
アイエムガレージドア　IGシリーズ　価格表 ※価格は税抜き価格となります。 2022年5月　現在

■木製フラットガレージドア（米栂） 　オーバースライドタイプ　　　※受注後の製作となりますので、納期をご確認ください。

ドア幅
W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

W6000

W6500

■木製フラットガレージドア（米松） 　オーバースライドタイプ　　

ドア幅
W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

W6000

W6500

■木製フラットガレージドア（米杉） 　オーバースライドタイプ

ドア幅
W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

W6000

W6500

■木製フラットガレージドア（米ヒバ） 　オーバースライドタイプ

ドア幅
W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

W6000

W6500

■オプション各種

★パスドア（くぐり戸）は都度お問い合わせ下さいませ。

※表記載価格はW・Hに対しての標準パネル寸法（W50かぶり、H30かぶり）にもよるもので、
 　標準を超えるパネル寸法の場合は、その大きさによって別途見積りになります。

¥4,198,000 ¥4,620,000 ¥5,267,000 ¥5,848,000

追加リモコン 1個 ¥22,000

ローヘッド型金具 1セット ¥44,000

ボトムステンレス（L型） /m ¥15,400

¥5,531,000 ¥6,270,000 ¥6,996,000

¥2,337,000 ¥2,561,000 ¥2,918,000 ¥3,393,000

¥2,970,000

¥3,300,000

¥3,287,000

W5001 ～ W6500 ¥132,000

品名 仕様 金額

明り窓
1セッション

W2500 ～ W3000 ¥66,000

W3001 ～ W4000 ¥88,000

W4001 ～ W5000 ¥110,000

¥3,802,000 ¥4,211,000 ¥4,779,000 ¥5,307,000

¥4,990,000

¥3,776,000 ¥4,290,000 ¥4,607,000

¥2,416,000 ¥2,812,000 ¥3,010,000 ¥3,366,000

¥2,720,000 ¥3,010,000 ¥3,419,000 ¥3,802,000

¥3,089,000 ¥3,419,000 ¥3,868,000 ¥4,304,000

¥3,419,000

¥2,020,000 ¥2,231,000 ¥2,495,000 ¥2,772,000

¥2,178,000 ¥2,390,000 ¥2,693,000 ¥2,997,000

¥4,332,000 ¥4,799,000 ¥5,445,000 ¥6,078,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm 高さ：3000mm

¥2,682,000 ¥2,970,000 ¥3,369,000 ¥3,740,000

¥3,630,000 ¥4,015,000 ¥4,565,000 ¥5,088,000

¥3,713,000 ¥4,002,000

¥3,644,000 ¥4,153,000 ¥4,620,000

¥2,104,000 ¥2,448,000 ¥2,613,000 ¥2,915,000

¥2,365,000 ¥2,613,000 ¥2,970,000 ¥3,300,000

¥1,760,000 ¥1,939,000 ¥2,173,000 ¥2,407,000

¥1,884,000 ¥2,077,000 ¥2,338,000 ¥2,599,000

¥4,158,000 ¥4,607,000 ¥5,228,000 ¥5,835,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm 高さ：3000mm

¥3,168,000 ¥3,498,000 ¥3,987,000 ¥4,436,000

¥3,485,000 ¥3,855,000 ¥4,383,000 ¥4,884,000

¥2,574,000 ¥2,852,000 ¥3,234,000 ¥3,591,000

¥2,852,000 ¥3,155,000 ¥3,564,000 ¥3,842,000

¥2,020,000 ¥2,350,000 ¥2,508,000 ¥2,799,000

¥2,271,000 ¥2,508,000 ¥2,852,000 ¥3,168,000

¥1,690,000 ¥1,862,000 ¥2,086,000 ¥2,310,000

¥1,809,000 ¥1,994,000 ¥2,244,000 ¥2,495,000

¥2,759,000 ¥3,010,000 ¥3,393,000 ¥3,908,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm 高さ：3000mm

¥1,769,000 ¥1,928,000 ¥2,205,000 ¥2,495,000

¥2,046,000 ¥2,244,000 ¥2,561,000 ¥2,944,000

¥1,439,000 ¥1,571,000 ¥1,822,000 ¥2,020,000

¥1,598,000 ¥1,769,000 ¥2,020,000 ¥2,244,000

¥1,122,000 ¥1,215,000 ¥1,386,000 ¥1,545,000

¥1,254,000 ¥1,386,000 ¥1,571,000 ¥1,730,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm 高さ：3000mm
¥1,030,000 ¥1,096,000 ¥1,215,000 ¥1,320,000



アイエムガレージドア　IGシリーズ　オーバースライドタイプ　価格表 2022年5月　現在

■木製ガレージドア防火設備タイプ 　（遮炎性能認定）　　　※受注後の製作となりますので、納期をご確認ください。

・耐火、準耐火建築物に取り付けられます。三階建てにも設置できます。
・断熱素材として「フェノールフォーム」を使用しており、断熱・防音に優れています。
・樹種は「米ヒバ」「米松」「米杉」「米栂」の4種類からお選びいただけます。
・設計範囲は開口寸法で「W1,500mm～2,620mm」、「H1,200mm～2,655mm」
・基本幅のW2,620mmのみ価格表がございます。それ以外のサイズはお問い合わせ下さいませ。

■木製ガレージドア防火設備タイプ 　（準遮炎性能認定）　　　※受注後の製作となりますので、納期をご確認ください。

・防火地域：50㎡以下の1階建て建築物に取り付けできます。
・準防火地域：500㎡以下の2階建て建築物に取りつけできます。
※いずれも道路、隣地境界線を気にせず取付できます。
・樹種は米松のみです。幅広の目の通った材を使用しますので、高級感と重厚感に溢れた家全体の価値を高めます。
・設計範囲で開口寸法で「W1,800mm～5,600」、「H1,800mm～3,000mm」

ドア幅
W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

■オプション各種

★防火設備には明かり窓やパスドア（くぐり戸）の取付は出来ません。

※防火設備の幅と高さに対する標準かぶりは、W70　H60です。

金額

追加リモコン 1個 ¥22,000

樹種（幅：2620mmのみ)
米栂
米松
米杉

米ヒバ

ローヘッド型金具 1セット ¥44,000

ボトムステンレス（L型） /m ¥15,400

品名 仕様

¥2,957,000 ¥3,261,000 ¥3,696,000 ¥4,119,000

¥3,353,000 ¥3,696,000 ¥4,198,000 ¥4,660,000

¥3,696,000 ¥4,092,000 ¥4,634,000

¥4,119,000 ¥4,554,000

¥2,627,000 ¥3,063,000 ¥3,261,000 ¥3,644,000

高さ：2100mm
¥2,192,000 ¥2,416,000 ¥2,706,000 ¥2,997,000

高さ：2400mm 高さ：2700mm 高さ：3000mm

¥2,350,000 ¥2,588,000 ¥2,918,000 ¥3,248,000

¥2,495,000 ¥2,772,000 ¥3,063,000

¥2,192,000 ¥2,416,000 ¥2,706,000
¥2,283,000 ¥2,517,000 ¥2,819,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2655mm
¥1,703,000 ¥1,875,000 ¥2,033,000



アイエムガレージドア　IGシリーズ　価格表 ※価格は税抜き価格となります。 2022年5月　現在

■木製レイズドガレージドア（米栂） 　オーバースライドタイプ　　　※受注後の製作となりますので、納期をご確認ください。

ドア幅

W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

W6000

■木製レイズドガレージドア（米松） 　オーバースライドタイプ

ドア幅

W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

W6000

W6500

■木製レイズドガレージドア（米杉） 　オーバースライドタイプ

ドア幅

W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

■木製レイズドガレージドア（米ヒバ） 　オーバースライドタイプ

ドア幅

W2500

W3000

W3500

W4000

W4500

W5000

W5500

W6000

■オプション各種

※表記載価格はW・Hに対しての標準パネル寸法（W50かぶり、H30かぶり）にもよるもので、
 　標準を超えるパネル寸法の場合は、その大きさによって別途見積りになります。

明り窓
1セッション

品名 仕様

W2500 ～ W3000

ローヘッド型金具

ボトムステンレス（L型）

追加リモコン

W3001 ～ W4000

¥15,400

¥22,000

/m

1個

¥132,000

¥44,000

W5001 ～ W6500

1セット

¥88,000

¥110,000W4001 ～ W5000

金額

¥66,000

¥4,409,000

¥3,525,000 ¥3,868,000 ¥4,356,000 ¥4,858,000

¥3,248,000

¥2,878,000 ¥3,182,000 ¥3,564,000

¥3,182,000 ¥3,538,000 ¥3,974,000

¥3,591,000

¥3,974,000

¥2,503,000 ¥2,764,000 ¥3,108,000 ¥3,452,000

¥2,764,000 ¥3,067,000 ¥3,452,000 ¥3,837,000

¥2,008,000 ¥2,214,000 ¥2,489,000 ¥2,750,000

¥2,269,000 ¥2,503,000 ¥2,819,000 ¥3,122,000

¥1,609,000 ¥1,760,000 ¥1,967,000 ¥2,214,000

¥1,788,000 ¥1,967,000 ¥2,200,000 ¥2,434,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm 高さ：3000mm

¥1,499,000 ¥1,637,000 ¥1,843,000 ¥2,049,000

¥2,337,000

¥2,931,000 ¥3,234,000 ¥3,630,000 ¥4,053,000

¥3,472,000 ¥3,842,000 ¥4,330,000 ¥4,832,000

¥2,403,000 ¥2,654,000 ¥2,984,000 ¥3,314,000

¥2,654,000 ¥2,944,000 ¥3,314,000 ¥3,683,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm 高さ：3000mm

¥1,439,000 ¥1,571,000 ¥1,769,000 ¥1,967,000

¥2,376,000

¥1,928,000 ¥2,126,000 ¥2,390,000 ¥2,640,000

¥2,178,000 ¥2,403,000 ¥2,706,000 ¥2,997,000

¥1,545,000 ¥1,690,000 ¥1,888,000 ¥2,126,000

¥1,716,000 ¥1,888,000 ¥2,112,000

¥3,168,000

¥2,535,000

¥2,310,000 ¥2,561,000 ¥2,865,000

¥2,614,000 ¥2,878,000

高さ：3000mm高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm

¥2,561,000

¥1,730,000 ¥1,888,000 ¥2,112,000

¥1,848,000 ¥2,020,000 ¥2,271,000

¥2,046,000 ¥2,271,000 ¥2,799,000

¥2,852,000¥2,046,000 ¥2,271,000 ¥2,627,000

¥2,046,000

¥2,495,000

¥1,545,000 ¥1,637,000 ¥1,928,000

¥1,796,000 ¥1,954,000 ¥2,310,000

¥1,822,000

¥1,254,000 ¥1,347,000 ¥1,545,000

¥1,386,000 ¥1,479,000 ¥1,703,000

¥1,347,000

¥1,479,000

¥1,017,000 ¥1,096,000 ¥1,241,000

¥1,096,000 ¥1,188,000 ¥1,347,000

高さ：3000mm

¥1,215,000

高さ：2100mm 高さ：2400mm 高さ：2700mm

¥938,000 ¥1,004,000 ¥1,122,000

¥1,664,000



アイエムガレージドア　IGシリーズ　施工例 ※価格は税抜き価格となります。 2022年5月　現在

■木製フラットガレージドア

▼パスドア　※オプションで取りつけ可能です。お問い合わせ下さいませ

■木製レイズドガレージドア

★上記以外の施工例もございます。

https://www.imdoor.com/garage/photogallery.html

https://www.imdoor.com/garage/photogallery.html

