
■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Aug-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　P97～P105

室内ドア/ＧＦ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（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

■金額の出し方

ドアセット価格+ハンドル+オプション+運賃（航空便/船便）+国内運賃（お見積）

■輸入諸経費

1セット 2-3セット 5-6セット

航空便 ¥132,000 ¥220,000 ¥330,000

船便 ¥115,500 ¥126,500 ¥138,000

●　ioシリーズ　規格サイズ　（WxH　単位：mm）　枠見込み：　70/80/90/100/110/120mm　

880ｘ1990/2090 780ｘ1990/2090 680ｘ1990/2090 580ｘ1990/2090

970ｘ2035/2135 870ｘ2035/2135 770ｘ2035/2135 670ｘ2035/2135

980ｘ2040/2140 880ｘ2040/2140 780ｘ2040/2140 680ｘ2040/2140

1110ｘ2105/2205 1010ｘ2105/2205 910ｘ2105/2205 810ｘ2105/2205

915ｘ2102/2002 815ｘ2102/2002 715ｘ2102/2002 615ｘ2102/2002

●　ioシリーズ価格　（枠、ケーシング付ドアセット）　ハンドルは別途です。ｶﾞﾗｽ入りドアは基本的に透明ｶﾞﾗｽの価格です。

カタログ品番 カタログ素材 レッドアルダー ﾎﾜｲﾄﾗｯｶｰ塗装 価格

GFIO-DIBRA 2/P(L) ライトレッドアルダー ¥214,000 ¥150,000 ・io標準ハンドル ¥22,000

GFIO-TINTIA 1TV(D)両引き戸 ダークレッドアルダー ¥691,000 ¥675,000 （ブラス/サテンブラス/クローム/サテンクローム）

GFIO-RONDIA(D) ダークレッドアルダー ¥205,000 ¥141,000 ・classicaハンドル ¥16,000

GFIO-RONDIA(N) ナチュラルレッドアルダー ¥205,000 ¥141,000 ・トイレ用ロック ¥8,000

GFIO-RONDIA 1/L(L) ライトレッドアルダー ¥205,000 ¥141,000 ・調整ヒンジ ¥3,000

GFIO-RONDIA 1/L(N) ナチュラルレッドアルダー ¥205,000 ¥141,000 ・全面ガラスドア用ガラスノブ ¥20,000

GFIO-DIBLA 2/P(L) ライトレッドアルダー ¥214,000 ¥150,000 ・全面ｶﾞﾗｽﾄ引戸用ｶﾞﾗｽﾉﾌﾞ ¥12,000

GFIO-DIBRA 2/P(N) ナチュラルレッドアルダー ¥214,000 ¥150,000 ・延長枠/cm　（壁厚＞12cm）

GFIO-GEMMA 2/IN(L)* ライトレッドアルダー ¥219,000 ¥151,000 　　レッドアルダー ¥6,000

GFIO-STEEL(D) ダークレッドアルダー ¥218,000 ¥152,000 　　ホワイト塗装 ¥5,000

GFIO-TINTIA 1TV(N) ナチュラルレッドアルダー ¥260,000 ¥252,000 ¥57,000

GFIO-MAXIMA(N) ナチュラルレッドアルダー ¥320,000 ¥282,000 ¥20,000

GFIO-LUXIA(D) ダークレッドアルダー ¥295,000 ¥252,000 ・ダブルドア ドアセット価格Ｘ2

GFIO-GLASIZ(N) ナチュラルレッドアルダー ¥271,000 ¥234,000 ・折り戸（加算）　レッドアルダー ¥141,000

GFIO-VERIA(L) ライトレッドアルダー ¥286,000 ¥225,000 ホワイト ¥135,000

GFIO-VERIA-G(N) ナチュラルレッドアルダー ¥286,000 ¥225,000 　　※デザイン限定有

GFIO-VERIA(W) ホワイト塗装 ¥286,000 ¥225,000 ・引戸 お問合せ下さい

GFIO-RONDIA(W) ホワイト塗装 ¥205,000 ¥141,000 ・特注色塗装（5枚以上） お問合せ下さい

GFIO-GEMMA(W) ホワイト塗装 ¥219,000 ¥151,000 ・各種ガラス お問合せ下さい

・特注ｻｲｽﾞ(MaxW1200/H2500お問合せ下さい

素材：無垢材（ホワイトラッカー塗装ドアの内部のみハニカム構造）

* センター飾りはガラス製。ブラス、クロームに変更可（同価格）

ガラス入りドア：全てのガラスはセーフティーガラス

通常納期（現地ホリデー期間、年末年始除く）

約7週間～13週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

約12週間～19週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

ハンドル・オプション

・特注色塗装/枚　5枚以上対応

960ｘ2105/2205

・ｱｲﾎﾞﾘｰ色塗装/枚　5枚以上対応

ドアサイズ

ドア有効開口

枠外

壁ラフ開口

ケーシング込サイズ

765ｘ2102/2002

730ｘ1990/2090

820ｘ2035/2135

830ｘ2040/2140



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Aug-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　P97～P105

室内ドア/ＧＦ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（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

■金額の出し方

ドアセット価格+ハンドル+オプション+運賃（航空便/船便）+国内運賃（お見積）

■輸入諸経費

1セット 2-3セット 5-6セット

航空便 ¥132,000 ¥220,000 ¥330,000

船便 ¥115,500 ¥126,500 ¥138,000

通常納期（現地ホリデー期間、年末年始除く）

約7週間～13週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

約12週間～19週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

●SPLENDIAシリーズ規格サイズ（WxHmm）　枠見込み：70/80/90/100/110/120mm　

880ｘ1990/2090 780ｘ1990/2090 680ｘ1990/2090 580ｘ1990/2090

970ｘ2035/2135 870ｘ2035/2135 770ｘ2035/2135 670ｘ2035/2135

980ｘ2040/2140 880ｘ2040/2140 780ｘ2040/2140 680ｘ2040/2140

1094ｘ2097/2197 994ｘ2097/2197 894ｘ2097/2197 794ｘ2097/2197

915ｘ2102/2002 815ｘ2102/2002 715ｘ2102/2002 615ｘ2102/2002

●　SPLENDIAシリーズ価格　（枠、ケーシング付ドアセット）　ハンドルは別途です。ｶﾞﾗｽ入りドアは基本的に透明ｶﾞﾗｽの価格です。

カタログ品番 ナッツ、ダークチェリー アメリカンポプラ ペアツリー ハンドル・オプション 価格

GFSP-1/PA ¥137,000 ¥152,000 ¥152,000 ・Splendia標準ハンドル ¥9,000

GFSP-1/V/S ¥170,000 ¥183,000 ¥183,000 （ブラス/サテンブラス/クローム/サテンクローム）

GFSP-2/PA/97 ¥148,000 ¥164,000 ¥164,000 ・classicaハンドル ¥16,000

GFSP-2/V/97 ¥176,000 ¥192,000 ¥192,000 ・トイレ用ロック ¥8,000

GFSP-4/PA ¥155,000 ¥172,000 ¥172,000 ・調整ヒンジ ¥3,000

GFSP-5/PA ¥154,000 ¥169,000 ¥169,000 ・延長枠/cm　（壁厚＞12cm）

GFSP-3/PA/97 ¥146,000 ¥162,000 ¥162,000 　　ナッツ、ダークチェリー ¥4,000

GFSP-3/V/97 ¥197,000 ¥210,000 ¥210,000 　　アメリカンポプラ ¥4,000

GFSP-5/V ¥194,000 ¥212,000 ¥212,000 　　ペアツリー ¥4,000

GFSP-12/V/S ¥194,000 ¥216,000 ¥216,000

GFSP-2/PA ¥142,000 ¥155,000 ¥155,000

GFSP-2/PA/C ¥146,000 ¥162,000 ¥162,000 　　ナッツ、ダークチェリー ¥106,000

GFSP-1/PA/C ¥142,000 ¥157,000 ¥157,000 　　アメリカンポプラ ¥106,000

GFSP-1/PA/9/V/C ¥194,000 ¥212,000 ¥212,000 　　ペアツリー ¥106,000

GFSP-1/V/C/S ¥175,000 ¥188,000 ¥188,000 ・ダブルドア ドアセット価格Ｘ2

GFSP-6/PA ¥164,000 ¥182,000 ¥182,000 ・各種ガラス お問合せ下さい

GFSP-3/PA ¥149,000 ¥165,000 ¥165,000 ・特注ｻｲｽﾞ(MaxW1200/H2700お問合せ下さい

GFSP-3/V ¥182,000 ¥195,000 ¥195,000 ・引戸 お問合せ下さい

GFSP-5/V　2枚引分け戸 ¥639,000 ¥675,000 ¥675,000

ガラス入りドア：全てのガラスはセーフティーガラス

944ｘ2097/2197

・折り戸（加算）※ﾃﾞｻﾞｲﾝ限定有

ケーシング込サイズ

ドア有効開口 730ｘ1990/2090

枠外 820ｘ2035/2135

壁ラフ開口 830ｘ2040/2140

ドアサイズ 765ｘ2102/2002



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Aug-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　P97～P105

室内ドア/ＧＦ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（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

■金額の出し方

ドアセット価格+ハンドル+オプション+運賃（航空便/船便）+国内運賃（お見積）

■輸入諸経費

1セット 2-3セット 5-6セット

航空便 ¥132,000 ¥220,000 ¥330,000

船便 ¥115,500 ¥126,500 ¥138,000

通常納期（現地ホリデー期間、年末年始除く）

約7週間～13週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

約12週間～19週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

●　Sublimaﾎﾜｲﾄ塗装ドアシリーズ　規格サイズ　（WxH　単位：mm）　枠見込み：　70/80/90/100/110/120mm　

880ｘ1990/2090 780ｘ1990/2090ｘ1990/2090 680ｘ1990/2090 580ｘ1990/2090

970ｘ2035/2135 870ｘ2035/2135ｘ2035/2135 770ｘ2035/2135 670ｘ2035/2135

980ｘ2040/2140 880ｘ2040/2140ｘ2040/2140 780ｘ2040/2140 680ｘ2040/2140

1094ｘ2097/2197 994ｘ2097/2197 894ｘ2097/2197 794ｘ2097/2197

915ｘ2102/2002 815ｘ2102/2002ｘ2102/2002 715ｘ2102/2002 615ｘ2102/2002

●　Sublimaシリーズ価格　（枠、ケーシング付ドアセット）　ハンドルは別途です。ｶﾞﾗｽ入りドアは基本的に透明ｶﾞﾗｽの価格です。

カタログ品番 ﾎﾜｲﾄﾗｯｶｰ塗装 ｱｲﾎﾞﾘｰﾗｯｶｰ塗装ﾎﾜｲﾄﾗｯｶｰ折り戸 ハンドル・オプション 価格

GFSUB-BARNABA 1/B ¥112,000 ¥121,000 ¥204,000 ・Splendia標準ハンドル ¥9,000

GFSUB-GUALA 2/B ¥112,000 ¥121,000 ¥204,000 ・Classica標準ハンドル ¥16,000

GFSUB-OROPA 2/B/C ¥112,000 ¥121,000 （ブラス/サテンブラス/クローム/サテンクローム）

GFSUB-TRIORA 3/B ¥112,000 ¥121,000 ・トイレ用ロック ¥8,000

GFSUB-PIONA 4/B ¥112,000 ¥121,000 ¥204,000 ・調整ヒンジ ¥4,000

GFSUB-ANGERA 6/B ¥112,000 ¥121,000 ¥204,000 ・ブラスヒンジ ¥4,000

GFSUB-QUARONA 1/B/ARCO ¥112,000 ¥121,000 ・延長枠/cm　（壁厚＞12cm） ¥7,000

GFSUB-ROVIO 2/B/ARCO ¥112,000 ¥121,000 ・全面ガラスドア用ガラスノブ ¥20,000

GFSUB-GIAMI 1/B/1V ¥145,000 ¥153,000 ¥236,000 ・全面ｶﾞﾗｽﾄ引戸用ｶﾞﾗｽﾉﾌﾞ ¥12,000

GFSUB-CROSARA 1/B/1/V/C ¥149,000 ¥157,000

GFSUB-GAIBANA 1/B/6/V/C ¥169,000 ¥177,000

GFSUB-FOPPA 10/V ¥190,000 ¥198,000 ・ダブルドア ドアセット価格Ｘ2

GFSUB-ZEVIO 1/B/1/V/ARCO ¥152,000 ¥161,000 ・各種ガラス お問合せ下さい

GFSUB-TRAMIGNA 3/B/99 ¥112,000 ¥121,000 ¥204,000 ・特注ｻｲｽﾞ(MaxW1200/H2500お問合せ下さい

GFSUB-AITA 1/V/2001 ¥205,000 ¥214,000 ・引戸 お問合せ下さい

GFSUB-AREA 1/T/V 両引戸 ¥684,000 ¥692,000

（訂正）　カタログP102　(誤)GFSUB-TRIORA 2/B/6/C →　(正）GFSUB-TRIORA 3/B

ガラス入りドア：全てのガラスはセーフティーガラス

ドアパネル表面：MDF素材

944ｘ2097/2197ケーシング込サイズ

ドア有効開口　Sublima

枠外

壁ラフ開口

ドアサイズ



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Aug-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　P97～P105

室内ドア/ＧＦ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（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

■金額の出し方

ドアセット価格+ハンドル+オプション+運賃（航空便/船便）+国内運賃（お見積）

■輸入諸経費

1セット 2-3セット 5-6セット

航空便 ¥132,000 ¥220,000 ¥330,000

船便 ¥115,500 ¥126,500 ¥138,000

通常納期（現地ホリデー期間、年末年始除く）

約7週間～13週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

約12週間～19週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

●　MIRABILIA 塗装ドアシリーズ　規格サイズ　（WxH　単位：mm）　枠見込み：　70/80/90/100/110/120mm　

926ｘ2013/2113 826ｘ2013/2113 726ｘ2013/2113 626ｘ2013/2113

970ｘ2035/2135 870ｘ2035/2135 770ｘ2035/2135 670ｘ2035/2135

980ｘ2040/2140 880ｘ2040/2140 780ｘ2040/2140 680ｘ2040/2140

1090ｘ2095/2195 990ｘ2095/2195 890ｘ2095/2195 790ｘ2095/2195

915ｘ2102/2002 815ｘ2102/2002 715ｘ2102/2002 615ｘ2102/2002

●MIRABILIA 塗装ドアシリーズ価格　（枠、ケーシング付ドアセット）　ハンドルは別途です。ｶﾞﾗｽ入りドアは基本的に透明ｶﾞﾗｽの価格です。

カタログ品番 ﾎﾜｲﾄﾗｯｶｰ塗装 ハンドル・オプション 価格

GFMIRA-CELSA 1/B ¥100,000 ¥109,000 ・Splendia標準ハンドル ¥9,000

GFMIRA-DESTA 2/B ¥100,000 ¥109,000 （ブラス/サテンブラス/クローム/サテンクローム）

GFMIRA-DENA 2/B/C ¥100,000 ¥109,000 ・トイレ用ロック ¥8,000

GFMIRA-LUTA 3/B ¥100,000 ¥109,000 ・調整ヒンジ ¥4,000

GFMIRA-BILA 1/V ¥166,000 ¥174,000 ・ブラスヒンジ ¥7,000

GFMIRA-GALA 1/B/1/V ¥134,000 ¥142,000 ¥3,000

GFMIRA-SIRA 1/B/1/V/1/C ¥138,000 ¥147,000 ¥4,000

GFMIRA-AFRA1/B/6/V ¥155,000 ¥163,000 ・折り戸  加算 ¥96,000

GFMIRA-ZETI 10/V/C ¥186,000 ¥194,000 ¥17,000

GFMIRA-ULMA 1/B/6/V ARCO ¥164,000 ¥172,000 ¥3,000

GFMIRA-UTE 10/V ARCO ¥186,000 ¥194,000 ¥4,000

GFMIRA-AURA ¥93,000 ¥101,000

GFMIRA-SINTRA 2/V/98 ¥154,000 ¥162,000 ¥43,000

GFMIRA-VARIA 5/V ¥206,000 ¥215,000 ・ダブルドア ドアセット価格Ｘ2

GFMIRA-ISA 1/T/V ¥264,000 ¥273,000 ・各種ガラス お問合せ下さい

GFMIRA-PORTA A LIBRO ¥205,000 ¥213,000 ・特注ｻｲｽﾞ(MaxW1200/H2500お問合せ下さい

・アーチ形ドア お問合せ下さい

・引戸 お問合せ下さい

ガラス入りドア：全てのガラスはセーフティーガラス

ドアパネル表面：MDF素材

標準ヒンジ色はホワイト色

・幅広ｹｰｼﾝｸﾞ（85mm）/ｍ

・バロック調ｹｰｼﾝｸﾞ（70mm）/ｍ

776ｘ2013/2113

820ｘ2035/2135

830ｘ2040/2140

765ｘ2102/2002

ケーシング込サイズ 940ｘ2095/2195

・特注色ラッカー塗装/枚（5枚以上）

壁ラフ開口

ドア有効開口　MIRABILIA

枠外

ドアサイズ

ｸﾞﾘｰﾝ、ｱｲﾎﾞﾘｰ、
ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ色

・延長枠/cm(12cm<壁厚<18cm）

・延長枠/cm　(18cm以上）

・CON CIMASA額縁（片面のみ）



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection Aug-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　P97～P105

室内ドア/ＧＦ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（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

■金額の出し方

ドアセット価格+ハンドル+オプション+運賃（航空便/船便）+国内運賃（お見積）

■輸入諸経費

1セット 2-3セット 5-6セット

航空便 ¥132,000 ¥220,000 ¥330,000

船便 ¥115,500 ¥126,500 ¥138,000

通常納期（現地ホリデー期間、年末年始除く）

約7週間～13週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

約12週間～19週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

●classicaドアシリーズ　規格サイズ　（WxH　単位：mm）　枠見込み：　70/80/90/100/110/120mm　

926ｘ2013/2113 826ｘ2013/2113 726ｘ2013/2113 626ｘ2013/2113

970ｘ2035/2135 870ｘ2035/2135 770ｘ2035/2135 670ｘ2035/2135

980ｘ2040/2140 880ｘ2040/2140 780ｘ2040/2140 680ｘ2040/2140

1090ｘ2095/2195 990ｘ2095/2195 890ｘ2095/2195 790ｘ2095/2195

915ｘ2102/2002 815ｘ2102/2002 715ｘ2102/2002 615ｘ2102/2002

●classicaドアシリーズ価格　（枠、ケーシング付ドアセット）　ハンドルは別途です。ｶﾞﾗｽ入りドアは基本的に透明ｶﾞﾗｽの価格です。

カタログ品番 ﾎﾜｲﾄﾗｯｶｰ塗装 カヌーウッド パイン アルダー オーク

GFCLA-2B *¥181,000 ¥179,000 ¥170,000 ¥205,000 ¥222,000

GFCLA-2/B/C *¥194,000 ¥187,000 ¥178,000 ¥214,000 ¥232,000

GFCLA-3/B *¥194,000 ¥191,000 ¥182,000 ¥218,000 ¥237,000

GFCLA-3/B/C *¥244,000 ¥198,000 ¥189,000 ¥227,000 ¥247,000

GFCLA-4/B ¥210,000 ¥190,000 ¥181,000 ¥225,000 ¥238,000

GFCLA-4/B/2002 廃盤 廃盤 廃盤 廃盤 廃盤

GFCLA-2/B/2/V ¥198,000 ¥200,000 ¥191,000 ¥229,000 ¥229,000

GFCLA-2/B/2002 *¥181,000 ¥180,000 ¥171,000 ¥205,000 ¥223,000

GFCLA-2/B/C/2002 *¥187,000 ¥187,000 ¥179,000 ¥214,000 ¥232,000

GFCLA-2/B/600 *¥257,000 ¥237,000 ¥226,000 ¥271,000 ¥293,000

GFCLA-2/V/600 *¥244,000 ¥224,000 ¥213,000 ¥260,000 ¥263,000

GFCLA-6/B ¥210,000 ¥195,000 ¥186,000 ¥223,000 ¥241,000

GFCLA-6/B/87 ¥210,000 ¥203,000 ¥194,000 ¥233,000 ¥250,000

GFCLA-2/B/87 ¥205,000 ¥193,000 ¥184,000 ¥221,000 ¥244,000

GFCLA-1/B/1/V *¥181,000 ¥179,000 ¥170,000 ¥205,000 ¥222,000

GFCLA-1/B/1/V/C *¥194,000 ¥187,000 ¥178,000 ¥214,000 ¥232,000

GFCLA-1/B/9/V/C *¥211,000 ¥212,000 ¥202,000 ¥242,000 ¥254,000

GFCLA-15/V *¥228,000 ¥218,000 ¥208,000 ¥250,000 ¥256,000

GFCLA-15/V/C ¥237,000 ¥227,000 ¥216,000 ¥259,000 ¥264,000

GFCLA-1/B *¥181,000 ¥179,000 ¥170,000 ¥205,000 ¥221,000

GFCLA-3/B/97 *¥187,000 ¥191,000 ¥182,000 ¥218,000 ¥237,000

GFCLA-4/B/2002 ¥211,000 ¥190,000 ¥181,000 ¥225,000 ¥239,000

GFCLA-1/B/3/V ¥215,000 ¥209,000 ¥199,000 ¥238,000 ¥251,000

GFCLA-2B-ARCO ¥421,000 ¥419,000 ¥410,000 ¥445,000 ¥462,000

GFCLA-15/V ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｱ ¥456,000 ¥435,000 ¥415,000 ¥499,000 ¥512,000

GFCLA-6/B/87　片引戸 ¥307,000 ¥300,000 ¥291,000 ¥330,000 ¥347,000

（訂正）　カタログP104上段左から1番目　(誤)GFCLA-2/B/B/2002 カヌーウッド→　(正）GFCLA-2/B/C/2002 カヌーウッド

          　カタログP105上段右から3番目　(誤)GFCLA-1/B/9/V/C ライトアルダー→　(正）GFCLA-2/B/2/V ライトアルダー

         　 カタログP105上段右から1番目　(誤)GFCLA-2/B/200 ダークアルダー→　(正）GFCLA-2/B/2002 ダークアルダー

素材：無垢材、*印のラッカー塗装ドアについてはMDF（但しドアパネルのみ）

ガラス入りドア：全てのガラスはセーフティーガラス

サテンウッド

¥186,000

¥194,000

¥198,000

¥206,000

¥199,000

廃盤

¥208,000

¥186,000

¥195,000

¥246,000

¥232,000

¥202,000

¥211,000

ドアサイズ

¥201,000

¥186,000

¥194,000

765ｘ2102/2002

ドア有効開口　MIRABILIA

壁ラフ開口

¥220,000

ケーシング込サイズ 940ｘ2095/2195

776ｘ2013/2113

820ｘ2035/2135

830ｘ2040/2140

¥226,000

¥235,000

¥186,000

¥198,000

¥205,000

¥216,000

¥426,000

¥452,000

枠外

¥308,000
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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　P97～P105

室内ドア/ＧＦ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（デザインにより制作期間が異なりますのでお問合せ下さい）

■金額の出し方

ドアセット価格+ハンドル+オプション+運賃（航空便/船便）+国内運賃（お見積）

■輸入諸経費

1セット 2-3セット 5-6セット

航空便 ¥132,000 ¥220,000 ¥330,000

船便 ¥115,500 ¥126,500 ¥138,000

通常納期（現地ホリデー期間、年末年始除く）

約7週間～13週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

約12週間～19週間(ﾃﾞｻﾞｲﾝにより異なります）

●classicaドアシリーズ価格　（枠、ケーシング付ドアセット）　ハンドルは別途です。ｶﾞﾗｽ入りドアは基本的に透明ｶﾞﾗｽの価格です。

カタログ品番 チェストナットオーク アメリカンポプラ ペアツリー ハンドル・オプション 価格

GFCLA-2B ¥229,000 ¥184,000 ¥184,000 ・CLASSICA標準ハンドル ¥16,000

GFCLA-2/B/C ¥239,000 ¥191,000 ¥191,000 （ブラス/サテンブラス/クローム/サテンクローム）

GFCLA-3/B ¥244,000 ¥196,000 ¥196,000 ・トイレ用ロック ¥8,000

GFCLA-3/B/C ¥255,000 ¥204,000 ¥204,000 ・調整ヒンジ ¥3,000

GFCLA-4/B ¥245,000 ¥195,000 ¥195,000

GFCLA-4/B/2002 廃盤 廃盤 廃盤 ﾎﾜｲﾄﾗｯｶｰ塗装 ¥6,000

GFCLA-2/B/2/V ¥229,000 ¥236,000 ¥206,000 カヌーウッド ¥6,000

GFCLA-2/B/2002 ¥229,000 ¥185,000 ¥185,000 サテンウッド ¥6,000

GFCLA-2/B/C/2002 ¥239,000 ¥193,000 ¥193,000 アルダー ¥6,000

GFCLA-2/B/600 ¥302,000 ¥244,000 ¥244,000 オーク ¥6,000

GFCLA-2/V/600 ¥271,000 ¥237,000 ¥237,000 チェストナットオーク ¥7,000

GFCLA-6/B ¥248,000 ¥200,000 ¥200,000 アメリカンポプラ ¥6,000

GFCLA-6/B/87 ¥257,000 ¥209,000 ¥209,000 ペアツリー ¥6,000

GFCLA-2/B/87 ¥251,000 ¥199,000 ¥199,000 ¥18,000

GFCLA-1/B/1/V ¥229,000 ¥184,000 ¥184,000 ¥4,000～

GFCLA-1/B/1/V/C ¥239,000 ¥191,000 ¥191,000 ¥4,000～

GFCLA-1/B/9/V/C ¥262,000 ¥218,000 ¥218,000 ¥12,000～

GFCLA-15/V ¥264,000 ¥224,000 ¥224,000 ¥5,000～

GFCLA-15/V/C ¥272,000 ¥233,000 ¥233,000 ・折り戸  加算 ¥125,000～

GFCLA-1/B ¥228,000 ¥184,000 ¥184,000 ¥39,000

GFCLA-3/B/97 ¥244,000 ¥196,000 ¥196,000 ¥57,000

GFCLA-4/B/2002 ¥246,000 ¥196,000 ¥196,000 ・ダブルドア ドアセット価格Ｘ2

GFCLA-1/B/3/V ¥259,000 ¥215,000 ¥215,000 ・各種ガラス お問合せ下さい

GFCLA-2B-ARCO ¥469,000 ¥424,000 ¥424,000 ・特注ｻｲｽﾞ(MaxW1200/H2700お問合せ下さい

GFCLA-15/V ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾞｱ ¥528,000 ¥479,000 ¥529,000 ・アーチ形ドア お問合せ下さい

GFCLA-6/B/87　片引戸 ¥354,000 ¥306,000 ¥306,000 ・引戸 お問合せ下さい

（訂正）　カタログP104上段左から1番目　(誤)GFCLA-2/B/B/2002 カヌーウッド→　(正）GFCLA-2/B/C/2002 カヌーウッド

          　カタログP105上段右から3番目　(誤)GFCLA-1/B/9/V/C ライトアルダー→　(正）GFCLA-2/B/2/V ライトアルダー

         　 カタログP105上段右から1番目　(誤)GFCLA-2/B/200 ダークアルダー→　(正）GFCLA-2/B/2002 ダークアルダー

素材：無垢材、*印のラッカー塗装ドアについてはMDF（但しドアパネルのみ）

ガラス入りドア：全てのガラスはセーフティーガラス

・特注色ラッカー塗装/枚（5枚以上）

・CYMA額縁（片面のみ）

・バロック調ｹｰｼﾝｸﾞ（70mm）/m

・ｽﾑｰﾀｲﾌﾟｽｹｰｼﾝｸﾞ（70mm）/ｍ

・アイボリーラッカー塗装/枚（5枚以上）

・"600"ｼﾘｰｽﾞｹｰｼﾝｸﾞ（100mm）/ｍ

・ｽﾑｰﾀｲﾌﾟｽｹｰｼﾝｸﾞ（100mm）/ｍ

・延長枠/cm　（壁厚＞12cm）


