
■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Jun-08

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　P20～P24

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

*受注生産品

ハイセキュリティー玄関ドア　

■金額の出し方

ドアセット価格+ハンドル+運賃（航空便/船便）+国内運賃（お見積）

ドアセット価格に含まれるもの：
躯体設置用スチール隠し枠、３方ドア化粧枠、５点ボルトゴールドシリーズセキュリティーロック、
ユーロプロファイルシリンダー、キー（３本）、ドアガード、広角ドアスコープ、標準アルミハンドル（ブロンズ）

※その他のサイズ、その他塗装色、素材をご希望の場合はお問合せ下さい

■輸入諸経費

シングル 親子ドア 通常納期（現地ホリデー期間、年末年始除く）

航空便 ¥200,000 ¥240,000 約60-80日(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

船便 ¥130,000 ¥150,000 約90-125日（ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

■ドアセット価格

品番 室外パネル 仕上げ色 シングルドア 親子ドア 備考

※室内パネルはフラッシュとなります

TO-M-6BU オーク ブロンド ¥520,000 ¥870,000 無垢20mmパネル

TO-M-6BL パイン　 ステイン ¥490,000 ¥830,000 無垢20mmパネル

TO-M-21B カヌーウッド ステイン ¥540,000 ¥930,000 無垢20mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-M-PER ダグラス ナチュラル ¥580,000 ¥980,000 無垢20mmパネル

TO-M-9BD/B ダグラス ステイン ¥610,000 無垢20mmパネル

TO-M-6BD/B カヌーウッド ステイン ¥490,000 ¥840,000 無垢20mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-M-8BD マホガニー ミディアム ¥530,000 ¥910,000 無垢20mmパネル

TO-M-9BU/B パイン　 ステイン ¥530,000 ¥900,000 無垢20mmパネル

TO-M-15B/B カヌーウッド ステイン ¥560,000 ¥960,000 無垢20mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-M-21B/B ダグラス ナチュラル ¥680,000 ¥1,150,000 無垢20mmパネル

TO-M-CF オーク ブロンド ¥570,000 ¥970,000 無垢20mmパネル

TO-M-CB カヌーウッド ステイン ¥700,000 ¥1,080,000 無垢20mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-M-CE オーク ステイン ¥780,000 ¥1,190,000 無垢20mmパネル

TO-M-CD カヌーウッド ステイン ¥700,000 ¥1,080,000 無垢20mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-T-5BS カヌーウッド ステイン ¥470,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-T-5BO ラッカー塗装 ブルーRAL5010 ¥500,000 ¥840,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-T-3BU ラッカー塗装 ホワイト ¥460,000 ¥750,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-T-6BU ダグラス ステイン ¥500,000 ¥820,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-T-8BU オーク ブロンド ¥510,000 ¥860,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-R-RI チェリー ¥550,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-R-CH イロコ ハニー ¥510,000 ¥880,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-R-CG オーク ハニー ¥510,000 ¥860,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-P-FU イロコ ハニー ¥470,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-P-FV ラッカー塗装 グレーRAL7040 ¥490,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-P-21B オーク ハニー ¥480,000 ¥810,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-P-9BU カヌーウッド ステイン ¥450,000 ¥770,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-P-15B ダグラス ステイン ¥490,000 ¥820,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-M-LF オーク ブロンド ¥590,000 ¥1,000,000 無垢20mmパネル

TO-M-LA オーク/ラッカー塗装　ブラック ¥660,000 ¥1,130,000 無垢20mmパネル

TO-M-LC ラッカー塗装 レッド・ホワイト ¥620,000 ¥1,040,000 無垢20mmパネル

TO-M-LG ダグラス/ナチュラル・ラッカー塗装 ¥660,000 ¥1,130,000 無垢20mmパネル

TO-M-LD マホガニー ステイン ¥640,000 ¥1,090,000 無垢20mmパネル

TO-D-LD オーク ステイン ¥440,000 ¥740,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　7mmパネル

アイエム株式会社東京支店
2009年1月出荷分より本プライスリスト価格が5％値上がりいたします。
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TO-T-PER パイン　　 ステイン ¥440,000 ¥740,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　7mmパネル

TO-D-LC カヌーウッド ステイン ¥430,000 ¥730,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　7mmパネル/室内パネルはタンガニカ

TO-D-LO チェリー ¥450,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　7mmパネル

TO-A-UL オーク ステイン ¥500,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　14mmパネル

TO-A-UM ダグラス ステイン ¥540,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　14mmパネル

TO-A-UD ダグラス ナチュラル ¥540,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　14mmパネル

TO-A-UE パイン ステイン ¥520,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　14mmパネル

TO-N-F04 チェリー ¥570,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　15mmパネル　

TO-N-F06 チェリー ¥510,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　15mmパネル　

TO-N-F01 チェリー ¥510,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　15mmパネル　

TO-N-F07 チェリー ¥510,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　15mmパネル　

TO-F-F02 チェリー ¥510,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　15mmパネル　

TO-N-F05 チェリー ¥570,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　15mmパネル　

TO-N-F03 チェリー 廃盤

TO-D-LA ラッカー塗装 グレーRAL7040 ¥470,000 ¥790,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ　7mmパネル

TO-3BD ラッカー塗装 グリーン ¥430,000 ¥760,000 ラウンドエッジ付パントグラフパネル

TO-R-CA ラッカー塗装 レッドRAL3003 ¥540,000 ¥920,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

TO-R-7BL ラッカー塗装 グリーン ¥450,000 ¥760,000 ﾊﾟﾝﾄｸﾞﾗﾌ18mmパネル

LILLY チェスナット ハニー ¥790,000 無垢パネル/室内パネルはイタリアンウォルナット

DANIELA チェスナット ハニー ¥880,000 無垢パネル/室内パネルはイタリアンウォルナット

ALICE チェスナット ハニー ¥790,000 無垢パネル/室内パネルはイタリアンウォルナット

MAYA イロコ ハニー ¥860,000 無垢パネル/室内パネルはタンガニカ

■オプション / 加算料金

価格

ハンドル ポリッシュブラス ¥15,000

ブラックペイント ¥15,000

ポリッシュクローム ¥21,000

マットクローム ¥21,000

ホワイトペイント 廃盤

ヒンジカバー ホワイト ¥5,000

シャイニーブラス ¥5,000

シャイニークローム ¥5,000

内開き仕様 ¥-46,000

¥-60,000

アイエム株式会社東京支店
2009年1月出荷分より本プライスリスト価格が5％値上がりいたします。




