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

カタログ　P120～P124

室内ドア/WIパインドア　　フィンランドタイプ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

*通常在庫品（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）　納期：約1週間

無垢集成パイン（節無しﾀｲﾌﾟ折れ戸框部分のみ単板+集成材仕上げ）、ウレタン仕上げ、ﾄﾞｱ厚36mm、F☆☆☆☆大臣認定品
天然木の為、色・節のバランスにばらつきがありますが、無垢の特性としてご理解下さい。

節有りタイプ・節無しタイプの枠には互換性がありませんのでご注意下さい。

※開きドアセット+見切りセット（+オプション）でご注文ください。　 ※折戸セット+見切りセット（+オプション）でご注文ください。　

品名 サイズ 価格 品名 ﾄﾞｱW（枠外）ｘH（枠外） 価格

■片開きドアセット（枠、金物、ｻﾃﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ色ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ付） ■折戸セット（枠、金物付）

パイン節有 ドア寸W625ｘH2040 ¥47,800

パイン節有 ドア寸W725ｘH2040 ¥47,800 パイン節有　2枚扉 756（797）ｘ2218(2283) ¥62,100

パイン節有 ドア寸W825ｘH2040 ¥47,800 パイン節有　3枚扉 1135（1176）ｘ2218(2283) ¥87,300

パイン節無し ドア寸W625ｘH2040 ¥56,500 パイン節有　4枚扉 1514（1554）ｘ2218(2283) ¥109,300

パイン節無し ドア寸W725ｘH2040 ¥59,300 パイン節有　2枚扉 756（797）ｘ2030(2095) ¥50,500

パイン節無し ドア寸W825ｘH2040 ¥62,100 パイン節有　3枚扉 1135（1176）ｘ2030(2095) ¥74,100

パイン節有　クリアガラス入り ドア寸W725ｘH2040 ¥55,500 パイン節有　4枚扉 1514（1554）ｘ2030(2095) ¥91,600

パイン節有　クリアガラス入り ドア寸W825ｘH2040 ¥55,500 パイン節無し　2枚扉 756（797）ｘ2218(2283) ¥73,800

パイン節無し　クリアガラス入り ドア寸W725ｘH2040 ¥71,200 パイン節無し　3枚扉 1135（1176）ｘ2218(2283) ¥101,300

パイン節無し　クリアガラス入り ドア寸W825ｘH2040 ¥74,600 パイン節無し　4枚扉 1514（1554）ｘ2218(2283) ¥128,700

パイン節有　トイレドア ドア寸W625ｘH2040 ¥49,500 パイン節無し　2枚扉 756（797）ｘ2030(2095) ¥68,800

パイン節有　トイレドア ドア寸W725ｘH2040 ¥49,500 パイン節無し　3枚扉 1135（1176）ｘ2030(2095) ¥96,900

パイン節有　トイレドア ドア寸W825ｘH2040 ¥49,500 パイン節無し　4枚扉 1514（1554）ｘ2030(2095) ¥123,300

パイン節無し　トイレドア ドア寸W625ｘH2040 ¥58,200 節無しハーフルーバー　2枚扉 756（797）ｘ2218(2283) ¥78,800

パイン節無し　トイレドア ドア寸W725ｘH2040 ¥61,000 節無しハーフルーバー　3枚扉 1135（1176）ｘ2218(2283) ¥108,800

パイン節無し　トイレドア ドア寸W825ｘH2040 ¥63,800 節無しハーフルーバー　4枚扉 1514（1554）ｘ2218(2283) ¥138,700

節無しハーフルーバー　2枚扉 756（797）ｘ2030(2095) ¥73,800

■親子ドアセット（枠、金物、ｻﾃﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ色ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ付） 節無しハーフルーバー　3枚扉 1135（1176）ｘ2030(2095) ¥104,400

パイン節有 ドア寸W1135ｘH2040 ¥88,300 節無しハーフルーバー　4枚扉 1514（1554）ｘ2030(2095) ¥133,300

パイン節有 ドア寸W1235ｘH2040 ¥88,300

パイン節無し ドア寸W1135ｘH2040 ¥109,600

パイン節無し ドア寸W1235ｘH2040 ¥112,800 品名 ドアサイズ 価格

■観音開き用　1枚パネル　（ピボット穴加工済）

●見切りセット（いずれかお選び下さい） パイン節有　1枚パネル W377ｘH2218 ¥20,200

片開きドア用　壁厚113～153対応 ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(52mm) ¥13,500 パイン節有　1枚パネル W377ｘH2030 ¥18,400

片開きドア用　壁厚143～183対応 ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(52mm) ¥24,000 パイン節有　1枚パネル W377ｘH1000 ¥11,500

親子ドア用　壁厚113～153対応 ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(52mm) ¥16,200 パイン節有　1枚パネル W377ｘH1000 ¥23,500

親子ドア用　壁厚143～183対応 ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ(52mm) ¥28,800 パイン節有　1枚パネル入隅用 W360ｘH2218 ¥20,200

片開きドア用　壁厚113～153対応 額縁タイプ(21mm) ¥11,000 パイン節有　1枚パネル入隅用 W360ｘH2030 ¥18,400

片開きドア用　壁厚143～183対応 額縁タイプ(21mm) ¥17,000 ●観音開きレールセット/枠セット

親子ドア用　壁厚113～153対応 額縁タイプ(21mm) ¥13,200 観音開きレールセット ¥4,800

親子ドア用　壁厚143～183対応 額縁タイプ(21mm) ¥20,400 枠セット（組み立てビス付） H2218 ¥17,600

枠セット（組み立てビス付） H2030 ¥13,100

●オプション

◆空錠 ●折戸・観音開き用　見切りセット

木製ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 加算 ¥0 2枚折れ戸用　片寄せ H2218mm　ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ¥7,000

ゴールドレバーハンドル 加算 ¥3,000 3・4枚折れ戸用　片寄せ H2218mm　ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ¥8,400

シルバーレバーハンドル 加算 ¥1,000 2枚折れ戸用　片寄せ H2030mm　ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ¥6,500

◆表示錠 3・4枚折れ戸用　片寄せ H2030mm　ｹｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ¥7,800

木製ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 加算 ¥0 2枚折れ戸用　片寄せ H2218mm　額縁タイプ ¥5,500

ゴールドレバーハンドル 加算 ¥3,500 3・4枚折れ戸用　片寄せ H2218mm　額縁タイプ ¥6,600

シルバーレバーハンドル 加算 ¥1,000 2枚折れ戸用　片寄せ H2030mm　額縁タイプ ¥5,250

◆その他部材 3・4枚折れ戸用　片寄せ H2030mm　額縁タイプ ¥6,300

スモールライト　ゴールド 加工代込 ¥1,800

スモールライト　シルバー 加工代込 ¥1,800 ●オプション

ﾄﾞｱストッパー　ゴールド ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ13mm迄対応 ¥700 節ありタイプ用シルバー色取手 加算 ¥0

ﾄﾞｱストッパー　シルバー ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ13mm迄対応 ¥700 扉のふらつきを抑えるマグネット式振れ止め お問合せ

*節有りﾀｲﾌﾟはｻﾃﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ色取手付、節無しﾀｲﾌﾟ/ﾙｰﾊﾞｰﾀｲﾌﾟは掘込取手

※観音開用ドア本外+枠セット+レールセット+見切りセットでご注文ください。　



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

カタログ　P120～P124

室内ドア/WIパインドア　　フィンランドタイプ※表示価格は税抜です。別途消費税と送料がかかります。

※引き戸セット+見切りセット（+オプション）でご注文ください。　　

※引き戸は上吊りレール仕様

品名 ﾄﾞｱ巾（枠外寸法） 価格 品名 ﾄﾞｱ巾（枠外寸法） 価格

■引き戸 片引きセット（枠、金物、ｻﾃﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ色引き手付） ■引き込み戸　2本引き込みセット

パイン節有 625（1270）mm ¥52,600 パイン節有 625（1853）mm ¥106,000

パイン節有 725（1470）mm ¥53,000 パイン節有 725（2153）mm ¥106,000

パイン節有 825（1670）mm ¥53,300 パイン節有 825（2453）mm ¥106,000

パイン節無し 625（1270）mm ¥64,900 パイン節無し 625（1853）mm ¥112,800

パイン節無し 725（1470）mm ¥67,900 パイン節無し 725（2153）mm ¥118,000

パイン節無し 825（1670）mm ¥70,800 パイン節無し 825（2453）mm ¥123,200

パイン節有　クリアガラス入り 725（1470）mm ¥60,700 パイン節有　クリアガラス入り 725（2153）mm ¥121,400

パイン節有　クリアガラス入り 825（1670）mm ¥61,000 パイン節有　クリアガラス入り 825（2453）mm ¥121,400

パイン節無し　クリアガラス入り 725（1470）mm ¥79,800 パイン節無し　クリアガラス入り 725（2153）mm ¥141,800

パイン節無し　クリアガラス入り 825（1670）mm ¥83,300 パイン節無し　クリアガラス入り 825（2453）mm ¥148,200

パイン節有　表示錠 625（1270）mm ¥58,400 ※W825以外のﾄﾞｱの上枠は現場カット加工要

パイン節有　表示錠 725（1470）mm ¥58,800

パイン節有　表示錠 825（1670）mm ¥59,100 ■引き込み戸　3本引き込みセット

パイン節無し　表示錠 625（1270）mm ¥70,700 パイン節有 625（2448）mm ¥155,700

パイン節無し　表示錠 725（1470）mm ¥73,700 パイン節有 725（2848）mm ¥155,700

パイン節無し　表示錠 825（1670）mm ¥76,600 パイン節有 825（3248）mm ¥155,700

※W825以外のﾄﾞｱの上枠は現場カット加工要 パイン節無し 625（2448）mm ¥165,900

パイン節無し 725（2848）mm ¥173,700

■引き戸　引き違いセット パイン節無し 825（3248）mm ¥181,500

パイン節有 625（1192）mm ¥88,800 パイン節有　クリアガラス入り 725（2848）mm ¥178,800

パイン節有 725（1392）mm ¥89,300 パイン節有　クリアガラス入り 825（3248）mm ¥178,800

パイン節有 825（1592）mm ¥90,000 パイン節無し　クリアガラス入り 725（2848）mm ¥209,400

パイン節無し 625（1192）mm ¥105,100 パイン節無し　クリアガラス入り 825（3248）mm ¥219,000

パイン節無し 725（1392）mm ¥110,800 ※W825以外のﾄﾞｱの上枠は現場カット加工要

パイン節無し 825（1592）mm ¥116,700

パイン節有　クリアガラス入り 725（1392）mm ¥104,700

パイン節有　クリアガラス入り 825（1592）mm ¥105,400

パイン節無し　クリアガラス入り 725（1392）mm ¥134,600

パイン節無し　クリアガラス入り 825（1592）mm ¥141,700

※W825以外のﾄﾞｱの上枠は現場カット加工要

品名 サイズ 価格

●引き戸 見切りｾｯﾄ(片引/引違戸と一緒にご注文下さい） ■未加工ドア　ハンドル穴・蝶番加工無し

芯納め　壁厚113～121対応 ケーシングタイプ ¥15,600 未加工パイン節有 ドア寸W625ｘH2040 ¥27,300

芯納め　壁厚122～153対応 ケーシングタイプ ¥16,200 未加工パイン節有 ドア寸W725ｘH2040 ¥27,300

芯納め　壁厚154～183対応 ケーシングタイプ ¥28,800 未加工パイン節有 ドア寸W825ｘH2040 ¥27,300

片寄せ　壁厚129～137対応 ケーシングタイプ ¥15,900 未加工パイン節無し ドア寸W625ｘH2040 ¥30,700

片寄せ　壁厚138～152対応 ケーシングタイプ ¥22,200 未加工パイン節無し ドア寸W725ｘH2040 ¥33,300

芯納め　壁厚113～121対応 額縁タイプ ¥12,600 未加工パイン節無し ドア寸W825ｘH2040 ¥35,900

芯納め　壁厚122～153対応 額縁タイプ ¥13,200 未加工　ガラス入り　パイン節有 ドア寸W725ｘH2040 ¥35,000

芯納め　壁厚154～183対応 額縁タイプ ¥20,400 未加工　ガラス入り　パイン節有 ドア寸W825ｘH2040 ¥35,000

片寄せ　壁厚129～137対応 額縁タイプ ¥12,900 未加工　ガラス入り　パイン節無し ドア寸W725ｘH2040 ¥45,200

片寄せ　壁厚138～152対応 額縁タイプ ¥16,500 未加工　ガラス入り　パイン節無し ドア寸W825ｘH2040 ¥48,400

※ドアサイズ、壁厚によって現場にてカット加工して下さい。 未加工パイン節有　入り隅用 ドア寸W700ｘH2040 ¥28,900

未加工パイン節無し　入り隅用 ドア寸W700ｘH2040 ¥35,300

●オプション 未加工　ｶﾞﾗｽ入り　節有　入り隅用 ドア寸W700ｘH2040 ¥38,800

引き手ニッケル色 加算 ¥0 未加工　ｶﾞﾗｽ入り　節無し入り隅用 ドア寸W700ｘH2040 ¥49,200

表示錠付　引き手ニッケル色 加算 ¥0

扉ブレーキシステム（片引戸） 加算 ¥1,800

扉ブレーキシステム（引違戸） 加算 ¥3,600
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