にキエテクノコート仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 51

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
S15型

対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

ナチュラルホワイト ハンドルS1A

52



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

シャンパンレッド(FH)

 ■ カラーバリエーション

パールブルー(FD) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S15-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S15-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S15-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S15-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S15-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S15-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S15-
20C-F-R（L）-□□

色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色

k2仕様 ￥350,000 ￥480,000 ￥470,000 ￥459,000 ￥491,000 ￥480,000 ￥470,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥485,000 ￥475,000 ￥464,000 ￥496,000 ￥485,000 ￥475,000

k4仕様 ￥320,000 ￥440,000 ￥430,000 ￥423,000 ￥455,000 ￥440,000 ￥430,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※ツートーン部分はシルバーです。
※枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 53

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
S16型

対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

ブラックウォールナット ハンドルS3A

54



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

ブラックウォールナット(BD)

 ■ カラーバリエーション

シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S16-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S16-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S16-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S16-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S16-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S16-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S16-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥350,000 ￥480,000 ￥470,000 ￥459,000 ￥491,000 ￥480,000 ￥470,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥485,000 ￥475,000 ￥464,000 ￥496,000 ￥485,000 ￥475,000

k4仕様 ￥320,000 ￥440,000 ￥430,000 ￥423,000 ￥455,000 ￥440,000 ￥430,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※ツートーン部分はブラックです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はマットブラックです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 55

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
S17型

対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

シャンパンレッド ハンドルS1A

56



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

シャンパンレッド(FH)

 ■ カラーバリエーション

パールブルー(FD) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S17-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S17-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S17-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S17-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S17-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S17-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S17-
20C-F-R（L）-□□

色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色 アルミ色

k2仕様 ￥440,000 ￥570,000 ￥560,000 ￥549,000 ￥581,000 ￥570,000 ￥560,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥444,000 ￥575,000 ￥565,000 ￥554,000 ￥586,000 ￥575,000 ￥565,000

k4仕様 ￥410,000 ￥530,000 ￥520,000 ￥513,000 ￥545,000 ￥530,000 ￥520,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 57

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
S18型

対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

パールブルー ハンドルS3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

ブラックウォールナット(BD)

 ■ カラーバリエーション

シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S18-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S18-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S18-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S18-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S18-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S18-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S18-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥440,000 ￥570,000 ￥560,000 ￥549,000 ￥581,000 ￥570,000 ￥560,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥444,000 ￥575,000 ￥565,000 ￥554,000 ￥586,000 ￥575,000 ￥565,000

k4仕様 ￥410,000 ￥530,000 ￥520,000 ￥513,000 ￥545,000 ￥530,000 ￥520,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はマットブラックです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 59

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

S19型
対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

チェスナット ハンドルS1A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

ポリッシュシルバー(FA)

 ■ カラーバリエーション

チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S19-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S19-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S19-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S19-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S19-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S19-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S19-
20C-F-R（L）-□□

色 アルミ色 浮造り調 アルミ色 浮造り調 アルミ色 浮造り調 アルミ色 浮造り調 アルミ色 浮造り調 アルミ色 浮造り調 アルミ色 浮造り調

k2仕様 ￥440,000 ￥460,000 ￥570,000 ￥605,000 ￥560,000 ￥595,000 ￥549,000 ￥569,000 ￥581,000 ￥601,000 ￥570,000 ￥605,000 ￥560,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥444,000 ￥464,000 ￥575,000 ￥610,000 ￥565,000 ￥600,000 ￥554,000 ￥574,000 ￥586,000 ￥606,000 ￥575,000 ￥610,000 ￥565,000 ￥600,000

k4仕様 ￥410,000 ￥430,000 ￥530,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥555,000 ￥513,000 ￥533,000 ￥545,000 ￥565,000 ￥530,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 61

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

S20型
対応ハンドル S型ハンドル バーハンドル レバーハンドル

パイン ハンドルS3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

チェスナット(HB)

 ■ カラーバリエーション

パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-S20-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S20-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S20-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S20-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S20-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S20-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-S20-
20C-F-R（L）-□□

色 浮造り調 浮造り調 浮造り調 浮造り調 浮造り調 浮造り調 浮造り調

k2仕様 ￥460,000 ￥605,000 ￥595,000 ￥569,000 ￥601,000 ￥605,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥464,000 ￥610,000 ￥600,000 ￥574,000 ￥606,000 ￥610,000 ￥600,000

k4仕様 ￥430,000 ￥565,000 ￥555,000 ￥533,000 ￥565,000 ￥565,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※S型ハンドル専用デザインとなります。他のハンドルデザインへの変更はできません。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はマットブラックです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 63

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M11型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

トリノパイン ハンドルF3A

64



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

グレイッシュオーク(EG)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE)

クリエダーク(BB) トリノパイン(BC)

 ■ 夜の見え方

室外が暗く室内が明るい場合は、ガラス部分の見え方が変化します。

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M11-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M11-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M11-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M11-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M11-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M11-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M11-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥430,000 ￥560,000 ￥550,000 ￥539,000 ￥571,000 ￥560,000 ￥550,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥565,000 ￥555,000 ￥544,000 ￥576,000 ￥565,000 ￥555,000

k4仕様 ￥400,000 ￥520,000 ￥510,000 ￥503,000 ￥535,000 ￥520,000 ￥510,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※グラデーションガラスは室内外の明るさや光の当たり具合によって見え方が変わります。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 65

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M12型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

トリノパイン ハンドルF3A

66



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD)

クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M12-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M12-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M12-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M12-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M12-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M12-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M12-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥340,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥470,000 ￥460,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥475,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥475,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥430,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 67

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
M13型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエアイボリー ハンドルF1A

68



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE)

クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M13-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M13-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M13-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M13-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M13-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M13-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M13-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥300,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥409,000 ￥441,000 ￥430,000 ￥420,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥435,000 ￥425,000 ￥414,000 ￥446,000 ￥435,000 ￥425,000

k4仕様 ￥270,000 ￥390,000 ￥380,000 ￥373,000 ￥405,000 ￥390,000 ￥380,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※ツートーン部分はミディアムチェリー、クリエモカ、ゼンオーク、クリエダーク、トリノパイン、マットブラックのときはブ
ラック、その他はシルバーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 69

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
M14型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエモカ ハンドルF3A

70



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE)

クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M14-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M14-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M14-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M14-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M14-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M14-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M14-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥320,000 ￥450,000 ￥440,000 ￥429,000 ￥461,000 ￥450,000 ￥440,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥324,000 ￥455,000 ￥445,000 ￥434,000 ￥466,000 ￥455,000 ￥445,000

k4仕様 ￥290,000 ￥410,000 ￥400,000 ￥393,000 ￥425,000 ￥410,000 ￥400,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※ツートーン部分はミディアムチェリー、クリエモカ、ゼンオーク、クリエダーク、トリノパイン、マットブラックのときはブ
ラック、その他はシルバーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 71

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
M15型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル
レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はM91型P.108へ

シャンパンレッド ハンドルF1A

72



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE)

クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M15-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M15-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M15-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M15-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M15-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M15-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M15-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥380,000 ￥510,000 ￥500,000 ￥489,000 ￥521,000 ￥510,000 ￥500,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥515,000 ￥505,000 ￥494,000 ￥526,000 ￥515,000 ￥505,000

k4仕様 ￥350,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥453,000 ￥485,000 ￥470,000 ￥460,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 73

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M16型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はM92型P.110へ

クリエダーク ハンドルF1A

74



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH)

パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA) シャイングレー(AK) オータムブラウン(AG)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M16-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M16-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M16-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M16-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M16-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M16-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M16-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥300,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥409,000 ￥441,000 ￥430,000 ￥420,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥435,000 ￥425,000 ￥414,000 ￥446,000 ￥435,000 ￥425,000

k4仕様 ￥270,000 ￥390,000 ￥380,000 ￥373,000 ￥405,000 ￥390,000 ￥380,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ― ― ＋￥300,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はナチュラルシルバーです。
※木目の方向は横です。ただしシャンパンレッドとポリッシュシルバーのヘアラインの方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 75

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M17型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はM93型P.112へ

ナチュラルホワイト ハンドルF1A

76



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ブラックウォールナット(BD)

ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW)

ポリッシュシルバー(FA) シャイングレー(AK) オータムブラウン(AG) チーク(HC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M17-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M17-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M17-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M17-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M17-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M17-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M17-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色 浮造り調 木目調/

アルミ色 浮造り調 木目調/
アルミ色 浮造り調 木目調/

アルミ色 浮造り調 木目調/
アルミ色 浮造り調 木目調/

アルミ色 浮造り調 木目調/
アルミ色 浮造り調

k2仕様 ￥300,000 ￥330,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000 ￥409,000 ￥439,000 ￥441,000 ￥471,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥334,000 ￥435,000 ￥480,000 ￥425,000 ￥470,000 ￥414,000 ￥444,000 ￥446,000 ￥476,000 ￥435,000 ￥480,000 ￥425,000 ￥470,000

k4仕様 ￥270,000 ￥300,000 ￥390,000 ￥435,000 ￥380,000 ￥425,000 ￥373,000 ￥403,000 ￥405,000 ￥435,000 ￥390,000 ￥435,000 ￥380,000 ￥425,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がブラックウォールナットのとき、枠色はマットブラックです。本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポ
リッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 77

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M18型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

チェスナット ハンドルF3A

78



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M18-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M18-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M18-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M18-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M18-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M18-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M18-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥460,000 ￥490,000 ￥580,000 ￥625,000 ￥570,000 ￥615,000 ￥563,000 ￥593,000 ￥595,000 ￥625,000 ￥580,000 ￥625,000 ￥570,000 ￥615,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 79

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M19型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエペール ハンドルF1A

80



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M19-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M19-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M19-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M19-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M19-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M19-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M19-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 81

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M20型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ゼンオーク ハンドルF1A

82



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M20-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M20-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M20-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M20-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M20-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M20-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M20-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はトリノパインのときはナチュラルシルバー、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 83

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M21型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ゼンオーク ハンドルF3A

84



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M21-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M21-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M21-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M21-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M21-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M21-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M21-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥340,000 ￥370,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥449,000 ￥479,000 ￥481,000 ￥511,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥374,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000 ￥454,000 ￥484,000 ￥486,000 ￥516,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000

k4仕様 ￥310,000 ￥340,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000 ￥413,000 ￥443,000 ￥445,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 85

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M22型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

グレイッシュオーク ハンドルA1A

86



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ブラックウォールナット(BD)

ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) ポリッシュシルバー(FA) シャイングレー(AK) オータムブラウン(AG)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M22-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M22-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M22-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M22-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M22-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M22-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M22-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥300,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥409,000 ￥441,000 ￥430,000 ￥420,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥435,000 ￥425,000 ￥414,000 ￥446,000 ￥435,000 ￥425,000

k4仕様 ￥270,000 ￥390,000 ￥380,000 ￥373,000 ￥405,000 ￥390,000 ￥380,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はクリエアイボリー、トリノパイン、ポリッシュシルバーのときはナチュラルシルバー、ブラックウォー
ルナットのときはマットブラック、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がクリエアイボリー、トリノパイン、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。本体色が
ブラックウォールナットのとき、枠色はマットブラックです。本体色がオータムブラウンのとき、枠色はオータムブラ
ウンです。その他はシャイングレーです。
※枠色は木目色も選択可能です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 87

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
M24型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

トリノパイン ハンドルA1A

88



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ブラックウォールナット(BD)

ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) ポリッシュシルバー(FA) シャイングレー(AK) オータムブラウン(AG)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M24-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M24-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M24-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M24-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M24-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M24-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M24-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥320,000 ￥450,000 ￥440,000 ￥429,000 ￥461,000 ￥450,000 ￥440,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥324,000 ￥455,000 ￥445,000 ￥434,000 ￥466,000 ￥455,000 ￥445,000

k4仕様 ￥290,000 ￥410,000 ￥400,000 ￥393,000 ￥425,000 ￥410,000 ￥400,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はクリエアイボリー、トリノパイン、ポリッシュシルバーのときはナチュラルシルバー、ブラックウォー
ルナットのときはマットブラック、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がクリエアイボリー、トリノパイン、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。本体色が
ブラックウォールナットのとき、枠色はマットブラックです。本体色がオータムブラウンのとき、枠色はオータムブラ
ウンです。その他はシャイングレーです。
※枠色は木目色も選択可能です。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 89

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M26型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエアイボリー ハンドルA1A

90



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE)

クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) ポリッシュシルバー(FA) シャイングレー(AK) オータムブラウン(AG)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M26-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M26-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M26-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M26-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M26-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M26-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M26-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥300,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥409,000 ￥441,000 ￥430,000 ￥420,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥435,000 ￥425,000 ￥414,000 ￥446,000 ￥435,000 ￥425,000

k4仕様 ￥270,000 ￥390,000 ￥380,000 ￥373,000 ￥405,000 ￥390,000 ￥380,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 91

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M27型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエペール ハンドルF1A

92



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD)

クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M27-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M27-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M27-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M27-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M27-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M27-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M27-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥340,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥470,000 ￥460,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥475,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥475,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥430,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はクリエアイボリー、トリノパイン、ポリッシュシルバーのときはナチュラルシルバー、その他はシャ
イングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がクリエアイボリー、トリノパイン、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。その他は
シャイングレーです。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 93

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M28型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ミディアムチェリー ハンドルF3A

94



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD)

クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M28-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M28-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M28-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M28-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M28-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M28-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M28-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥340,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥470,000 ￥460,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥475,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥475,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥430,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 95

内外同テイスト



k2仕様なし

k4 仕様
M29型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ドレープシカモア ハンドルF3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

ムーンエボニー(ME)

 ■ カラーバリエーション

ドレープシカモア(MF)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-4-M29-
10-Z-R（L）-□□

GST2-4-M29-
20-G-R（L）-□□

GST2-4-M29-
20-F-R（L）-□□

GST2-4-M29-
40-Z-R（L）-□□

GST2-4-M29-
45-Z-R（L）-□□

GST2-4-M29-
20C-G-R（L）-□□

GST2-4-M29-
20C-F-R（L）-□□

色 キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

k2仕様 ― ― ― ― ― ― ―

k2仕様（下枠巾木付） ― ― ― ― ― ― ―

k4仕様 ￥290,000 ￥425,000 ￥415,000 ￥393,000 ￥425,000 ￥425,000 ￥415,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はブラックです。
※木目の方向は縦です。ただしムーンエボニーの木目の方向は横です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はマットブラックです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 97

内外同テイスト



k2仕様なし

k4 仕様
M30型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ムーンエボニー ハンドルF1A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

ムーンエボニー(ME)

 ■ カラーバリエーション

ドレープシカモア(MF)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-4-M30-
10-Z-R（L）-□□

GST2-4-M30-
20-G-R（L）-□□

GST2-4-M30-
20-F-R（L）-□□

GST2-4-M30-
40-Z-R（L）-□□

GST2-4-M30-
45-Z-R（L）-□□

GST2-4-M30-
20C-G-R（L）-□□

GST2-4-M30-
20C-F-R（L）-□□

色 キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

キエテクノ
コート仕様

k2仕様 ― ― ― ― ― ― ―

k2仕様（下枠巾木付） ― ― ― ― ― ― ―

k4仕様 ￥290,000 ￥425,000 ￥415,000 ￥393,000 ￥425,000 ￥425,000 ￥415,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はナチュラルシルバーです。
※木目の方向は縦です。ただしムーンエボニーの木目の方向は横です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 99

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M81型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

チェスナット ハンドルF1A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M81-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M81-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M81-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M81-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M81-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M81-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M81-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥310,000 ＋￥310,000 ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000 ― ― ― ― ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物部分はトリノパインのときはシルバー、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 101

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M82型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

パイン ハンドルF3A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M82-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M82-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M82-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M82-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M82-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M82-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M82-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥310,000 ＋￥310,000 ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000 ― ― ― ― ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物部分はクリエペール、クリエラスクのときはシャイングレー、その他はブラックです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 103

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M83型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

トリノパイン ハンドルF1A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M83-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M83-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M83-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M83-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M83-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M83-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M83-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はトリノパインのときはナチュラルシルバー、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 105

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M84型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ゼンオーク ハンドルF1A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB)

トリノパイン(BC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M84-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M84-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M84-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M84-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M84-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M84-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M84-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥310,000 ＋￥310,000 ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000 ― ― ― ― ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はトリノパインのときはナチュラルシルバー、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。

チェスナット・パインで親子（採光あり）・
親子入隅（採光あり）を選択したとき、
子扉がワントーンとなります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 107

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
M91型

対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル
バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はM15型P.72へ

ポリッシュシルバー ハンドルL1A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ゼンオーク(BE)

クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M91-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M91-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M91-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M91-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M91-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M91-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M91-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥380,000 ￥510,000 ￥500,000 ￥489,000 ￥521,000 ￥510,000 ￥500,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥515,000 ￥505,000 ￥494,000 ￥526,000 ￥515,000 ￥505,000

k4仕様 ￥350,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥453,000 ￥485,000 ￥470,000 ￥460,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 109

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M92型
対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル

バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はM16型P.74へ

クリエラスク ハンドルL1A

110



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエペール(EC)

 ■ カラーバリエーション

クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH)

パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW) ポリッシュシルバー(FA) シャイングレー(AK) オータムブラウン(AG)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M92-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M92-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M92-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M92-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M92-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M92-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M92-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

木目調/
アルミ色

k2仕様 ￥300,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥409,000 ￥441,000 ￥430,000 ￥420,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥435,000 ￥425,000 ￥414,000 ￥446,000 ￥435,000 ￥425,000

k4仕様 ￥270,000 ￥390,000 ￥380,000 ￥373,000 ￥405,000 ￥390,000 ￥380,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ― ― ＋￥300,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はナチュラルシルバーです。
※木目の方向は横です。ただしシャンパンレッドとポリッシュシルバーのヘアラインの方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 111

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

M93型
対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル

バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はM17型P.76へ

ブラックウォールナット ハンドルL3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

クリエアイボリー(EH)

 ■ カラーバリエーション

グレイッシュオーク(EG) クリエペール(EC) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) クリエモカ(CB) ブラックウォールナット(BD)

ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) シャンパンレッド(FH) パールブルー(FD) マットブラック(AA) ナチュラルホワイト(FW)

ポリッシュシルバー(FA) シャイングレー(AK) オータムブラウン(AG) チーク(HC) チェスナット(HB) パイン(HA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-M93-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M93-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M93-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M93-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M93-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M93-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-M93-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調/
アルミ色 浮造り調 木目調/

アルミ色 浮造り調 木目調/
アルミ色 浮造り調 木目調/

アルミ色 浮造り調 木目調/
アルミ色 浮造り調 木目調/

アルミ色 浮造り調 木目調/
アルミ色 浮造り調

k2仕様 ￥300,000 ￥330,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000 ￥409,000 ￥439,000 ￥441,000 ￥471,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥334,000 ￥435,000 ￥480,000 ￥425,000 ￥470,000 ￥414,000 ￥444,000 ￥446,000 ￥476,000 ￥435,000 ￥480,000 ￥425,000 ￥470,000

k4仕様 ￥270,000 ￥300,000 ￥390,000 ￥435,000 ￥380,000 ￥425,000 ￥373,000 ￥403,000 ￥405,000 ￥435,000 ￥390,000 ￥435,000 ￥380,000 ￥425,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※本体色がブラックウォールナットのとき、枠色はマットブラックです。本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ポ
リッシュシルバーのとき、枠色はナチュラルシルバーです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 113

内外同テイスト



k2 仕様

k4仕様なし

防火戸仕様あり

M94型
対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル

マットブラック ハンドルL1A
（内観：ナチュラルホワイト）
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

外観

マットブラック（AA） ポリッシュシルバー（FA）

外観 内観内観

（内観色はナチュラルホワイトとなります） （内観色はナチュラルホワイトとなります）

 ■ カラーバリエーション

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様

片開き

おすすめ品番 GST2-2-M94-
10-Z-R（L）-□□

色 アルミ色

k2仕様 ￥300,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000

k4仕様 ―

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※レバーハンドル専用デザインとなります。S型ハンドル・バーハンドルへの変更はできません。
※外観色に関わらず、内観色はナチュラルホワイトです。
※本体色がポリッシュシルバーのとき、枠色は室外側ナチュラルシルバー／室内側ナチュラルホワイトです。
 本体色がマットブラックのとき、枠色は室外側マットブラック／室内側ナチュラルホワイトです。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 115
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ぬくもりあるラフな素材感が心を和ませる。

肩肘を張らない自然体の暮らしに似合う、

ナチュラルテイストあふれるスタイルです。

プレーンスタイル

［その他のおすすめドアデザイン］

P13型  クリエモカ P.124

DESIGN STYLE

P L A I N
S T Y LE

DE SIG N STY LE  MAP

P11型  クリエモカ P.120
外壁タイル：グラーレア HAL-30B/GLR-1、床タイル：ナチュライム IPF-450/NTL-3、 
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※CGはあくまでもイメージです。

117商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



DESIGN STYLE
[PLAIN  STYLE]

P12型  シュガーオーク P.122
床タイル：カリッサ CAL-300/1 ※CGはあくまでもイメージです。
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［その他のおすすめドアデザイン］

P81型  シュガーオーク P.136

119商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

P11型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエモカ ハンドルF3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P11-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P11-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P11-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P11-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P11-
45-Z-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ―

両開き 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P11-
50-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P11-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P11-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥681,000 ￥731,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥688,000 ￥738,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥636,000 ￥686,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000     

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。ただし中央の横スリットの木目の方向は横です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 121

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

P12型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

シュガーオーク ハンドルF1A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P12-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P12-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P12-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P12-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P12-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P12-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P12-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はエクリュアイボリー、シュガーオーク、クリエラスクのときはシャイングレー、その他はブラックです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※寸法特注時はデザインが変わります。詳しくはP.332をご確認ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 123

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

P13型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

ゼンオーク ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P13-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P13-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P13-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P13-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P13-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P13-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P13-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※アクセントカラーはウェザードアイアンです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 125

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

P14型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエラスク ハンドルD3A

126



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P14-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P14-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P14-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P14-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P14-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P14-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P14-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 127

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
P15型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル
鋳物オーナメントの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アイリッシュパイン ハンドルF3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P15-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P15-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P15-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P15-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P15-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P15-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P15-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 129
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

P16型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物オーナメントの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アンティークオーク ハンドルF1A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P16-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P16-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P16-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P16-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P16-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P16-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P16-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥340,000 ￥370,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥449,000 ￥479,000 ￥481,000 ￥511,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥374,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000 ￥454,000 ￥484,000 ￥486,000 ￥516,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000

k4仕様 ￥310,000 ￥340,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000 ￥413,000 ￥443,000 ￥445,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はトリノパインのときはナチュラルシルバー、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 131

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
P17型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル
鋳物オーナメントの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

クリエラスク ハンドルF1A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P17-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P17-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P17-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P17-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P17-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P17-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P17-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ツートーン部分はトリノパインのときはナチュラルシルバー、その他はシャイングレーです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 133
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k2 仕様

k4 仕様
P18型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

トリノパイン ハンドルF3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P18-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P18-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P18-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P18-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P18-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P18-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P18-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥380,000 ￥510,000 ￥500,000 ￥489,000 ￥521,000 ￥510,000 ￥500,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥515,000 ￥505,000 ￥494,000 ￥526,000 ￥515,000 ￥505,000

k4仕様 ￥350,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥453,000 ￥485,000 ￥470,000 ￥460,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ドア本体のガラス交換はできません。ガラス破損時はドア本体ごと交換が必要です。
※木目の方向は横です。ただし室外戸先側の縦スリットおよびエクリュアイボリー、シュガーオーク、アイリッシュパ
イン、ハンドダウンチェリー、アンティークオーク、ゼンオークの室内側の木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

■ 室内の木目について
本体色によって、室内の木目の方向が異なります。

横 縦
クリエラスク
ミディアムチェリー
クリエモカ
クリエダーク
トリノパイン

エクリュアイボリー
シュガーオーク
アイリッシュパイン
ハンドダウンチェリー
アンティークオーク
ゼンオーク

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 135
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

P81型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ハンドダウンチェリー ハンドルD3A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P81-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P81-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P81-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P81-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P81-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P81-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P81-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥310,000 ＋￥310,000 ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000 ― ― ― ― ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 137
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

P82型
＜採風デザイン＞

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

クリエダーク ハンドルF3A

扉を閉めたまま風を採り込めます。
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

シュガーオーク(EE) クリエラスク(ED) ミディアムチェリー(CD) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) クリエモカ(CB)

アンティークオーク(BA) ゼンオーク(BE) クリエダーク(BB) トリノパイン(BC) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-P82-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P82-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P82-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P82-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P82-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P82-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-P82-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥490,000 ￥520,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000 ￥599,000 ￥629,000 ￥631,000 ￥661,000 ￥620,000 ￥665,000 ￥610,000 ￥655,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥494,000 ￥524,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000 ￥604,000 ￥634,000 ￥636,000 ￥666,000 ￥625,000 ￥670,000 ￥615,000 ￥660,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥310,000 ＋￥310,000 ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000 ― ― ― ― ＋￥460,000 ＋￥460,000 ＋￥360,000 ＋￥360,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。
※防火戸仕様にk2仕様の設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 139
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DE SIG N STY LE  MAP

住む人のセンスやこだわりが感じられる、

味わい深い佇まい。現代的で、

オリジナリティあふれるスタイルです。

インディヴィティスタイル

I N D I V I T Y
S T Y LE

［その他のおすすめドアデザイン］

D52型  チーク P.188

DESIGN STYLE

D91型  チーク P.164
外壁タイル：HALAGEシリーズ アイビス　HAL-2/IBS-3  ※CGはあくまでもイメージです。140



141商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



DESIGN STYLE
[ INDIVITY  STYLE]

D54型  シュガーオーク P.192
外壁サイディング：スパンサイディングS  スモーキーブルーBF 、床タイル：スタイルプラス コルディアーレ　IPF-300/COR-11  ※CGはあくまでもイメージです。
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［その他のおすすめドアデザイン］

D12型  シュガーオーク P.146

143商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D11型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はD91型P.164へ

鋳物オーナメント／アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

ポートマホガニー ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D11-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D11-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D11-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D11-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D11-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D11-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D11-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥340,000 ￥370,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥449,000 ￥479,000 ￥481,000 ￥511,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥374,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000 ￥454,000 ￥484,000 ￥486,000 ￥516,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000

k4仕様 ￥310,000 ￥340,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000 ￥413,000 ￥443,000 ￥445,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 145
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D12型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物オーナメントの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

チーク ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D12-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D12-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D12-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D12-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D12-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D12-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D12-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥340,000 ￥370,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥449,000 ￥479,000 ￥481,000 ￥511,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥374,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000 ￥454,000 ￥484,000 ￥486,000 ￥516,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000

k4仕様 ￥310,000 ￥340,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000 ￥413,000 ￥443,000 ￥445,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※アクセントカラーはウェザードアイアンです。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 147
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D32型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

ポートマホガニー ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD52型 P.188へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D32-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D32-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D32-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D32-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D32-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D32-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D32-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 149
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D33型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アイリッシュパイン ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD53型 P.190へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D33-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D33-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D33-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D33-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D33-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D33-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D33-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 151

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D34型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

チーク ハンドルD3A

152



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD54型 P.192へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D34-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D34-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D34-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D34-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D34-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D34-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D34-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 153

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D41型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

エクリュアイボリー ハンドルD3A

154



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD61型 P.194へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D41-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D41-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D41-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D41-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D41-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D41-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D41-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 155

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D42型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アイリッシュパイン ハンドルD3A

156



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD62型 P.196へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D42-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D42-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D42-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D42-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D42-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D42-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D42-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 157

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D43型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

ハンドダウンチェリー ハンドルD3A

158



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD63型 P.198へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D43-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D43-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D43-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D43-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D43-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D43-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D43-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 159

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D44型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アンティークオーク ハンドルD3A

160



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD64型 P.200へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D44-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D44-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D44-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D44-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D44-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D44-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D44-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 161

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D45型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

リーフグリーン ハンドルD3A

162



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はD65型 P.202へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D45-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D45-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D45-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D45-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D45-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D45-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D45-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥380,000 ￥410,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000 ￥489,000 ￥519,000 ￥521,000 ￥551,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥500,000 ￥545,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥384,000 ￥414,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000 ￥494,000 ￥524,000 ￥526,000 ￥556,000 ￥515,000 ￥560,000 ￥505,000 ￥550,000

k4仕様 ￥350,000 ￥380,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥453,000 ￥483,000 ￥485,000 ￥515,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 163

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D91型
対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル

バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はD11型P.144へ

鋳物オーナメント／アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

チーク ハンドルK3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D91-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D91-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D91-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D91-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D91-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D91-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D91-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥340,000 ￥370,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000 ￥449,000 ￥479,000 ￥481,000 ￥511,000 ￥470,000 ￥515,000 ￥460,000 ￥505,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥374,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000 ￥454,000 ￥484,000 ￥486,000 ￥516,000 ￥475,000 ￥520,000 ￥465,000 ￥510,000

k4仕様 ￥310,000 ￥340,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000 ￥413,000 ￥443,000 ￥445,000 ￥475,000 ￥430,000 ￥475,000 ￥420,000 ￥465,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥150,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000 ― ― ― ― ＋￥300,000 ＋￥300,000 ＋￥200,000 ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 165

内外同テイスト



C91型  エクリュアイボリー P.178

DESIGN STYLE

166



欧米的な様式美を取り入れた、あたたかみ

あふれるスタイル。格調高い佇まいが、

住まいに気品と風格をもたらします。

クラシックスタイル

C L A SS I C
S T Y LE

［その他のおすすめドアデザイン］

C72型  エクリュアイボリー P.204

D ESIGN  ST YLE MAP

167商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C11型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC91型P.178へ

リーフグリーン ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C11-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C11-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥340,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥460,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥200,000 ― ― ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 169

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C12型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC92型P.180へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

シュガーオーク ハンドルD3A

170



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はC72型 P.204へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C12-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C12-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C12-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C12-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C12-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C12-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C12-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥340,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥470,000 ￥460,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥475,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥475,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥430,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 171

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C13型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC93型P.182へ

アンティークオーク ハンドルD3A

172



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はC73型 P.206へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C13-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C13-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C13-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C13-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C13-
45-Z-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥430,000 ￥560,000 ￥550,000 ￥539,000 ￥571,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥565,000 ￥555,000 ￥544,000 ￥576,000

k4仕様 ￥400,000 ￥520,000 ￥510,000 ￥503,000 ￥535,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ―

両開き 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C13-
50-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C13-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C13-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥781,000 ￥560,000 ￥550,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥788,000 ￥565,000 ￥555,000

k4仕様 ￥736,000 ￥520,000 ￥510,000

防火戸仕様加算額 ― ＋￥400,000 ＋￥300,000   

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 173

内外同テイスト



k2仕様なし

k4 仕様
C14型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル
レバーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC94型P.184へ

ポートマホガニー ハンドルD2A

174



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC) ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はC74型 P.208へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖

おすすめ品番 GST2-4-C14-
10-Z-R（L）-□□

GST2-4-C14-
20-G-R（L）-□□

GST2-4-C14-
20-F-R（L）-□□

GST2-4-C14-
40-Z-R（L）-□□

GST2-4-C14-
45-Z-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ― ― ― ― ―

k2仕様（下枠巾木付） ― ― ― ― ―

k4仕様 ￥350,000 ￥485,000 ￥460,000 ￥453,000 ￥485,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ―

両開き 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-4-C14-
50-Z-R（L）-□□

GST2-4-C14-
20C-G-R（L）-□□

GST2-4-C14-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ― ― ―

k2仕様（下枠巾木付） ― ― ―

k4仕様 ￥636,000 ￥470,000 ￥460,000

防火戸仕様加算額 ― ― ―   

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ステンドガラスは室内外の明るさや光の当たり具合によって見え方が変わります。また、すべて手作り品のた
め、色むらが生じる場合があります。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 175

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
C15型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ハンドダウンチェリー ハンドルD2A

176



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

内外同テイスト仕様も、
ご用意しております。

外観 内観

詳細はC75型 P.210へ

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C15-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C15-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C15-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C15-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C15-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C15-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C15-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥300,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥409,000 ￥441,000 ￥430,000 ￥420,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥304,000 ￥435,000 ￥425,000 ￥414,000 ￥446,000 ￥435,000 ￥425,000

k4仕様 ￥270,000 ￥390,000 ￥380,000 ￥373,000 ￥405,000 ￥390,000 ￥380,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※デザイン入ガラスは室内外の明るさや光の当たり具合によって見え方が変わります。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 177

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C91型
対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル

バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC11型P.168へ

エクリュアイボリー ハンドルK3A

178



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C91-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C91-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C91-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C91-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C91-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥340,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥460,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥150,000 ＋￥200,000 ― ― ＋￥200,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 179

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C92型
対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル

バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC12型P.170へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

ポートマホガニー ハンドルK2A

180



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C92-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C92-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C92-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C92-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C92-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C92-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C92-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥340,000 ￥470,000 ￥460,000 ￥449,000 ￥481,000 ￥470,000 ￥460,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥344,000 ￥475,000 ￥465,000 ￥454,000 ￥486,000 ￥475,000 ￥465,000

k4仕様 ￥310,000 ￥430,000 ￥420,000 ￥413,000 ￥445,000 ￥430,000 ￥420,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 181
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C93型
対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル

バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC13型P.172へ

シュガーオーク ハンドルK3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C93-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C93-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C93-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C93-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C93-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C93-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C93-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥430,000 ￥560,000 ￥550,000 ￥539,000 ￥571,000 ￥560,000 ￥550,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥565,000 ￥555,000 ￥544,000 ￥576,000 ￥565,000 ￥555,000

k4仕様 ￥400,000 ￥520,000 ￥510,000 ￥503,000 ￥535,000 ￥520,000 ￥510,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 183
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k2仕様なし

k4 仕様
C94型

対応ハンドル バーハンドル レバーハンドルS型ハンドル
バーハンドル仕様もご用意しております。

詳細はC14型P.174へ

ハンドダウンチェリー ハンドルK2A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-4-C94-
10-Z-R（L）-□□

GST2-4-C94-
20-G-R（L）-□□

GST2-4-C94-
20-F-R（L）-□□

GST2-4-C94-
40-Z-R（L）-□□

GST2-4-C94-
45-Z-R（L）-□□

GST2-4-C94-
20C-G-R（L）-□□

GST2-4-C94-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ― ― ― ― ― ― ―

k2仕様（下枠巾木付） ― ― ― ― ― ― ―

k4仕様 ￥350,000 ￥485,000 ￥460,000 ￥453,000 ￥485,000 ￥470,000 ￥460,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ステンドガラスは室内外の明るさや光の当たり具合によって見え方が変わります。また、すべて手作り品のた
め、色むらが生じる場合があります。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 185
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内外
同テイスト
洋風ドア12種に内外同テイスト仕様をご用意。

室内側の玄関空間も、

個性的な表情をお楽しみいただけます。

［室内側］
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［室外側］

187商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D52型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

ポートマホガニー ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D52-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D52-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D52-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D52-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D52-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D52-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D52-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 189
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D53型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アイリッシュパイン ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D53-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D53-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D53-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D53-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D53-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D53-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D53-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 191
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D54型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

チーク ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D54-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D54-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D54-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D54-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D54-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D54-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D54-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 193

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D61型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

エクリュアイボリー ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D61-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D61-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D61-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D61-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D61-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D61-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D61-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 195

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D62型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アイリッシュパイン ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D62-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D62-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D62-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D62-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D62-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D62-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D62-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 197

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D63型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

ハンドダウンチェリー ハンドルD3A
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■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D63-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D63-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D63-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D63-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D63-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D63-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D63-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 199

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D64型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

アンティークオーク ハンドルD3A

200



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D64-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D64-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D64-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D64-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D64-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D64-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D64-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 201

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

D65型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物部分にリースをかけることが可能です。

詳細はP.251へ

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

リーフグリーン ハンドルD3A

202



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA) チーク(HC)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-D65-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D65-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D65-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D65-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D65-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D65-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-D65-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調 木目調 浮造り調

k2仕様 ￥430,000 ￥460,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000 ￥539,000 ￥569,000 ￥571,000 ￥601,000 ￥560,000 ￥605,000 ￥550,000 ￥595,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥434,000 ￥464,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000 ￥544,000 ￥574,000 ￥576,000 ￥606,000 ￥565,000 ￥610,000 ￥555,000 ￥600,000

k4仕様 ￥400,000 ￥430,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000 ￥503,000 ￥533,000 ￥535,000 ￥565,000 ￥520,000 ￥565,000 ￥510,000 ￥555,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000 ― ― ― ― ＋￥400,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※鋳物は現地での取付けになります。
※2kg以上のものを鋳物に掛けないでください。鋳物にぶら下がらないでください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 203

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C72型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

鋳物アクセサリーの取付けが可能です。

詳細はP.250へ

シュガーオーク ハンドルD3A

204



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C72-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C72-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C72-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C72-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C72-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C72-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C72-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥390,000 ￥520,000 ￥510,000 ￥499,000 ￥531,000 ￥520,000 ￥510,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥394,000 ￥525,000 ￥515,000 ￥504,000 ￥536,000 ￥525,000 ￥515,000

k4仕様 ￥360,000 ￥480,000 ￥470,000 ￥463,000 ￥495,000 ￥480,000 ￥470,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 205
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k2 仕様

k4 仕様

防火戸仕様あり

C73型
対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

アンティークオーク ハンドルD3A

206



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C73-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C73-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C73-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C73-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C73-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C73-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C73-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥480,000 ￥610,000 ￥600,000 ￥589,000 ￥621,000 ￥610,000 ￥600,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥484,000 ￥615,000 ￥605,000 ￥594,000 ￥626,000 ￥615,000 ￥605,000

k4仕様 ￥450,000 ￥570,000 ￥560,000 ￥553,000 ￥585,000 ￥570,000 ￥560,000

防火戸仕様加算額 ＋￥250,000 ＋￥400,000 ＋￥300,000 ― ― ＋￥400,000 ＋￥300,000

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 207
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k2仕様なし

k4 仕様
C74型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ポートマホガニー ハンドルD2A

208



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-4-C74-
10-Z-R（L）-□□

GST2-4-C74-
20-G-R（L）-□□

GST2-4-C74-
20-F-R（L）-□□

GST2-4-C74-
40-Z-R（L）-□□

GST2-4-C74-
45-Z-R（L）-□□

GST2-4-C74-
20C-G-R（L）-□□

GST2-4-C74-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ― ― ― ― ― ― ―

k2仕様（下枠巾木付） ― ― ― ― ― ― ―

k4仕様 ￥400,000 ￥550,000 ￥510,000 ￥503,000 ￥535,000 ￥520,000 ￥510,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※ステンドガラスは室内外の明るさや光の当たり具合によって見え方が変わります。また、すべて手作り品のた
め、色むらが生じる場合があります。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 209

内外同テイスト



k2 仕様

k4 仕様
C75型

対応ハンドル バーハンドルS型ハンドル レバーハンドル

ハンドダウンチェリー ハンドルD2A

210



■ エントリーシステム加算額

リモコンタイプ
キー付

リモコンタイプ

＋¥130,000～ ＋¥105,000～＋¥100,000 ＋¥75,000
リモコンタイプ

キー付
リモコンタイプ

タッチキー
ボタンを押すだけ。 ドアに近づくだけ。

システムキー

＋¥50,000

カードやケータイを
かざすだけ。

カザスプラスCAZAS+

＞＞エントリーシステム詳細はP.220へ

エクリュアイボリー(EA)

 ■ カラーバリエーション

リーフグリーン(EF) シュガーオーク(EE) アイリッシュパイン(CA) ハンドダウンチェリー(CC)

ポートマホガニー(CJ) アンティークオーク(BA)

 ■ 枠別価格表 掲載写真価格は下記の仕様となります。

枠：アングル付／フラット枠　シリンダーセット：DNキー用シリンダー　ドアクローザ：標準タイプ　ハンドルセット：一般仕様（室内アルミ）　袖部ガラス：型板タイプ

片開き 親子（採光あり） 親子（採光なし） 片袖 両袖 親子入隅（採光あり） 親子入隅（採光なし）

おすすめ品番 GST2-（2/4）-C75-
10-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C75-
20-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C75-
20-F-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C75-
40-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C75-
45-Z-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C75-
20C-G-R（L）-□□

GST2-（2/4）-C75-
20C-F-R（L）-□□

色 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調 木目調

k2仕様 ￥350,000 ￥495,000 ￥470,000 ￥459,000 ￥491,000 ￥480,000 ￥470,000

k2仕様（下枠巾木付） ￥354,000 ￥500,000 ￥475,000 ￥464,000 ￥496,000 ￥485,000 ￥475,000

k4仕様 ￥320,000 ￥455,000 ￥430,000 ￥423,000 ￥455,000 ￥440,000 ￥430,000

防火戸仕様加算額 ― ― ― ― ― ― ―

※k2仕様（下枠巾木付）の枠は「アングル無／立ち上がり枠」です。おすすめ品番の「GST2」は「GST2H」です。
※片袖、両袖の場合、袖ガラス用後付ビードが別途必要です。
※子扉・ガラス仕様については、スペックリスト（仕様表）をご参照ください。
※デザイン入ガラスは室内外の明るさや光の当たり具合によって見え方が変わります。
※木目の方向は縦です。
※木目の色柄は本物の木を出来るだけ忠実に再現しているため同じ製品色でも部材毎に、色差・濃淡・柄違い
が発生することがあります。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。 211

内外同テイスト



I N S I D E

O U T S I D E
外観

内観

212



室外側と室内側でコーディネートできる同テイストのハンドルをご用意。

また、シリンダーやサムターンなどのパーツも

上質な意匠にこだわり、ドア全体に美しい調和をもたらします。

シルキーマットブラック

艶を抑えた上品なマットブラックを採用。

シルクのようなやさしい手触り感です。

ブラストシルバー

より自然なメタリック感へ刷新。

艶を落とすことで、木目の面材と美しく調和します。

サテンゴールド

メタリック感を向上させながら、

木目の面材にもなじむ、上品な色合いとマットな質感です。

ハンドル

H A N D L E

P A R T S  C O L O R
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空間にも人の手にも「 F i t 」する形。それが「 L- F i t 」。

意匠性と機能性を兼ね備えた上で、必然的に生まれた機能美。

その造形は時代に左右されることなく、年月を重ねても空間になじみます。

ジエスタ２の F型ハンドル（バーハンドル）と L型ハンドル（レバーハンドル）は、

飽きのこないタイムレスなデザインを採用。

ドア本体さらには空間との美しい融合を実現します。

L - F i t ハ ンドル

空 間 に な じ む 、人 の 手 に な じ む 。

［F型］
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L- F i t  ハンドル  デザインイメージ

L - F i t
ハンドル

人の手に馴染む
「オーバル」

建築に馴染む
「スクエア」

［L型］
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S型ハンドル エントリーシステム仕様

S 型 ハ ン ド ル

ハンドルとシリンダーが一体化することで、

すっきりと美しいデザインを実現。洗練のスタイルが、

玄関をスマートに演出します。

シリンダーと一体化した、スマートなデ ザ イ ン。
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スマートなデザインの中にエントリー

システム用のボタンやリーダーを内蔵。

すっきりと洗練された印象に。

エントリーシステム内蔵。

シリンダーにキーを差し込んで施解錠する

ベーシックな手動タイプもご用意。

キーは耐ピッキング性能に優れた

リバーシブル仕様です。

手動用タイプもご用意。

シリンダーがカバーに覆われているため、

カギ穴が見えず、ピッキングなどによる

「施錠開け」対策に効果的です。

ピッキング対策に効果的。

S型ハンドル従来のハンドル
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お好みのスタイルに合わせて選べる、 6デザインをご用意しました。

室外側ハンドルはキエテクノコート仕様のあり /なしが選べます。

ハンドル一 覧

室
外
側

室
内
側

■バーハンドル■S 型ハンドル

ブラスト
シルバー

ブラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

ブラスト
シルバー

ブラスト
シルバー

ブラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

シルキー
マットブラック

シルキー
マットブラック

サテン
ゴールド

サテン
ゴールド

シルキー
マットブラック

シルキー
マットブラック

シルキー
マットブラック

ブラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

ブラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

手動用 エントリー
システム用

［L-F i t］

S 型 F 型 D 型 A 型
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※色が濃いドア本体・ハンドルは、直射日光により高温になることがあります。その際は、直接、手・体を触れないようご注意ください。
※シリンダー色は室外側ハンドルと同色。サムターン色は室内側ハンドルと同色です。

室外側ハンドル仕様 キエテクノコート
仕様※1 一般仕様（キエテクノコートなし）

室内側ハンドル アルミ
（室外側と同色）※2

アルミ
（室外側と同色）※2

樹脂
（木目調）

S 型

価格 ¥75,000 ¥65,000 ¥55,000

型番
ブラストシルバー S1B S1A S1C

シルキーマットブラック S3B S3A S3C

F 型

価格 ¥65,000 ¥55,000 ¥45,000

型番
ブラストシルバー F1B F1A F1C

シルキーマットブラック F3B F3A F3C

D型

価格 ¥65,000 ¥55,000 ¥45,000

型番
シルキーマットブラック D3B D3A D3C

サテンゴールド D2B D2A D2C

A型

価格 ¥65,000 ¥55,000 ¥45,000

型番
ブラストシルバー A1B A1A A1C

シルキーマットブラック A3B A3A A3C

L 型

価格 ¥65,000 ¥55,000 ー

型番
ブラストシルバー L1B L1A ー

シルキーマットブラック L3B L3A ー

K 型

価格 ¥65,000 ¥55,000 ー

型番
シルキーマットブラック K3B K3A ー

サテンゴールド K2B K2A ー

■価格表（室外側・室内側の合計金額/片開き用）

※1  室内側ハンドルにキエテクノコート仕様はありません。 
室外側ハンドルのキエテクノコートはグリップ部のみです。 
S型ハンドル上下のシリンダーカバーは、キエテクノコート仕様ではありません。

※2 S型・F型・A型の台座キャップとL型・K型の台座は樹脂です。

細かいすりキズを自然に修復する
｢キエテクノコート｣

キズがつきにくく、キズがついても細かいキズなら自然に修復する 
｢キエテクノコート｣をハンドル部分に採用。爪や指輪などによるすりキズ
を防ぎ、美しさを保ちます。

時間が経つと自然に修復キズがついても…

※室外側ハンドルのみ対応しております。
※カギや硬貨などで引っかいたキズのように、塗装がはがれるような深いキズは 
修復しません。

※周囲の温度状況やキズの深さによって、修復時間は異なります。気温が低いほど
修復時間が長くなります。

室内側ハンドルは、
樹脂（木目調）ダークブラウンも選べます。
（S型/F型/D型/A型）

■レバーハンドル

ブラスト
シルバー

ブラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

シルキー
マットブラック

サテン
ゴールド

サテン
ゴールド

シルキー
マットブラック

シルキー
マットブラック

［L-F i t］

室
外
側

室
外
側

室
内
側

室
内
側

L 型

K 型
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ボタンを
押して
かざすだけ
でいいんだ

エントリーシステム
玄関をもっと便利&安心に。

リモコンやカードでラクに

カギを開け閉めできるエントリーシステム。

子どもにもお年寄りにも使いやすい

先進のキースタイルが、

毎日の暮らしに便利&安心をもたらします。

カギを取り出す手間がありません。

※ タッチキー、 
システムキーの場合

※ カザスプラス 
の場合

※ タッチキー、 
カザスプラスの場合

二世帯住宅もひとつのキーでOKです。

電池切れになる前にお知らせします。

必要に応じてキーの数を増やせます。

ハンドルのデザインも選べます。

便利! 家族みんなに使いやすい!

荷物がたくさん
あるときでも
ラクラク!

早めに教えて
くれるから
安心!

どのハンドルでも
付けられるのね!

カギをたくさん
持たなくてもいいんだ

家族みんなが
持てるね!

子どもにもお年寄りにも簡単です。
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戸先 室内

簡単にオートロックモードにも変更できます。

ピッキング対策にも役立ちます。

お客様の声エントリーシステムをご採用された

安心! 防犯にもしっかり配慮!

片方のカギを
不正解錠されても、
自動で再ロック!

うっかりかけ忘れが
ないから安心ね!

ボタン１つというのは

安心できます。
ラクに開閉できるよう
になって嬉しい。

とても簡単だし、
防犯性も高く

最初は難しいと
思ったけど、

すごく便利!!

子どもを
抱いたままでも

近づくだけでピッと
カギを開ける

システムキー
 ［ AC100V式  ］

P.226

ボタンでピッと
カギを開ける

タッチキー
 ［ 電池式 ］

P.224

いいので使いやすい。

わざわざ鞄から
カギを出さなくて

（26歳/女性） （31歳/男性） （63歳/女性） （42歳/男性） （34歳/女性）

カードやケータイで
ピッとカギを開ける

CAZAS+
カザスプラス

P.222
 ［ 電池式 ］

カードやリモコンキーを紛失しても、
再登録で紛失分を無効化できるので“安心”。

自分で再登録も
カンタン！

カザスプラスの場合 タッチキー・システムキーの場合

※カザスプラスは戸先側に、タッチキーとシステムキーは室内側に設置されています。

シリンダーを交換
する必要もなし!

セキュリティサムターンで、
ガラス破り対策も万全です。

付いた状態 外した状態

ボタンを押すだけで、
サムターンの
取り外しが可能。
「サムターン回し」で
開けられる心配なし！

この状態では
回せません！

孫がカードをなくしても

すぐに再登録して
無効化できたので、
安心しました。

初期設定は
オートロック
OFFです。
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戸先

［ 電池式 ］カザスプラス

CAZAS+

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり閉め忘れを
防止できます。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
閉め出される心配はありません。

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。

※再登録は戸先側のスイッチにて行います。※切替は戸先側のスイッチにて行います。

※イラストはイメージです。

こんなときにもしっかり対応！

停電！

カギのかけ忘れ！

電池切れ！

カード紛失！

シリンダー
交換不要

スイッチで
簡単

 再登録！

スイッチで
 簡単切替！

手動
キーでも！手動
キーでも！

+ ¥50,000

詳しくは動画
をチェック！

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!

カードキー3枚
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便利なオプションアイテムをご用意

リクシル
パーツショップで
ご購入いただけます。

自分で電池交換はできるの?Q2

ネジを1本外すだけで
簡単に交換できます。
「単三形（R6）アルカリ
電池を4本」をご使用
ください。

カザスプラスを登録した
おサイフケータイⓇを買い替えた
場合はどうすればいいの?

Q5

新たな機種で再登録すればOKです。
なお、おサイフケータイⓇ非対応機種に
買い替えた場合は、
カードキーやキーホルダー型タグキー
をお使いください。

二世帯住宅で
利用したいのですが…Q4

1枚のカードキーを何台のドアにでも
登録できるので、玄関を別にした二世帯
住宅でもご利用いただけます。

楽天Edyを玄関キーとして
使用するには
お金がかかりますか?

Q6

費用はかかりません。電子マネーの残高が
なくても玄関キーとしてご使用いただけます。
ただし、おサイフケータイⓇ対応機種に楽天
Edyアプリをダウンロードする際の通信費
用はご使用される方のご負担となります。
※カードキーのご利用は、カザスプラス専用のカードキー
以外では、楽天Edy対応カードのみとなります。

1つの
キーで

何台で
もOK

隣の家がカザスプラスを
使っていても
開けられたりしない?

Q3

カザスプラスのカギ違い数は1845京
（264）通りもあり、同じカギが存在したり、
カギが複製される心配はありません。

1845
京

通り

●おサイフケータイⓇ/楽天Edy対応カード/カードキー/キーホルダー型タグキーは、合計20件
まで登録可能です。●カザスプラスでリモコンキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。●
おサイフケータイⓇ対応機種をカギとして使用される場合は、楽天Edyアプリのダウンロード・初
期設定が必要です。楽天Edyアプリ導入方法は「楽天Edy」のオフィシャルサイトをご参照くださ
い。http://www.rakuten-edy.co.jp/ ●すべてのおサイフケータイⓇ（携帯通信端末）で動作
を保証するものではありません。

追加用カードキー
（ブラック、ライトグレー）

￥2,000/1枚

キーホルダー型
タグキー（牛革製）
￥3,500/1個

＊「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ＊「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

セット内容

電気錠って、
開けたのか閉めたのかが
よくわからないんじゃないの?

Q1

「LEDの色」と「音」でお知らせするので、
施解錠状態を簡単に確認できます。

施錠時（赤→緑） 解錠時（緑→赤）

よくあるご質問FAQ

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす

ドアのボタンを押す カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠

帰 

宅 

時

手動で閉める

2つのカギが自動で閉まる 電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、玄関
のカギとしてご利用いた
だけます。

ケータイでも!

Edy対応カードでも!

お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイⓇ対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。（追
加費用・追加手配品なし）

外 

出 

時 上下2ヶ所
同時ロック

※詳しくはP.301をご覧ください。

※  オートロックにもできます。

標準キー
4本

オーナーキー
1本

専用カードキー
（ブラック）
3枚
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リモコンキーをバッグに入れたまま
ドアのボタンを押して解錠する、ワンタッチスタイル。

詳しくは動画
をチェック！

+¥75,000
リモコンタイプ

+¥100,000
キー付リモコンタイプ

電池式なので、停電時も問題なく
使えます。万が一、電池が
なくなっても、キー付リモコン
内蔵の非常用手動キーで
カギを開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。

電池が切れる前に
ランプの点滅（ドア側）やLEDの点滅
（リモコン側）、ブザー音でお知らせ。
［ドア側］ 点滅後、数十回は動作するので、
その間に電池を交換いただけます。

［リモコン側］  万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部に密着させ
ることで解錠できます。（密着認証モード）

お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録すれば、
紛失したリモコンキーが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。

※再登録は室内側リーダーにて行います。※切替は室内側リーダーにて行います。

停電！ 電池切れ！

リモコン紛失！

ドア側 リモコン側

室内スイッチで
簡単

 再登録！

非
常
用

手動
キーでも！

非
常
用

手動
キーでも！

リモコンキー2個 キー付リモコン 3個
非常用手動キー3本

［ 電池式 ］

タッチキー

こんなときにもしっかり対応！

スイッチ一つで簡単に“オートロック
モード”に設定可能。急いで出かける
際も、うっかり閉め忘れを防止でき
ます。ただし、家から外に出る時に
手動でカギを開けた場合はオート
ロックになりません。ゴミ出しなどの
際にリモコンキーを持たずに外へ出
ても、閉め出される心配はありません。

カギのかけ忘れ！

スイッチで
 簡単切替！

シリンダー
交換不要

※イラストはイメージです。
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●キー付リモコン/リモコンキーは合計10個まで登録可能です。 ●キー付リモコン/リモコンキー
は併用できます。 ●キー付リモコンの非常用キーはリクシルパーツショップのみでの取扱いと 
なります。 ●タッチキーでカードキーや遠隔操作機器はご利用いただけません。

標準キー
4本

オーナーキー
1本

リモコンキー
2個

便利なオプションアイテムをご用意

● 追加用キー付リモコン（非常用キーなし）¥13,000/1個
● 非常用キー ¥2,000/1本　● 追加用リモコンキー ¥9,000/1個

● リモコンキー用革ケース（牛革製） ￥4,500/1個
リモコンキーと標準キーを一緒に収納できます。
※リモコンキー専用です。（キー付リモコンは収納できません。）
※オーナーキーは収納できません。

リクシル
パーツショップで
ご購入いただけます。

キー付リモコンタイプ リモコンタイプ

標準キー
2本

キー付リモコン
3個

1つのリモコンキーを何台のドアにでも
登録できるので、玄関を別にした二世帯
住宅でもご利用いただけます。

※リモコンキーのボタン操作
をする場合、操作範囲内に登
録済みのドアが複数あると
同時に施解錠します。

二世帯住宅で
利用したいのですが…Q3

1つの
キーで

何台で
もOK

電気錠って、
開けたのか閉めたのかが
よくわからないんじゃないの?

Q1

施錠時（赤→緑） 解錠時（緑→赤）

「LEDの色」と「音」でお知らせするので、
施解錠状態を簡単に確認できます。

リモコンキーの
作動範囲はどれくらいなの?Q5

リモコンキーのボタン操作による作動
範囲は「室外が約3m」、「室内が約10m」
となります。ただし、電
波環境や障害物の有無
で範囲が大きく変わる
ため、上記数値は保証
値ではありません。

自分で電池交換はできるの?Q2

ネジを1本外すだけで簡単
に交換できます。ドアのリー
ダー部分には「単三形（R6）
アルカリ電池を8本」、リモコ
ンキーには「コイン型リチウ
ム電池CR2032を1つ」をご
使用ください。

リモコンキーの電波を
傍受されてカギを開けられる
ことはないの?

Q4

リモコンキーのカギ違い数は1845京
（264）通り。加えて高度な暗号化技術と
複製防止技術を用いて通信を行ってい
ます。万一電波を傍受
されても複製は不可能
で、不正解錠される心配
はありません。

1845
京

通り

おすすめ装備

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れたまま、
ドアのボタンを押す

ドアを開けて室外に出る2つのカギが自動で解錠

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアのボタンを押すと、
2つのカギが自動で解錠

ドアを開けて室内に入る
※オートロックにもできます。

※オートロックにもできます。

ボタンを押すと閉まる

ボタンを押すと閉まる

帰 

宅 

時

外 

出 

時

よくあるご質問FAQ

セット内容

※詳しくはP.301をご覧ください。

キー付リモコンは、リモコ
ンキー(キー付用)に非常用
手動キーを取り付けたもの
となります。（各３個）
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スイッチ一つで簡単に“オートロック
モード”に設定可能。急いで出かける
際も、うっかり閉め忘れを防止でき
ます。ただし、家から外に出る時に
手動でカギを開けた場合はオート
ロックになりません。ゴミ出しなどの
際にリモコンキーを持たずに外へ出
ても、閉め出される心配はありません。

※切替は室内側リーダーにて行います。

カギのかけ忘れ！

スイッチで
 簡単切替！

室内

シリンダー
交換不要

スイッチで
簡単

 再登録！

リモコンキーの電池が切れる前に、
「LED点滅」でお知らせ。
万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部に
密着させることで解錠できます。
（密着認証モード）

お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録すれば、
紛失したリモコンキーが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。

万が一、リモコンキーを
忘れてしまっても、暗証番号で
解錠することができます。

※オプションのシークレットスイッチの設置が必要です。

リモコン
電池切れ！

リモコン紛失！ リモコンキー
忘れ！

※再登録は室内側リーダーにて行います。

［ AC100V式 ］

リモコンキーをバッグに入れておけば、ドアに近づくだけ
で解錠する、ノータッチスタイル。タッチモードへの切替も
可能です。

詳しくは動画
をチェック！

+¥105,000～
リモコンタイプ

+¥130,000～
キー付リモコンタイプ

システムキー

タッチモード

ドアのボタンを押すだけで解錠 ドアに近づくだけで解錠

ノータッチモード

スイ
ッチで

簡単切替！

こんなときにもしっかり対応！

リモコンキー2個 キー付リモコン 3個
非常用手動キー3本

※イラストはイメージです。
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●キー付リモコン/リモコンキーは合計10個まで登録可能です。 ●キー付リモコン/リモコンキー
は併用できます。 ●キー付リモコンの非常用キーはリクシルパーツショップのみでの取扱いと 
なります。 ●システムキーでカードキーはご利用いただけません。

リモコンキーの
作動範囲はどれくらいなの?Q2

リモコンキーのボタン操作による作動
範囲は「室外が約3m」、「室内が約10m」
となります。ただし、電
波環境や障害物の有無
で範囲が大きく変わる
ため、上記数値は保証
値ではありません。

電気錠って、
開けたのか閉めたのかが
よくわからないんじゃないの?

Q1

施錠時（赤→緑） 解錠時（緑→赤）

「LEDの色」と「音」でお知らせするので、
施解錠状態を簡単に確認できます。

よくあるご質問FAQ

ノータッチモードの場合（タッチモードの操作性はタッチキー（P.225）と同じです。）

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアを開けて室外に出るドアに近づくと、
2つのカギが自動で解錠

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアに近づくと、
2つのカギが自動で解錠

帰 

宅 

時

ドアを開けて室内に入る

外 

出 

時

ボタンを押すと閉まる

ボタンを押すと閉まる

モニターを確認し、
テレビドアホン※を操作する

ドアが解錠する テレビドアホンで閉める玄関でドアホン※の
ボタンを押す

リビングなどから、遠隔操作で解錠！

※オプションのドアホンとテレビドアホンの設置が必要です。

※   オートロックにもできます。

標準キー
4本

オーナーキー
1本

リモコンキー
2個

キー付リモコンタイプ リモコンタイプおすすめ装備

セット内容
便利なオプションアイテムをご用意

● 追加用キー付リモコン（非常用キーなし）¥13,000/1個
● 非常用キー ¥2,000/1本　● 追加用リモコンキー ¥9,000/1個

● リモコンキー用革ケース（牛革製） ￥4,500/1個
リモコンキーと標準キーを一緒に収納できます。
※リモコンキー専用です。（キー付リモコンは収納できません。）
※オーナーキーは収納できません。

リクシル
パーツショップで
ご購入いただけます。

※詳しくはP.301をご覧ください。

※   オートロックにもできます。

※   オートロックにもできます。

標準キー
2本

キー付リモコン
3個

キー付リモコンは、リモコ
ンキー(キー付用)に非常用
手動キーを取り付けたもの
となります。（各３個）

ワイヤレス給電で、見た目もスマートに
従来は枠と本体の間の配線がむき出し
でしたが、ワイヤレス給電により見た目
がすっきり。最新技術を使った画期的な
仕組みです。
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“遠隔操作機器”
システムキーをさらに便利に！

システムキーなら、多彩な遠隔操作機器と連動が可能です。
わざわざ玄関まで行かなくても、たとえば2階のリビングや
寝室から、来訪者の確認やカギの施解錠ができます。

うっかりキーを
持たずに外出
しても安心だね

どこでも確認・施解錠

家中どこでも
持ち運びが
できるのが便利ね

わざわざ玄関まで
行かなくていいので
ラクだわ

■ シークレットスイッチ (EK3822B)

・ 暗証番号を入力して、解錠が可能です。
・施錠時は暗証番号の入力は不要です。

■ 電気錠操作押ボタン (EK3850W)

・ リビングなどの離れた場所から、 
ワンタッチで施解錠できます。

※( )の品番はパナソニック（株）の商品コードです。

暗証番号で解錠リビングで確認・施解錠
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テレビドアホンのご紹介　詳しくは各メーカーのカタログやホームページをご覧ください。

■パナソニック製  住まいるサポ

■ 住まいるサポＳ型親機 (WQH500WK)

・ 5型画面で来訪者の顔を確認しながら施解錠ができます。
・ 不在時でもお客様を録画し、要件を録音できます。

■ カラーカメラ付玄関子機 (WQD872B)

・ 玄関が暗くても赤外線照射で撮像し、来訪者を確認できます。
・ 薄型＆小型タイプ
・ 「ワイドに撮れる」機能付き

■ 住まいるサポ増設副親機 (WQH552WK)

・ 複数のお部屋にモニターを設置すれば、家のどこにいても応対可能。
室内間の通話もできます。寝室や子ども部屋にもおすすめです。

オプション

※ 副親機のモニターは3.5型になります。

※( )の品番はパナソニック(株)の商品コードです。
※「住まいるサポ」はパナソニック（株）の登録商標です。

■アイホン製  ROCOタッチ7

■ モニター付親機 (WJ-4MED-T)

・ タッチパネル式の7型大画面で来訪者の顔を大きく映しながら、施解錠ができます。
・ カメラ付玄関子機は広角カメラの採用で、左右約170°まで確認できます。
・ 留守中でも来訪者を録画します（本体：最大40件）。 
また、ＳＤカード（市販品）の使用で、最大1,000件まで保存できます。

■ カメラ付玄関子機 (WJ-DA)

・ 光の乱反射によるレンズの映り込みを防ぎ、結露によるレンズの曇りも低減します。
・ 夜間、玄関子機の呼出ボタンを押されると、自動でＬＥＤ照明が点灯。

■ モニター付ワイヤレス子機 (WJ-4WD)

・ 家中どこにいても来訪者の応対や施解錠ができます。
・ 室内間の通話もできるので、寝室や子供部屋にもおすすめです。

オプション

※モニターサイズは2.4型です。

※( )の品番はアイホン（株）の商品コードです。
※「ROCOタッチ7」はアイホン（株）の登録商標です。
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プラン 室　外 玄関ドア 玄関ホール

ベースプラン
システムキーの基本セットです。リモコンキー、タッチモー
ド/ノータッチモードで解錠の他、玄関ホールからコント
ローラーユニットで施解錠操作ができます。

スタンダードプラン
玄関まで行かなくても、リビングや２階のお部屋から施解
錠操作と状態確認ができます。

ナンバーキープラン
スタンダードプランの機能に加えて、シークレット 
スイッチから暗証番号入力で解錠できます。

モニタープラン※3

カラーモニターで来訪者を確
認してから通話や施解錠操作
ができます。また、応答の録画
もできます。

パナソニック

ベースプランから
+¥74,000

アイホン

ベースプランから
+¥72,000

マルチプラン※3

モニタープランの機能に加え
て、シークレットスイッチから
暗証番号入力で解錠できま
す。

パナソニック

ベースプランから
+¥114,600

アイホン

ベースプランから
+¥112,600

※1  オプションの「電気錠操作押ボタン」は合計8台まで増設可能です。 
パナソニック製「住まいるサポ増設副親機」は合計4台まで、「カラーカメラ付玄関子機」は合計3台まで増設可能です。 
アイホン製「モニター付ワイヤレス子機」は合計3台まで、「カメラ付玄関子機」は合計4台まで増設可能です。

※2  キー付リモコンは3個入り、リモコンキーは2個入りとなります。
※3  モニタープラン、マルチプランには、各社のオプション品をそれぞれ接続することができます。 

詳細は、パナソニック㈱もしくはアイホン㈱のカタログやホームページをご確認いただくか、下記までお問い合わせください。

※「住まいるサポ」はパナソニック㈱の登録商標です。 ※「ROCOタッチ7」はアイホン㈱の登録商標です。

コントローラー
ユニットリモコンキー ※2

or

コントローラー
ユニット

電気錠操作押ボタン
+ 

取付プレートリモコンキー ※2

or

コントローラー
ユニット

シークレットスイッチ
+  　　

取付プレート
電気錠操作押ボタン

+ 
取付プレートリモコンキー ※2

or

コントローラー
ユニット 住まいるサポS型

親機

カラーカメラ付
玄関子機

リモコンキー ※2

or

コントローラー
ユニット 住まいるサポS型

親機

コントローラー
ユニット モニター付

親機

カメラ付
玄関子機

リモコンキー ※2

or

コントローラー
ユニット

シークレットスイッチ
+  　　

取付プレート モニター付
親機

カメラ付
玄関子機

リモコンキー ※2

or

ベースプランから+¥47,210

ベースプランから+¥6,610

キー付リモコンタイプ：¥130,000
リモコンタイプ 　　：¥105,000

遠隔操作機器  プラン一 覧

カラーカメラ付
玄関子機

リモコンキー ※2

orシークレットスイッチ
+  　　

取付プレート

※遠隔操作機器の取付け工事には、AC100V電源の配線など有資格者（電気工事士）の作業が必要です。

玄関ドア・リモコンキー・コントローラーユニット（緑文字）に関しては、LIXILへお問い合わせください。

パナソニック製品（青文字）に関する
ご相談、お問い合せは

アイホン製品（赤文字）に関する
ご相談、お問い合せは アイホンお客様ご相談センター 0120–141–092 〈受付時間 9:00 ～ 17:30〉 （土、日、祝日および年末・年始、ゴールデンウィークを除く）

※携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

パナソニックお客様ご相談センター 0120–878–365 〈受付時間 9:00 ～ 20:00〉（年中無休）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
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室内（リビングなど）
機能一覧

①
リ
モ
コ
ン
で
の
施
解
錠

② 

リ
モ
コ
ン
を
携
帯
し
て 

タ
ッ
チ
ボ
タ
ン
で
施
解
錠

③
玄
関
ホ
ー
ル
か
ら
施
解
錠

④ 

タ
ッ
チ
モ
ー
ド・ノ
ー
タ
ッ
チ

モ
ー
ド
で
切
替
え
可
能

⑤ 

自
動
施
錠

O
N
／
O
F
F
切
替
え

⑥
報
知
・
警
報
モ
ー
ド
切
替
え

⑦
不
正
解
錠
防
止
機
能

⑧
し
め
忘
れ
防
止
機
能

⑨
リ
モ
コ
ン
置
忘
れ
ア
ラ
ー
ム

⑩
リ
モ
コ
ン
認
証
範
囲
切
替
え

⑪ 

リ
モ
コ
ン
が
電
池
切
れ
で
も

解
錠
、密
着
認
証
機
能

⑫ 

リ
ビ
ン
グ
や
２
階
の 

お
部
屋
か
ら
ド
ア
の 

施
解
錠
操
作
と
状
態
確
認

⑬
暗
証
番
号
で
解
錠

⑭
室
外
か
ら
ボ
タ
ン
で
施
錠

⑮
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
通
話
・
録
画

⑯
ワ
イ
ヤ
レ
ス
子
機

⑰ 

完
全
分
離
型
の 

独
立
二
世
帯
住
宅
に
対
応

オプション※1

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － － － － －

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － － － －

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － －

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － ● － －

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － － ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － －

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

モニター付ワイヤレス子機
¥26,000

カメラ付玄関子機
¥24,000

電気錠操作押ボタン ¥6,500
　　  +
取付プレート ¥110

モニター付ワイヤレス子機
¥26,000

カメラ付玄関子機
¥24,000

電気錠操作押ボタン ¥6,500
　　  +
取付プレート ¥110

カラーカメラ付玄関子機
¥25,000

住まいるサポ増設副親機
¥43,000

電気錠操作押ボタン ¥6,500
　　  +
取付プレート ¥110

カラーカメラ付玄関子機
¥25,000

住まいるサポ増設副親機
¥43,000

電気錠操作押ボタン ¥6,500
　　  +
取付プレート ¥110

電気錠操作押ボタン ¥6,500
　　  +
取付プレート ¥110

電気錠操作押ボタン ¥6,500
　　  +
取付プレート ¥110

機能一覧
①リモコンでの施解錠 リモコンキーのボタン操作でドアから離れた所でも施解錠できます。 

（操作範囲は、室外約3m、室内約10m以内）（※4）

② リモコンを携帯して 
タッチボタンで施解錠

リモコンキーを携帯してドアのタッチボタン操作で施解錠できます。 
（室内外とも約80cm）（※4）

③玄関ホールから施解錠 玄関脇についているコントローラーユニットのボタン操作で 
施解錠できます。

④ タッチモード・ 
ノータッチモードで切替可能

リモコンキーを携帯してボタンを押すだけで解錠するタッチモード、 
近づくだけで解錠するノータッチモードに切替えできます。 
（室内外とも約80cm）（※4）

⑤自動施錠ON/OFF切替 電動で解錠後、ドアを開閉した時、自動的に施錠する/しない 
（ON/OFF）を選べます。 （※5）

⑥報知・警報モード切替
報知モード：ドアを開けると音が鳴り開閉をお知らせします。
警報モード：こじ開けやカギ、サムターンを手で回して解錠すると 
警報音が鳴ります。

⑦不正解錠防止機能 1つめのカギが開けられてから20秒以内に2つめのカギを開けなければ
自動的にカギが再ロックされピッキングなどの不正解錠を防止します。

⑧しめ忘れ防止機能 電動で解錠したあと30秒間ドアを開けないと、 
しめ忘れ・誤解錠操作と判断し、自動的に施錠します。

⑨リモコン置忘れアラーム リモコンキーを玄関ドア付近に置き忘れると30秒後から定期的に 
アラームでお知らせします。

⑩リモコン認証範囲切替 リモコンキーの認証範囲（リーダーからの距離）を『広い』 
『狭い（※「広い」の約70％）』の2段階で切替えられます。

⑪ リモコンが電池切れでも 
解錠、密着認証機能

万が一、リモコンキーの電池が切れても、室外側リーダーに 
電池切れリモコンを密着させれば解錠できます。

⑫ リビングや2Fのお部屋から 
ドアの施解錠操作と状態確認

玄関から離れた場所からでも施解錠状態の確認ができ、 
錠の操作ができます。

⑬暗証番号で解錠 シークレットスイッチで4桁の暗証番号を入力すると解錠できます。

⑭室外からボタンで施錠 シークレットスイッチから施錠できます。（暗証番号の入力不要）

⑮インターホン通話・録画 カラーモニターで来訪者の確認、通話ができ、応答を録画もできます。
カラーモニターからの施解錠も可能です。

⑯ワイヤレス子機 家の中のどこにいても、来訪者の応対や解錠ができます。

⑰ 完全分離型の 
独立二世帯住宅に対応

各世帯間で相互に呼出、通話することや不在時の来訪者からの呼出を 
他世帯へ自動転送することなどができます。

※4 障害物や電波状況など周囲の環境の影響を受けるため、保証値ではありません。
※5 自動施錠機能OFFの時でも「不正解錠防止機能」と「しめ忘れ防止機能」は作動します。
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商品名 商品コード 取付け用部材（※1）

コントローラーユニット
（エントリーセット同梱）

JIS 3コ用 スイッチボックス（深型）（※2）（※3）
パナソニック㈱製 押え金具3連［品番：WN3998］（※2）

電気錠操作押ボタン Z-304-DVBB JIS 1コ用 スイッチボックス
はさみ金具
押さえ金具（１連用）取付プレート（操作押ボタン用） Z-305-DVBB

シークレットスイッチ Z-306-DVBB
JIS 2コ用 スイッチボックス（カバー付）

取付プレート（シークレットスイッチ用） Z-307-DVBB

住まいるサポＳ型親機（5型モニター） Z-301-DVBB
JIS 2コ用 スイッチボックス（※3）
パナソニック㈱製 はさみ金具（20コ入）［品番：WN3992K020］ 
パナソニック㈱製 押え金具2連［品番：WN3997］

カラーカメラ付玄関子機 Z-302-DVBB JIS 1コ用 スイッチボックス
直付け可

住まいるサポ増設副親機 Z-303-DVBB
JIS 1コ用 スイッチボックス（※3）
パナソニック㈱製 はさみ金具（20コ入）［品番：WN3992K020］
パナソニック㈱製 押え金具1連（20コ入）［品番：WN3996020］

※配線ケーブルは、『システム配線図』を参考に手配してください。尚、複数の機器間の配線ケーブルを同一シースで配線することはできません。

※1）  各機器の取付けには、左記部材の内、いずれか 
1つが必要になります。はさみ金具、押さえ金具に
品番が記載されている場合は、記載されている
品番以外のものは使用できません。

※2）  取付けの壁面より、奥行きは47mm以上必要に
なります。

※3）  スイッチボックスを使用する場合は、内線規程に
より、ボックス用絶縁セパレータをご使用ください。

●  黒色[ ]の配線コードは、同梱品です。
●   青色[ ]の配線コードは、現場手配品
です。AE 線などの平行ポリエチレン
絶縁ビニール被ふくケーブルを手配
し、下記『接続可能距離』を参考に施工
してください。

※1） コントローラーユニットはエントリーセットに同梱
されています。

※2）  玄関ドア1台に対して、コントローラーユニットが1台
必要です。住まいるサポS型親機には、コントロー
ラーユニットが2台まで接続することができ、各ドア
ホン子機と連動して使用できます。

※  コントローラーユニットには掲載品以外のJEM-A接続
に対応しているドアホンを接続して使用できます。

玄関ドア
（二世帯住宅などの場合）

コントローラーユニット②
（※2）

カラーカメラ付
玄関子機

Z-302-DVBB

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

4（JEM-A）

4（JEM-A）

2 2

2

2

2

2

■接続例

■取付け用現場手配部品一覧

電気錠操作押ボタン
Z-304-DVBB

住まいるサポＳ型親機
Z-301-DVBB

住まいるサポ増設副親機
Z-303-DVBB

電気錠操作押ボタン
Z-304-DVBB

玄関ドア

シークレットスイッチ
Z-306-DVBB

コントローラーユニット
（※1）

カラーカメラ付
玄関子機
Z-302-DVBB

パナソニック製テレビドアホン使用時

使用電源

配線区間

φ0.65㎜
または
0.5㎟

φ0.9㎜
または
0.75㎟

コントローラーユニット
～住まいるサポS型親機
（※3）

50mコントローラーユニット
～電気錠操作押ボタン

コントローラーユニット
～シークレットスイッチ

住まいるサポS型親機 
～玄関子機 50m 100m

住まいるサポS型親機 
～副親機 100m

コントローラーユニット
～玄関ドア 躯体内配線コード（10m）使用

※3）  同梱の接続配線（JEM-A接続コード）は長さが0.4m
です。延長する場合は、現場手配の配線ケーブルを
継ぎ足してください。

玄関 玄関ホール 室内（リビング） 室内（各部屋）
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入力

N1 N2

送り

N1 N2

入力

N1 N2

送り

IN

GC1 GC2

OUT

GC1 GC2

MH1

Q+ Q- CB+ CB- GC1 GC2

MH2 MH1 MH2 MH1 MH2

MH1 MH2

IN

MH1 MH2

OUT

MH1 MH2

IN

MH1 MH2

OUT

N1 N2

E1

E2

N1

N2

E1

E2

N1

N2

■システム配線図
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商品名 商品コード 取付け用部材（※1）

コントローラーユニット
（エントリーセット同梱）

JIS 3コ用 スイッチボックス（深型）（※2）（※3）
パナソニック㈱製 押え金具3連［品番：WN3998］（※2）

電気錠操作押ボタン Z-304-DVBB JIS 1コ用 スイッチボックス
はさみ金具
押さえ金具（１連用）取付プレート（操作押ボタン用） Z-305-DVBB

シークレットスイッチ Z-306-DVBB
JIS 2コ用 スイッチボックス（カバー付）

取付プレート（シークレットスイッチ用） Z-307-DVBB

モニター付親機 Z-201-DVBB JIS 2コ用または3コ用スイッチボックス

カメラ付玄関子機 Z-202-DVBB JIS 1コ用 スイッチボックス

※配線ケーブルは、『システム配線図』を参考に手配してください。尚、複数の機器間の配線ケーブルを同一シースで配線することはできません。

※1）  各機器の取付けには、左記部材の内、いずれか1
つが必要になります。はさみ金具、押さえ金具に
品番が記載されている場合は、記載されている
品番以外のものは使用できません。

※2）  取付けの壁面より、奥行きは47mm以上必要に
なります。

※3）  スイッチボックスを使用する場合は、内線規程に
より、ボックス用絶縁セパレータをご使用くださ
い。

●  黒色[ ]の配線コードは、同梱品です。
●   青色[ ]の配線コードは、現場手配品
です。AE 線などの平行ポリエチレン
絶縁ビニール被ふくケーブルを手配
し、下記『接続可能距離』を参考に施工
してください。

※1） コントローラーユニットはエントリーセットに同梱
されています。

※2） 玄関ドア1台に対して、コントローラーユニットが1台
必要です。各世帯に、カメラ付玄関子機最大4台、
モニター付親機最大1台、モニター付ワイヤレス子機
最大3台まで接続することができます。

※ モニター付親機やモニター付ワイヤレス子機から他世
帯の玄関ドアは操作できません。

※ コントローラーユニットには掲載品以外のJEM-A接続
に対応しているドアホンを接続して使用できます。

使用電源
配線区間 φ0.65㎜ φ0.9㎜

コントローラーユニット
～モニター付親機（※3）

50mコントローラーユニット
～電気錠操作押ボタン

コントローラーユニット
～シークレットスイッチ

モニター付親機
～カメラ付玄関子機 50m 100m

モニター付親機
～モニター付ワイヤレス子機 見通し約100m

コントローラーユニット
～玄関ドア 躯体内配線コード（10m）使用

※3） 同梱の接続配線（JEM-A接続コード）は長さが0.4m
です。延長する場合は、現場手配の配線ケーブルを
継ぎ足してください。

■電波について
ROCOタッチ7は、1,895.616～1,902.528MHzの全
帯域を使用する無線設備であり、時分割多元接続方式
広帯域デジタルコードレス電話を示す下記のマークが
表示されています。（一般社団法人 電波産業会標準規格
「ARIB STD－T101」準拠）
1.9̶D
ROCOタッチ7は、Digita l Enhanced Cordless 
Telecommunicationsに準拠した日本国内向けの通信
方式です。
ROCOタッチ７の制約事項についてはアイホン㈱のカタ
ログまたはホームページをご確認ください。

AC100V

AC100V

AC100V

4（JEM-A）

4（JEM-A）

2

2

2

2

2

2

2

2

2

■接続例

■取付け用現場手配部品一覧

電気錠操作押ボタン
Z-304-DVBB

電気錠操作押ボタン
Z-304-DVBB

モニター付親機
Z-201-DVBB

モニター付親機
Z-201-DVBB

モニター付ワイヤレス子機
Z-203-DVBB

モニター付ワイヤレス子機
Z-203-DVBB

電気錠操作押ボタン
Z-304-DVBB

電気錠操作押ボタン
Z-304-DVBB

玄関ドア

玄関ドア

シークレットスイッチ
Z-306-DVBB

シークレットスイッチ
Z-306-DVBB

コントローラーユニット
（※1）

コントローラーユニット
（※2）

カメラ付
玄関子機
Z-202-DVBB

カメラ付
玄関子機
Z-202-DVBB

二世帯住宅の場合（玄関独立タイプ）

アイホン製テレビドアホン使用時

AC
コンセント

AC
コンセント

玄関

玄関

玄関ホール

玄関ホール

室内（リビング）

室内（リビング）

室内（各部屋）

室内（各部屋）
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C1
C2
M1
M2

JEM-A

b1
b2
E
TS＋
TS－

オプション

入力

N1 N2

送り

N1 N2

入力

N1 N2

送り

N1 N2

E1

E2

N1

N2

E1

E2

N1

N2

接続の方法は、単世帯の場合と同様です。（略）

モニター付親機

モニター付親機②

モニター付
ワイヤレス子機
（最大3台接続可能）

充電台付 AC
コンセント

1A1玄関
子機① 1A2

2A1

2A2

3A1

3A2

4A1

4A2

A1

A2

玄関
子機②

玄関
子機③

玄関
子機④

KS

KE
汎用入力

MM1

MM2
他世帯
親機

S

S
外設
スピーカー

カメラ付玄関子機
（最大４台まで接続可）

C1
C2
M1
M2

JEM-A

MM1

MM2
他世帯
親機

S

S
外設
スピーカー

■システム配線図

235商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代（ガラス組込商品を除く）、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

L-Fit

ハンドル

S型ハンドル

ハンドル一覧

カザスプラス

エントリー
システム

タッチキー

システムキー

快適・省エネ性

商品特長

防犯性

気配り

施工性

鋳物オーナメント
リースフック

オプション

玄関ドア上
LED照明

GIESTA２

仕様表

主要装備一覧

納まり図

性能別一覧

寸法特注範囲

防火戸仕様

カラーラインアップ

商品一覧

デザイン一覧

価格別一覧

親子デザイン一覧

子扉デザイン一覧

配色設定

その他オプション

システムキー
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