
■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living Aug-08

カタログ　P114～P115

室内ドア/ＥＨ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。

素材：ヘムロック　無塗装　　　F☆☆☆☆大臣認定品 *通常在庫品　納期約1週間～10日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

①　ドア本体価格ドア高2032mm、ドア厚35mm）

品番 1'-0" 2'-0" 2'-2" 2'-4" 2'-6" 2'-8" 3'-0"

305mm 610mm 661mm 711mm 762mm 813mm 914mm

IM-EH720 - ¥38,500 ¥39,100 ¥39,100 ¥39,100 ¥39,100 ¥40,800

IM-EH782 - ¥38,500 ¥39,100 ¥39,100 ¥39,100 ¥39,100 ¥40,800

IM-EH760 - - ¥39,100 ¥39,100 ¥39,100 ¥39,100 -

IM-EH44 - ¥33,400 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥36,200

IM-EH66 - ¥33,400 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥34,000 ¥36,200

IM-EH266 - ¥34,900 ¥35,600 ¥35,600 ¥35,600 ¥35,600 ¥37,800 シングル透明強化ガラス

IM-EH1315 - - - ¥39,600 ¥39,600 ¥39,600 ¥41,400 シングル透明強化ガラス

IM-EH1705 ¥28,200 - - - - - - シングル透明強化ガラス

IM-EH944 - - - ¥38,500 ¥38,500 ¥38,500 ¥40,200 シングル透明強化ガラス

IM-EH1703 ¥30,400 - - - - - - シングル透明強化ガラス

IM-EH1552 - - - - - ¥102,600 -

IM-EH1751 ¥94,500 - - - - - -

②～④　開きドア用枠・プレハング製作他

③

差込型枠+ 差込型枠+ プレハング ●ヒンジ（小）

ヒンジ(小) *3次元ﾋﾝｼﾞ 製作料金 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ 　　・ゴールド

片開き用 ¥21,700 ¥18,700 ¥9,000 ¥10,000 ¥14,000 ¥12,000 ¥16,500 　　・アンティークニッケル

親子/ダブルドア用 ¥38,700 ¥32,700 ¥15,000 ¥12,000 ¥16,800 ¥14,400 ¥19,800 　　・ブラック

2ｘ4枠+ 2ｘ4枠+ プレハング

ヒンジ(小) *3次元ﾋﾝｼﾞ 製作料金 ●３次元ヒンジ

片開き用 ¥16,900 ¥13,900 ¥9,000 　　・ゴールド

親子/ダブルドア用 ¥34,200 ¥28,200 ¥15,000 　　・シルバー

差込型枠+ プレハング

ヒンジ(小) *3次元ﾋﾝｼﾞ 製作料金

片開き用 ¥18,900 ¥15,900 ¥9,000

親子/ダブルドア用 ¥35,400 ¥29,400 ¥15,000

②～④　引き戸用枠・加工他

② ③

タイプ 差込型枠+ 作業料

上吊レール (*ﾄﾞｱ本体) ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ

片引き戸 ¥30,200 ¥7,800 ¥9,350 ¥15,400 ¥11,000 ¥15,400 ¥13,200 ¥18,150

引き違い戸 ¥37,800 ¥15,600 ¥10,200 ¥16,800 ¥12,000 ¥16,800 ¥14,400 ¥19,800

差込型枠+ 作業料

上吊レール (*ﾄﾞｱ本体) ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ

片引き戸 ¥30,200 ¥7,800 ¥11,100 ¥16,800 ¥12,300 ¥18,300

引き違い戸 ¥37,800 ¥15,600 ¥11,100 ¥16,800 ¥12,300 ¥18,300

差込型枠+ 作業料

上吊レール (*ﾄﾞｱ本体) ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 357ﾀｲﾌﾟ

片引き戸 ¥30,200 ¥7,800 ¥11,100 ¥16,800 ¥12,300 ¥18,300

引き違い戸 ¥37,800 ¥15,600 ¥11,100 ¥16,800 ¥12,300 ¥18,300

枠+ 作業料

レール

ﾎﾟｹｯﾄﾄﾞｱ2ｘ4用 ¥25,800

ﾎﾟｹｯﾄﾄﾞｱ壁厚130mm ¥27,600

2本引き込み戸 ¥68,100 ¥15,600

3本引き込み戸 ¥90,100 ¥23,400

⑤　ハンドル/引手

現場加工

芯納め　壁厚　113～124 芯納め　壁厚　125～153

片寄せ　壁厚　128～139 片寄せ　壁厚　140～154

ドアW

②

壁厚　113～153

ｼﾝｸﾞﾙ強化ｶﾞﾗｽ(金ﾓｰﾙ）

備考

壁厚　143～183

④　　　Ｌ型ケーシングセット

*在庫要問合せ　ｼﾝｸﾞﾙ透明強化ｶﾞﾗｽ

ヒンジ

*壁厚125-141、
154-183は、カッ
トして調節して
下さい。

芯納め　壁厚　154～183

④　Ｌ型ケーシングセット(芯収め　壁厚によって現場カットが必要な場合があります）

片寄せ　壁厚　128～139 片寄せ　壁厚　140～154
*壁厚140-142
は、カットして調
節して下さい。

*壁厚140-142
は、カットして調
節して下さい。

差込型枠

2ｘ4固定枠

130mm固定枠



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living Aug-08

カタログ　P114～P115

室内ドア/ＥＨ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。

素材：ヘムロック　無塗装　　　F☆☆☆☆大臣認定品 *通常在庫品　納期約1週間～10日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

●開きドア用ハンドル　/　クイックセット・ウルトラマックス・シグニチャーズ

サーカ 3 ハンコック 3 ハンコック 15A ｺﾓﾝｳｪﾙｽ 3 ｺﾓﾝｳｪﾙｽ 15A ﾌﾞﾙｯｸﾚｰﾝ 11P 　●仕上げ色

空錠 ¥5,500 ¥4,300 4300 ¥7,300 ¥7,500 ¥8,000 　3　　　ポリッシュブラス

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾛｯｸ付 ¥4,900 ¥4,100 4600 ¥6,800 ¥7,800 ¥8,500 　15A　アンティークニッケル

キー付 ¥8,700 ¥7,800 7800 ¥12,500 ¥12,500 - 　11P　ベネシアンブロンズ

ﾊｰﾌﾀﾞﾐｰ（片面のみ - - - ¥3,000 ¥3,400 -

●引戸用引き手

引き手

●ポケットドア用

ロック付 ロック無 ロック付 ロック無 ロック付 ロック無

丸型取手 ¥3,700 ¥3,400 ¥3,700 ¥3,400 ¥3,700 ¥3,400

角型取手 ¥3,000 ¥2,400 ¥3,000 ¥2,400 ¥3,000 ¥2,400

⑥　オプション

トイレ用ｽﾓｰﾙﾗｲﾄ 単体 ﾄﾞｱ加工込 116ｘ17.5 140ｘ17.5 116ｘ17.5

ゴールドΦ32mm ¥1,000 ¥1,800 ﾍﾑﾛｯｸﾌﾘｰ板 ¥6,700 ¥8,400 ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ ¥700

シルバーΦ32mm ¥1,000 ¥1,800 ※長さ13'-0　柾目フリー板　無塗装品 ※ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ13mmまで対応

①バイフォールド（クローゼット）ドア価格(ドア本体+レールセット+木製取手）　　素材：ベイツガ無塗装　ﾄﾞｱ厚34mm

品番 ドア高さ 2'-0" 2'-6" 3'-0" 4'-0" 5'-0" 6'-0"

606mm 758mm 910mm 1217mm 1521mm 18254mm

IM-EHH1423 2015mm ¥34,000 ¥36,900 ¥39,600 ¥67,100 ¥72,900 ¥78,000

IM-EHH1424 2015mm ¥34,000 ¥36,900 ¥39,600 ¥67,200 ¥73,100 ¥78,200

IM-EHH1460 2015mm ¥35,300 ¥38,300 ¥41,100 ¥69,800 ¥75,900 ¥81,200

IM-EHH1440 2015mm ¥35,300 ¥38,300 ¥41,100 ¥69,800 ¥75,900 ¥81,200

IM-EHH1423-17 1708mm ¥30,500 - - ¥60,200 - -

IM-EHH1423-14 1404mm ¥26,000 ¥29,100 - ¥51,200 ¥57,500

②～③　バイフォールドドア用枠・ケーシング

②

タイプ 差込型枠 タイプ 2ｘ4枠 壁厚130mm

ｼﾝﾌﾟﾙﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾌﾟ 用枠

2枚戸 ¥8,250 ¥4,250 ¥7,000 2枚戸 ¥12,900 ¥15,000

4枚戸 ¥9,900 ¥5,100 ¥8,400 4枚戸 ¥14,400 ¥17,300

①観音開き（クローゼット）用　１枚パネル価格　　素材：ベイツガ無塗装　ﾄﾞｱ厚34mm

必要に応じてフリー板、モール
ディングをお使い下さい（別

途）

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

ゴールド アンティークニッケル オイルラブドブロンズ

巾サイズ

ｻﾃﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ

¥2,600 ¥5,400 ¥2,600 ¥5,400

壁厚　75～

③　Ｌ型ケーシングセット

4枚折戸2枚折戸

③ケーシング②

ﾆｯｹﾙ表示錠付ｻﾃﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ表示錠付 ニッケル

ドアセット価格の出し方（開き戸/引戸）

　　　　①　　　　+　　　② 　     +　　　　③　　　　 +　 （　④　）　　+　　　⑤　　　　+　　　（⑥）

　　ドア本体　　　　枠＆部品　　　 　加工費　　　　 ケーシング　　　　ハンドル　　　　オプション

バイフォールド（クローゼット）ドア価格の出し方

　　　　①　　　　+　　　② 　     +　　　（　③　）

　　ドア価格　　　 　　　枠　　　 　   ケーシング



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living Aug-08

カタログ　P114～P115

室内ドア/ＥＨ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。

素材：ヘムロック　無塗装　　　F☆☆☆☆大臣認定品 *通常在庫品　納期約1週間～10日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

品番 ドア高さ 1'-0" 1'-3"

302mm 378mm

IM-EHH1423S 2015mm ¥16,500 ¥18,000

IM-EHH1440S 2015mm ¥17,200 ¥18,700

②～③　観音開きドア用枠・ケーシング ④　観音開きドアレールセット

② 巾サイズ 価格

タイプ 差込型枠 2'-6" ¥4,800

ｼﾝﾌﾟﾙﾀｲﾌﾟ ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾌﾟ 758mm

2枚戸 ¥8,250 ¥4,250 ¥7,000

壁厚　75～

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

ﾌﾞﾗｽ、ｼﾙﾊﾞｰ取手　¥1,100加算

③　Ｌ型ケーシングセット

バイフォールド（クローゼット）ドア価格の出し方

　　　　①　　　　+　　　② 　     +　　　　③　　　　+　　　④

　　ドア価格　　　 　　　枠　　　 　   ケーシング　　　　観音開きドアレールセット


















