
■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living
価格変更、掲載ミス等ございますので、ご注文前に必ずお見積もりをお取りください。 Sep-07

玄関ドア/IWシリーズ ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

IWシリーズのドアは物件毎にお見積させて頂いております。 カタログ　P54～P59

下記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。 *海外受注生産品　納期　約3.5～4.5ヶ月

*ハンドルセットは別途となります。

ｾｯﾄ品番 ラフ開口 素材 仕上げ カラー セット金額 金額に含まれるもの

●IW エステートシリーズ

IW-1322+IW-1101SL W1905ｘH2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ﾁｬﾎﾟ ¥2,530,000

ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(両側)、枠、ラウンド・ラージ飾り鋲（45φ/
両面）、ストラップ（室外側）、スピーク･イージー(ク
リア・べベルIGガラス入り）/ラスティック格子、ｻｲ
ﾄﾞﾗｲﾄｶﾞﾗｽ（ラスティック格子付）

IW-1204 W975×H2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ ｳｨｰﾄ ¥620,000 枠

IW-1204SEG W975×H2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｼｭ ﾍﾟﾌﾞﾙｸﾞﾚｲ ¥950,000 枠、ストラップ（室外側）

IW-1242 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ヘーン チャポ ¥710,000 枠

IW-1223 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ﾁｬﾎﾟ ¥610,000 枠

IW-1208 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ チェリー ¥560,000 枠

IW-1208 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ チェリー ¥600,000 枠、ダイヤモンド・ラージ飾り鋲（45φ/室外側）

IW-1202RAD W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾊﾝﾄﾞ･ﾍｰﾝｱﾝﾃｨｰｸ･ｳｨｰﾄ ¥850,000 枠

IW-1209 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ チャポ ¥710,000 枠、スピーク・イージー（ラスティック格子）

IW-1202+IW-1101SL W1757×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾊﾝﾄﾞ･ﾍｰﾝｱﾝﾃｨｰｸ･ｴﾎﾞﾆｰ¥1,580,000 枠、サイドライト(両袖）

IW-1260+IW-1260SL W1757×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ﾁｬﾎﾟ ¥1,950,000
固定ﾌﾛｰﾚﾝｽｸﾞﾘﾙ付ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(両側)、枠、可動ﾌﾛｰ
ﾚﾝｽｸﾞﾘﾙ（ドア）

IW-1265+IW-1265SL W1905ｘH2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｼｭ エボニー ¥2,740,000
固定ﾌﾛｰﾚﾝｽｸﾞﾘﾙ付ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(両側)、枠、可動ﾌﾛｰ
ﾚﾝｽｸﾞﾘﾙ（ドア）

IW-1321+IW-1101SL W1757×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ マーロット ¥1,730,000
ボードｰグリル付ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(両側)、枠、ダイヤモン
ド・スモール飾り鋲（25mm/片面）

IW-1303 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ｳｨｰﾄ ¥620,000 枠

IW-1301+IW-1101SL W1757×H2081ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ｳｨｰﾄ ¥1,600,000
枠、ラウンド・スモール飾り鋲（25mm/室外側）、ラ
スティック格子付きスピーク・イージー、ラスティッ
ク格子付きサイドライト（両袖）

IW-1221+IW-1101SL W1757×H2081ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｼｭ ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ ¥1,610,000
シビルグリル付ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ(両側)、枠、シビルグリル
付スピーク・イージー

IW-1322+IW-1101SL W1757×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｼｭ チャポ ¥1,550,000 枠、サイドライト（両袖）

IW-1303+IW-1101SL W1757×H2081ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ｳｨｰﾄ ¥1,630,000
枠、ダイヤモンド・スモール45mm飾り鋲(室外
側）、ストラップ（室外側）、ラスティック格子付きサ
イドライト(両袖）

IW-1325 W975×H2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｼｭ チェリー ¥950,000 枠

IW-1301-1 W975×H2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ チェリー ¥1,000,000
枠、ダイヤモンド・スモール飾り鋲（25mm/室外
側）

IW-1301-2 W975×H2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ チェリー ¥920,000 枠

IW-1302RAD W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｼｭ ｳｨｰﾄ ¥860,000 枠

IW-1381+IW-1381SL W1757×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ﾁｪﾘｰ ¥1,730,000 枠、ドアシェルフ、サイドライト（両袖）

IW-1212 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ チャポ ¥580,000 枠

IW-1234 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ｳｨｰﾄ ¥650,000 枠

IW-1350 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽﾄﾚｽ ｱﾝﾃｨｰｸ･ﾁｬﾎﾟ ¥790,000
枠、ダイヤモンド・ラージ飾り鋲（45mm/室外側）、
ラスティック格子付きスピークイージー

IW-1290 W975×H2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ ¥690,000 枠

IW-1390+IW-1101SL W1366×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾊﾝﾄﾞ･ﾍｰﾝｱﾝﾃｨｰｸ･ﾁｬﾎﾟ ¥1,310,000 枠、サイドライト（片側）

IW-1313 W975×H2081 ﾉｯﾃｨ･ｱﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾗｯｼｭ ｳｨｰﾄ ¥900,000
枠、ラウンド・スモール飾り鋲（25mm/室外側）、ス
トラップ（室外側）、シビル格子付きスピーク・イー
ジー

IW-1313+WI-1101SL W1757×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ ¥1,550,000 枠、タスカニー格子付サイドライト（両袖）

IW-1313+IW-1101SL-2 W1757×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄｳｫｯｼｭ ¥1,570,000 枠、NVガラスサイドライト（両袖）

IW-1204DD W1905×H2081ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ ｽﾑｰｽﾞ マーロット ¥1,160,000 枠

IM59-Tokyo
価格は変更しました。参考価格はホームページの玄関ドアIWシリーズのページでご覧下さい。
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IW-252 W1905×H2081マホガニー - チェリー ¥3,220,000 ダブルドアでの価格（ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ、ﾗﾝﾏ含まず）

IW-115 W1366×H2081チェリー - チェリー ¥1,880,000 ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ（片側）、ＬＧガラス・彫刻入り(片側）、枠

IW-340 W975×H2081 チェリー - チェリー ¥730,000 枠

IW-428 W975×H2081 マホガニー - チャポ ¥740,000 ガラス入り、枠

IW-712 W975×H2081 マホガニー - エボニー ¥540,000 枠

IW-120 W975×H2081 ｸﾘｱｰ･ｱﾙﾀﾞｰ - ﾍﾟﾌﾞﾙｸﾞﾚｲ ¥730,000 枠

IW-116 W975×H2081 オーク - ウィート ¥720,000 彫刻入り（片面）、枠

IW-407 W1366×H2081オーク - チェストナッツ ¥1,600,000 ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ（片側）、枠

IW-106 W1366×H2081オーク - ウィート ¥1,460,000
シェルフ付彫刻入り（片面）ドア、ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ（片側）、
枠

IW-387 アルダー - チャポ ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ（両側）、トランザム、枠

●ハンドル

マノール

シャトウ

ツドール ¥190,000

リガル

ミッションダークブロンズ ¥270,000

ロッキーﾗｽﾄﾌﾞﾛﾝｽﾞ ¥270,000




