
■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living 2008/3/1

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。 カタログ　P50～P51

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

*納期　通常在庫品　約1週間～10日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

木製玄関ドア　　F☆☆☆☆大臣認定品

■ドア本体価格（ドア高2032mm、ドア厚44mm）、無塗装　※ドア単体価格です。枠、金物、ハンドル、その他部品は別途となります。

品番 商品 素材 ドアサイズ 価格 備考

NW-9141 ドア ヘムロック 1899ｘ2750（枠外） お見積品 ※受注生産品

NW-4670 ドア ヘムロック 914x2032 ¥424,000 金モール、ペアガラス

NW-4676 サイドライト ヘムロック 305ｘ2042 ¥212,000 金モール、ペアガラス

356ｘ2042 ¥212,000 金モール、ペアガラス

NW-4652 ドア ヘムロック 914x2032 ¥188,400 黒モール、ペアガラス

NW-4658 サイドライト ヘムロック 305ｘ2042 ¥89,600 金モール、ペアガラス

356ｘ2042 ¥89,600 金モール、ペアガラス

NW-4674 ドア ヘムロック 914x2032 ¥395,200 黒モール、ペアガラス

NW-4678 サイドライト ヘムロック 305ｘ2042 ¥196,200 金モール、ペアガラス

356ｘ2042 ¥196,200 金モール、ペアガラス

NW-4570 ドア ヘムロック 914x2032 ¥347,600 擦りガラスデザイン、ペアガラス

NW-4577 サイドライト ヘムロック 305ｘ2042 ¥182,200 擦りガラスデザイン、ペアガラス

356ｘ2042 ¥182,200 擦りガラスデザイン、ペアガラス

NW-2020 ドア ヘムロック 762x2032 ¥88,200 シングル、透明ガラス

813x2032 ¥88,200 シングル、透明ガラス

914x2032 ¥88,200 シングル、透明ガラス

NW-4621 ドア ヘムロック 813x2032 ¥125,200 シングル、透明ガラスに花柄模様入り

914x2032 ¥125,200 シングル、透明ガラスに花柄模様入り

NW-4691 ドア ヘムロック 914x2032 ¥458,600 金モール、ペアガラス　ドア高2438mm

NW-4697 サイドライト ヘムロック 305ｘ2042 ¥236,200 金モール、ペアガラス　ドア高2438mm

356ｘ2042 ¥236,200 金モール、ペアガラス　ドア高2438mm

NW-4671 ドア 廃盤

NW-4677 サイドライト 廃盤

NW-4100 ドア ヘムロック 762x2032 ¥103,800 パネル価格、ガラス別途

813x2032 ¥129,800 パネル価格、ガラス別途

914x2032 ¥144,200 パネル価格、ガラス別途

ガラス　INS-BRASS シャントレー ¥44,000 金モール、ペアガラス、現場取付

NW-5714 サイドライト 廃盤

NW-2130 ドア ヘムロック 762x2032 ¥86,500 受注生産品

813x2032 ¥86,500 受注生産品

914x2032 ¥86,500 受注生産品

NW-4623 ドア ヘムロック 914x2032 ¥290,000 金モール、ペアガラス

NW-5001 ドア ヘムロック 762x2032 ¥62,800 ペア、透明ガラス

813x2032 ¥62,800 ペア、透明ガラス

914x2032 ¥62,800 ペア、透明ガラス

NW-15LG NW-5001用格子 15分割 762用 ¥20,600

813用 ¥20,600

914用 ¥20,600

NW-5144 ドア ヘムロック 762x2032 ¥79,400 ペア、透明ガラス

813x2032 ¥79,400 ペア、透明ガラス

914x2032 ¥79,400 ペア、透明ガラス

NW-9LG NW-5144用格子 9分割 762用 ¥11,800

813用 ¥11,800

914用 ¥11,800

NW-5701 サイドライト 廃盤 NW5701用格子も廃盤

NW-5702 サイドライト 廃盤 NW-5702用格子も廃盤

NW-1703 サイドライト 廃盤
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■木製ドア枠・プレハング作業料　※ハンドルは別途です。

タイプ 木製ドア枠 プレハング作業料

シングル ¥41,600 ¥19,200

ダブル ¥75,400 ¥38,400

親・子 ¥75,400 ¥38,000

親・子（固定） ¥55,600 ¥29,200

子(固定）・親・子（固定） ¥65,600 ¥43,200

■JW玄関ドアシリーズドアパーツ

品番 サイズ（mm) 価格

DPE01 ドア枠　3’-0 922 ¥3,000

DPE02 ドア枠　7’-0 2130 ¥5,800

DPE03 アストラガル　7’-0 2134(44mm) ¥10,600

DPE04 ボトムシル　3’-0 920 ¥3,400

DPE05 ボトムシル　6’-0 1829 ¥6,600

DPE06 ウェザーストリップ（茶色　7’-0） 2134 ¥800

DPE07 ドアボトムズ（ﾎﾞﾄﾑｳｪｻﾞｰｽﾄﾘｯﾌﾟ）　3’-0 914 ¥2,000

DPE08-7 ブリックモールド　7’-0 2130 ¥3,200

DPE08-3 ブリックモールド　3’-0 1036 ¥1,600

DPE21 セキュリティードアガード（金色） - ¥6,000

DPE54G 蝶番（金色US3) 102x127 ¥5,000

DPE54AB 蝶番（アンティーク色US5) 103ｘ127 ¥6,000

※ドア枠は無垢材の無塗装品です。

■ハンドル　/　クイックセット・ウルトラマックスシグニチャーズ

クイックセット･ウルトラマックスシグネチャｰズ　ページよりお選び下さい。

商品

備考

枠、ボトムシル、ウェザーストリッ
プ、ブリックモールド、ヒンジが含ま
れます。ダブルドア、親子ドアには
外部用アストラガル、フランス落しが
含まれます。


