IM DOOR & LIVING
Catalogue Vol.7
アイエム ドア・リビング カタログ
輸入＆国内の住宅・上質なインテリア／エクステリア商品の大型ショッピングサイト

〜素 敵な世 界 へ〜

日常を豊かに楽しむ
IM DOOR & LIVING Catalogue Vol.7
アイエム ドア・リビング カタログ
アイエム ドア
アイエム リビング

https://www.imdoor.com E-mail: info@imdoor.com
https://www.imliving.com E-mail: order@imliving.com

アイエムドア

アイエムリビング

● 価 格 表はW e b サ イトをご覧 下さい。お見 積りのご依 頼もお待ちしております。

ショールーム

●ドアを中心に展示しています。 ●ショールームは完全予約制となります。ご連絡下さいませ。

アイエムショールーム

東京

パークウエストビル５F
（１F りそな銀行）
営団地下鉄丸の内線
西新宿駅より
徒歩約５分
都営地下鉄大江戸線
都庁前駅より
徒歩約8分

アイエムショールーム

大阪

グリーンタワービル

J R環状 線
芦原橋 駅より
徒歩約５分

玄関ドア

室内ドア

壁収納・壁装飾
ブラケット
東 京 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエストビル5F
TEL: 03-5325-6503
営業時間

FAX: 03-5325-6505

平日9:00〜18:00（土日祝祭日休み）

大 阪 〒556-0024 大阪府大阪市浪速区塩草3-9-4
TEL: 06-6561-3901
営業時間

輸入ドア ドアハンドル

マグフラアート

電 気 暖 炉・ストーブ

オートロック

ガレードア階段

水栓金具・洗面台・洗面ボウル

ブラス製品

リモ ート会 議・テレワークブ ース

モールディング
タイル

手すり・

飛 沫 防 止・感 染 症 対 策 製 品

その他アイエムお取り扱い製品ご案内

FAX: 06-6567-2414

平日9:00〜18:00（土日祝祭日休み）

定価800円税別（880円税込）
Vol.7 2022年2月発行

その 他 製 品 多 数！ ウェブサイトにてご覧ください。

アイエム ドア
アイエム リビング

https://www.imdoor.com
https://www.imliving.com

〜欲しかったものが見つかる！〜
アイエム ショッピングサイトのご紹介

掲載商品は一例です。
詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

●本カタログ掲載商品
◇感染症予防対策

ドア

アイエムドア

アイエムリビング

imdoor.com

imliving.com

インデックス・目次

◇感染症予防対策

アイエムリビング・ドア カタログ ご案内

p.2-3
2

インデックス 目次

3

QRコードで簡単アクセス！

p.4-5

スマートフォンでQRコードを読み取り、サイトへ
簡単アクセスできます！

感染症対策 ドアハンドル用
アタッチメント ●p35

飛沫防止パーティション
●p26, p35

オートロック
●p16,17

ガレージドア、シャッター
●p18,19

新商品のご案内

4

アイエム公式Youtube（動画）チャンネルのご案内

5

設備・インテリア

ドア
輸入ドア

p6-15
海外受注生産品

6-7

水栓・蛇口
●p30,31

らせん階段・ロフト階段
●p20,21

折りたたみ収納椅子
●p22

壁面マグネット・インテリア
●p24,25,26

壁収納・壁装飾
●p23

ピニンファリーナ

[イタリア]

玄関 室内

6

BMシリーズ

[フランス]

玄関

6

BCシリーズ

[カナダ]

玄関

6

◆インテリアドア
GFリーズ

[イタリア]

BCシリーズ

[カナダ]

室内

7

室内

7

玄関ドア
手すり・ブラケット
●p35

モールディング
●p35

ブラス製品
●p32,33

◇感染症予防対策

ウォールパネル収納キット

後付できる宅配ボックス

真鍮鋳物 インテリア金物
●p34

輸入壁紙・ウォールステッカー

スイッチプレート
●p32

生活・インテリア

自然塗料

電気暖炉・ストーブ
●p35

暖房器具・窓下ヒーター

デザイン家電
●p4

8-11

ミラー

趣味・娯楽

食品

ガーデン・エクステリア

装飾用グリーン
●p25

ペット用品

感染症予防対策

ファブリック調・ウッディマグネットボード／装飾用グリーン

25

装飾用グリーン・フラワー「マグフラアート」

26

マグネット付でつけ外し簡単、アート＆サイン

洗面キャビネット・ガラスボウル

27

洗面・手洗ボウル セラミック製

SPシリーズ

10

28

アメリカン仕様 / 無塗装 / 親子・両開き対応 / 全面透明ガラス有

洗面・手洗ボウル タイル・磁器・陶器製

GAシリーズ

11

29

高気密高断熱 / 準防火対応 / 防犯仕様

BOシリーズ

11

洗面・洗面ボウル・水栓

30

高気密高断熱 / 無塗装パイン

KIシリーズ

高気密高断熱 / ハイドア

11

PHシリーズ

高気密高断熱 / ダブル透明ガラスドア

11

室内ドア

12-15
12

16種類の木製扉に14色のカラー塗装

12

国産の桧材を使用した無垢木製ドア

デザインにこだわったおしゃれな引き戸
クラッシックで上品な室内ドア

ペイントが映える人気のドア

洗面・キッチン用水栓

27-31

手洗・洗面セット／単水栓

31

混合水栓

インテリア金物

32-34

真鍮ブラス スイッチプレート／バス・
トイレタリー

32

真鍮ブラス ハンドル／引手／ツマミ／フック

33

ドアハンドル／取手／フック／棚受け

34

Kwikset／すがたかたち木製ハンドル／真鍮鋳物

12

おすすめ商品

13

内装用モールディング AR

13

内装・外装用モールディング Fypon

35
ポリウレタン、ポリスチレン製
ウレタン装飾材

35
35

JWシリーズ

上品でエレガントな印象の木製ガラスドア

13

ホワイトＭＤ腰パネル

35

BLシリーズ

様々なインテリアに合わせやすい幅広いデザインのドア

14

電気暖炉・ストーブ

35

14

ＰＨシリーズ ユーロトレンド プレミアム

手すり・ブラケット

35

14

タイル

35

信州あづみの松を使った、洗練された室内ドア

15

リモート会議・テレワークブース

35

飛騨高山の熟練職人によるオーダーメイド

15

ヨーロッパデザインと質感を追求

MADE IN USA.の唯一無二のドア

16-17
ご家庭・小規模オフィス向けオートロック かざすだけ非接触カードキーシステム

SmartAshley
マグフラアート
●p26

24

10

IM K-drive
フラワー ギフト・装飾
●p26

23

ファイバーグラス仕様 / 塗装対応/親子・両開き対応 / 装飾ガラス

オートロック

世界のキッチン用品

長押ラック／長押ハンガー／ウォールシェルフ／棚
マグネットが使える内装パネル・ボード

DCシリーズ

サイズオーダー ＣＬシリーズ

切文字・看板サイン

22

洗面ボウル・水栓金具

ＰＨシリーズ マツ浪漫ドア

デザイン照明
●p4

22-26
玄関や店舗のウェイティングスペースなどに

9

ＰＨシリーズ ACE DOOR

ギフト・装飾

21

サイドライト / 超断熱仕様片開き玄関 / 木製片引き戸

MNシリーズ

ふすま紙・引手

壁収納・壁装飾・インテリア
壁付け折りたたみ収納いす

20

スマートな階段キット

ボックス型家具、後付け可

ＹＵシリーズ

ＹＵシリーズ サザンアッシュ

モダン家具

収納階段キット

8

ＹＵシリーズ HINOKI

ハンモック・テント

ロフト用家具階段

ヨーロピアン / ハイドア / 親子・両開き対応 / 電気錠対応/カラー対応

ＹＵシリーズ PureStyle

ステッキ・杖

20-21

ＹＵシリーズ

ＹＵシリーズ マットペイントドア

ドイツの折り畳み傘 Knirps

p20-35

階段
イタリア製スパイラル螺旋階段・ロフト階段キット

◆エントランスドア
洗面ボウル・洗面化粧台
●p4,27-30

建 具・インテリア・エクステリア

インデックス

サイトご紹介
ドアハンドル
●p4,34

アイエムリビング

imliving.com

アイエムリビング・
ドア各種サイトご紹介

アイエムリビング・ドア サイト＆新商品
玄関・室内ドア
●p6-15

アイエムドア

imdoor.com

bluetooth対応のオートロック

IM ID602Bhook

屋内引戸対応のオートロック

お手軽エントランスシステム

マンションやアパートの既存エントランスにワイヤレスを導入

16

タイル／スイッチプレート／レタータイル

飛沫防止パーテーション

35

テレフォンボックス

35

ドアハンドル感染症対策品

35

16

お見積り・ご注文・ご案内

16

お見積り／注文用紙

36

お取引条件・注文ガイド

37

17

p36-37

ペット用品

ガレージドア

ペットの供養

レバーハープ・楽器

2

自転車・折りたたみ

マヌカハニー・はちみつ

ガーデン・エクステリア

ペット用品・ペットのお墓・仏壇

18-19

REシリーズ スチールドア

18

REシリーズ メタルフラットドア

19

IGシリーズ 木製ガレージドア

19

換気製品

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

3

掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

アイエムリビング

アイエムリビング

https://www.imliving.com/

New! 新商品のご案内
他にも多数ございます！

省スペースで使える コンパクト洗面・水栓・カウンター特集

商品詳細はこちら

アイビーシリーズ

Sクレセント

省スペース〈セット〉自動水栓など

スタイリッシュな洗面・カウンター＆水栓金具セット。
〈バリエー
ション〉置き型洗面ボウル6色／オーバーカウンター洗面ボウル
／センサー付自動水栓／単水栓（手動）／カウンター3色。

https://www.imliving.com/

アイエム公式YouTubeチャンネル

玄関 入ってすぐ手 洗 い感染予防！ オシャレ＋省スペース。 お手頃・便利な手洗いボウル セット/単品

RLCシリーズ

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

アイビーシリーズ

Sレクタングル

狭小スペース洗面ボウル

オシャレな置き型洗面ボウル。奥行き約180mmの狭小ス
ペース対応！カラー5色。別売：専用カウンター4種、水栓
など。

長方形・壁付 洗面ボウル

コ ンパ クト な 長 方 形・壁 付 け 洗 面 ボ ウル 。奥 行 き 約
200mmの省スペース対応！立水栓用／横水栓用。カラー
2色。別売：水栓など。

アイエム動画チャンネル

https://www.imliving.com/

アイエムリビング、アイエムドアのおすすめ商品や、商品の使い方をわかりやすく動画解説！

大好評！玄関壁付折りたたみ
椅子

ブラッシング作業が楽に！
ペット用ブラシ、フーリー
FOOLEE

シャンデリア BUT TER ご
紹介。取付方法も！ お部屋
の演出に◎

[ 検 証してみた ] マグネット
シェルフDECOをご紹介

[ 新商品 道具不要で四季を飾
る ] マグフラアートをご紹介！
玄関やウェディング、レンタル
スタジオ・オフィスに！

[ 軌 跡のハチミツ ] マヌカ
ハニーって何！？

[ オリジナルパーテーショ
ン ] デコっておしゃれに！

取付下地補強セット（ミニ
タイプ）を使ってみた！

〜 天然無垢材、温もりの ある美しい造形、唯一無二のデザイン、人々を魅了する木製ドアハンドル 〜

すがたかたち
DH-A2S Biscuit”

木製ドアハンドル・引手・手すり

商品詳細はこちら

DH-R〈オーダー品〉 ドアハンドル・手すり

ドアハンドル・引手

ナラ 1,100mm
オールナット
樹種：（写真左／左から）バーズアイ・メープル、ナラ、チェリー、オールナット、カリン

スリムなデザインで、狭い使用空間でも、タテ付け、ヨコ付けを問わない使いやすさ。
引き戸やサッシュドア、またクローゼットやキャビネットなどの家具の引手にも最適です。
ドアハンドル

アイエム SKシリーズ

外側1本 ¥10,000〜 税・送料別

左から ナラ、チェリー、オールナット

長さ2,000mmまで制作可能なオーダー品のドアハ
ンドル。 ミニマルなデザインで、開き戸・引戸・手すり
のいずれに取付けても使い勝手◎
お見積り例： ドアハンドル 外側1本
特注寸法長さ1,000mm ¥25,000〜 税・送料別

オールナット

お祝いやギフトにも最適。伝統的なクラフト工法と未来的なテクノロジーを融合させたLED照明＆ワイヤレススピーカー

JINGOO (ジングー) LED 照明 & Bluetooth スピーカー
Feathered China

アイエム THシリーズ

商品詳細はこちら

The Phoenix

アイエムリビング公式SNS

L'oiseau Bleu

Twitter
@imLiving__com

YouTube/SNS

新商品
Cherry Blossom

※最新の情報はコチラをチェック！

Instagram
imliving_tokyo

@imliving_tokyo

〜 慌ただしい毎日に、安らぎと快適な時間と空間を提供します 〜
鳥のボディに実装されたLED照明は、ON／OFFに加えて、3段階で照度調整が可能です。また、お手持ちの音
楽再生デバイスのスピーカーとして、ご使用いただけます。このユニークなデザインの中に、高域と低域のそれ
ぞれを担う2つのスピーカーを搭載し、豊かなBGM音場を提供してくれます。木、セラミック、金属など様々な素
材を用いた美しい造形と仕上がりは、グッドデザイン賞2016やIDAデザイン賞などのデザインアワードを獲得
しました。

4

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

The White Phoenix

The Phoenix
価格 ¥37,400〜 税・送料別

5

掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

エントランスドア

インテリアドア

https://www.imdoor.com/

海外受注生産品
ピニンファリーナ

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

https://www.imdoor.com/

海外受注生産品

Wave&Dream

GFシリーズ

輸入ドア

輸入ドア

Wave Security Door

Wave Security Door

Dream Security Door

BMシリーズ

ピニンファリーナ Shield

110 E OLE

Shield Security Door
MONTMARTRE

1000colours

110 E OLE

CASTELLANE

DORE

SMART

STILIA

BCシリーズ

BC114&BC114SL
BC260

DENIA

MAJORQUE

BC220

Shield Security Door

COMORES

BCシリーズ

DORÈ
BCシリーズ
BC1020L&R

6

Leaded 396R&396L

Leaded
660E&661
BC311&310

Wrought Iron1010R
BC360&361

BC851&850S

BC489

BC909

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

BC200
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

7

掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

玄関ドア

Ｅタイプ

玄関ドア

https://www.imdoor.com/lineup/

ＹＵシリーズ

対

応

※電気錠対応ドア

納期

約1.5ヶ月

https://www.imdoor.com/lineup/

ＹＵシリーズ
Ｍタイプ

ヨーロピアンデザインの木製無垢玄関ドア

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

納期

国産桧材を使用した高性能玄関ドア

超断熱設計

約1.5ヶ月

ヨーロッパ基準の断熱設計

使えば使うほどに味わいが出てくる木製ドア
■ｵﾌﾟｼｮﾝ ｻｲﾄﾞﾗｲﾄFIX枠

■カラーバリエーション

★Ｅタイプは、ヨーロピアン風デザイン
日本の風土に合った素材で国内制作していますので、
「ヨーロッパ風のおしゃれなドアが欲しいけど、
輸入品は不安」という方にピッタリです！

・ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ（片袖）

ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸﾚｯﾄﾞ ダブブルー

クリア

ﾚｯﾄﾞｼﾀﾞｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸﾚｯﾄﾞ

ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ｸｳｫｰﾂｸﾞﾚｰ

▲商品詳細は
こちら

対

チーク

・ｻｲﾄﾞﾗｲﾄ（両袖）
チーク

■豊富なカラーバリエーション

クリア

高断熱、高気密で知られる
ヨーロッパ基準に照準を合わせた
木製玄関ドア。
長年の経験を活かし、熱貫流率（U値）
0.82W/㎡・Kを実現しました。

玄関ドア

玄関ドア

★木を知り尽くした日本の木製ドア専門メーカーが作る安心の一品
豊富な経験から作り出すドアは、堅牢性・気密性・断熱性・防犯性に
配慮された快適設計です。
また古く美しいものに価値を見出す“経年美”という考え方を基に
制作されているので、年を経るほどに美しさが増していきます。
もちろんお客さま自身で行うメンテンスが必要不可欠となりますが、
手入れを行うことによってドアへの愛着がより深まります。

ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ

ﾄﾗﾌｨｯｸｸﾞﾚｰ

ﾎﾜｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

※一例です。ドアによって異なりますので、詳しくは商品ページをご確認下さい。

■YU1054 + サイドライト
■YU1034B

ハンドル：H-736（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

高断熱
高気密

商品詳細は
こちら

応

■YU641-TS

※サイドライト付きの場合、丁番の仕様は異なります。

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRｺｰﾄﾞからご確認下さい

玄関引き戸

商品詳細は
こちら

(枠外ｻｲｽﾞ:W977×H2100)
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

国産桧製の玄関引き戸

木製ドアの可能性を追求したハイスペック仕様

■スムーズスライドドア
質量の高い木製断熱ドアにも
耐えられる特殊スライドレール。
スムーズな開閉が可能。

商品詳細は
こちら

■カラーバリエーション
・ドア断面

チーク

■YU1065

New!

■YU243-1323B

■YU1046 (枠外ｻｲｽﾞ：W1870×H2262）

ﾚｯﾄﾞｼﾀﾞｰ ﾉﾙﾃﾞｨｯｸﾚｯﾄﾞ

ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ ｸｳｫｰﾂｸﾞﾚｰ

New!

・断熱気密性能表

(枠外ｻｲｽﾞ:W977×H2262） (枠外ｻｲｽﾞ：W1320×H2262）
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クリア

■YU1042

■YU1038

■YU311

■YU1040

■YU402

(枠外ｻｲｽﾞ:W977×H2262）

(枠外ｻｲｽﾞ:W977×H2262）

(枠外ｻｲｽﾞ:W977×H2262）

(枠外ｻｲｽﾞ:W977×H2262）

(枠外ｻｲｽﾞ:W977×H2262）

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

■YU1062 (枠外ｻｲｽﾞ:W1742×H2187)

■YU1063 (枠外ｻｲｽﾞ:W1742×H2187)

・断熱性能表(YU1062）

・断熱性能表(YU1063・YU1064）

■YU1064 (枠外ｻｲｽﾞ:W1742×H2187)

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

玄関ドア

DCシリーズ

玄関ドア

https://www.imdoor.com/lineup/
納期

通常在庫品

ファイバーグラスを用いた耐久性のある高性能な玄関ドア

掲 載 商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

約4日〜1.5ヶ月
（加工による）

■豊富なドアタイプのバリエーション

https://www.imdoor.com/lineup/

GAシリーズ

通常在庫品

厳しい気象条件の北欧仕様のエコ断熱ドア
シンプルでありながら洗練されたデザイン

ファイバーグラスとは、ガラスを繊維状に加工したもので、
耐久性に優れております。
内部はウレタンが充填されており、高断熱仕様です。
玄関ドアタイプは表面には木目エンボス加工が施され、
ファイバードア用専用塗料でリアルな木目を表現しています。

■防犯の証、CPマーク
使い込むほどに深みを増し、
ＣＰマークは、警察庁・国土交通省
鉄やアルミよりも高温に耐える、
経済産業省と建物部品の民間会社が
木材の特性を活かした木製ドアです。
定めた「防犯性能確認試験」に
合格した製品にのみ与えられます。
K値（断熱性を計る数値）は、
スウェーデンドアは、
日本の一般的なアルミドアの約2.5倍です。
防犯建物部品（CP錠）を
標準装備しております。
これは世界的な水準から見ても
非常に優れた性能値です。
■信頼を証明する防火設備認定
加熱時の強度が鉄やアルミよりも
■ＧＡシリーズ断面図

商品詳細は
こちら

※様々なバリエーションをご選択いただけます。

①

高い木材は、火災にも強い耐久性を
発揮します。
さらにGAシリーズは国の定める
遮炎性能基準をクリア。
厳しい建築基準が設けられている
準防火地域での使用も
認められています。

①表面単板
②耐水HDF
③ガルバリウム鋼板
④硬質ウレタン

②
③

玄関ドア

玄関ドア

高性能でありながら、コストパフォーマンスに優れたドア

強化ファイバーグラスの表面材はとても硬いため、
ノックダウン加工を施してお届けします。

約1週間〜10日

納期

防火仕様

④

■GASV94F(T)-1021
商品詳細は
こちら

BOシリーズ

■GASV94F(O)-1021

(GA共通枠外ｻｲｽﾞ:W988×H2080/2180/2280×D105)
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

約1週間〜10日

納期

通常在庫品

北欧のノウハウが詰まった木製ドア
ノルウェーの技術+日本の技術

■CANTERBURY

■PINEHURST

■DC-34UF

(親ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W908×H2007)
(子ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W349×H2013)

(親ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W908×H2007)
(子ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W349×H2013)

■ARTESANO-30

(親ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W908×H2007)
(子ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W349×H2013)

(枠外ｻｲｽﾞ:W908×H2007)

BOシリーズは北欧の地ノルウェーのノウハウに
日本独自の技術を加えたドアで、優れた気密性・
断熱性を誇っています。
シンプルで落ち着きのあるデザインが人気です。

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

SPシリーズ

納期

※在庫限り

【在庫品】約4日〜1.5ヶ月
（加工による）
【取寄品】約3ヶ月〜

商品詳細は
こちら

■BOシリーズドア標準付属品

アメリカの木製玄関ドア

■おすすめドアハンドル

天然素材の持つ美しさを生かして、熟練した職人が丹念に仕上げたドア
伝統的なヨーロッパのデザインから、粋なフレンチコレクション、
素朴で落ち着いたアメリカンコレクションなどSPシリーズのドアは
多彩な住まいに併せて数多くスタイルをそろえております。
材質は厳選されたダグラスファー（ベイマツ）と
ウエスタンヘムロック（ベイツガ）の良質な自然素材を使用。
木の歪みや反りを防ぐフィンガージョイント構造を
採用するなど、先進の技術とメカニズムを取り入れています。

ハンドル

ハンドル

ドアチェーン

ドアクローザー

BO-VJC-762G仕様
ｽﾃｲﾝｶﾞｰﾄﾞﾗｯｸLX

ｵｰﾅｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ

シリンダー

■BO-VJC-762G

■BO1006

■BO1007

(枠外ｻｲｽﾞ:
W990×H2088×D105)

(枠外ｻｲｽﾞ:
W990×H2090×D115)

(枠外ｻｲｽﾞ:
W990×H2090×D115)

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

商品詳細は
こちら

商品詳細は
こちら

・Kwikset（玄関用）

KIシリーズ

PHシリーズ

通常在庫品

モダンなハイドア仕様

納期

約1週間〜10日

通常在庫品

透明ガラスダブルドア

納期

約1週間〜10日

・着脱式サムターン
・ドアハンドル（ｺﾞｰﾙﾄﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ）
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■SP4683

■SP6492

■SP7120

■SP7044

■SP7001

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W914
H2032×D45)

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W914
H2032×D45)

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W762/813/914
H2032×D45)

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W762/813/
H2032×D45)

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ:W762/813/
H2032×D45)

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

・ダブル鎌錠

■TC369WN

■TC363G5N

(KI共通枠外ｻｲｽﾞ:W990×H2265×D115)

商品詳細は
こちら

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

■PV181G
(枠外ｻｲｽﾞ:W1400×H2180×D104)

商品詳細は
こちら

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

室内ドア

YUシリーズ

■サイズ一覧（枠外寸法）

職人のドアパネル＋14色のカラー塗装

開閉方法

職人が丁寧に作り上げた16種類の木製扉に
14色のカラー塗装を選べるシリーズ。
マットな水性塗料と木の質感はとても好相性です。

片開き

■豊富なカラーバリエーション
親子開き

ﾄﾙﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ

ﾏｽｶｯﾄｸﾞﾘｰﾝ

ﾂﾎﾞﾐｸﾞﾘｰﾝ

ｽｶｲﾌﾞﾙｰ

ﾐﾙｷｰﾌﾞﾙｰ

ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

通常枠
タイプ

ﾎﾟﾗﾘｽﾌﾞﾙｰ

ﾛｰｽﾞﾌﾞｰｹ

片引き

ﾅｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙ

ｶﾅﾘｱｲｴﾛｰ

ポケット枠
タイプ

ｱｳﾄｾｯﾄ枠
タイプ

ﾎﾟﾋﾟｰﾚｯﾄﾞ

引違い戸

■開閉方法バリエーション

FW

FH

730

2,041

770

2,041

800

2,041

873

2,041

1,190

2,041

1,448

2,041

1,508

2,041

1,640

2,041

1,448

2,041

1,508

2,041

1,640

2,041

1,487

2,026

1,547

2,026

1,679

2,026

1,640

2,041

ﾄﾞｱのﾃﾞｻﾞｲﾝによって対応していない
開閉方法もあります。

https://www.imdoor.com/lineup/

YUシリーズ

サザンアッシュ室内ドア
クラシックで上品な室内ドア
重厚感のあるサザンアッシュに堅牢なウレタン塗装を施した
室内ドアで、装飾的でありながら洗練されたデザインが、
時代を問わず愛され続けています。
格調高く、落ち着いたクラシックインテリアに最適です。

■こだわりのカラーバリエーション
親子ドア

片引き

商品詳細は
こちら

引違い戸

①ｸﾘｱｵｰｸ色

②ﾐﾃﾞｨｱﾑｵｰｸ色

③ｱﾝﾊﾞｰｵｰｸ色

⑨ﾋﾟｭｱﾚｯﾄﾞ色

⑫ｳｫｰﾙﾅｯﾄ色

⑬ﾎﾜｲﾄ色

⑦ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｯｸ色

▲商品詳細は
こちら

※⑬ﾎﾜｲﾄ色の場合、ドア本体価格より30%アップとなります。

■JN170

■JN120

■JN410

■JN460

■JN151

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRｺｰﾄﾞからご確認下さい

PureStyle

国産の桧材を使用した無垢木製ドア

HINOKI

デザインにこだわったおしゃれな引き戸

■カラーバリエーション

ｸﾘｱ

ｼﾙﾊﾞｰ

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｵﾊﾟｰｸﾎﾜｲﾄ

■UD921

■UD931 ⑦ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｯｸ色

③ｱﾝﾊﾞｰｵｰｸ色

ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ

商品詳細は
こちら

⑫ｳｫｰﾙﾅｯﾄ色

片引き戸（ﾎﾟｹｯﾄ枠）

■FD311-MF1620W

通常在庫品

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

Ｆ☆☆☆☆

高いコストパフォーマンスとペイント栄えの
良さで人気を誇るドア。
デザイン性の高いレイズドパネルは
木目調とスムースの2種類がございます。
インテリアに合わせてお選び下さい。

JWシリーズは国内でも実績のある木製扉です。
アメリカンタイプならではの温もり感と、
高級感を感じさせるドアパネル。
開き戸、両開きドア、引き戸に対応します。

■ファクトリーペイント塗装について
MNシリーズは工場にて塗装が可能です。

■樹種のバリエーション

ホワイト

■PU140
(枠外ｻｲｽﾞ：W730/770/800/873×H2041）
12

ハニー

引違い戸
商品詳細は
こちら

■HD195

片引き戸（ｱｳﾄｾｯﾄ枠）

納期

引違い戸

(枠外ｻｲｽﾞ：W1448/1508/1640×H2041）
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

■MN-2S

通常在庫品

上品でエレガントな印象の木製ガラスドア

ﾍﾑ
片引き

③ｱﾝﾊﾞｰｵｰｸ色

(枠外ｻｲｽﾞ：FW:1568×FH2041）

JWシリーズ

Ｆ☆☆☆☆

反りや曲がりに強いモールドパネルのフラッシュドア

ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ

片引き戸（通常枠）

■UD951-CS1220B

(枠外ｻｲｽﾞ：
(枠外ｻｲｽﾞ：
(枠外ｻｲｽﾞ：FW:1190×FH2041）
FW:730/770/800/873×FH:2041） FW:730/770/800/873×FH:2041）

MNシリーズ
片開き戸

ﾚｯﾄﾞ

約 1〜1.5ヶ月

納期

Ｆ☆☆☆☆

室内ドア

室内ドア

ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ

ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

約 1〜1.5ヶ月

納期

マットペイントドア

ﾁｬｺｰﾙ

室内ドア

https://www.imdoor.com/lineup/
Ｆ☆☆☆☆

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

アンティーク トリュフ

▲商品詳細は
こちら

納期

約4日～1.5ヶ月(加工による)

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ：W610/661/712/762/813×H2032）
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRｺｰﾄﾞからご確認下さい

ﾚｯﾄﾞｵｰｸ

■JW1590R

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ

▲商品詳細は
こちら

約4日～1.5ヶ月(加工による)

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ：W762/813×H2032）
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

室内ドア

室内ドア

https://www.imdoor.com/lineup/

BLシリーズ

納期

Ｆ☆☆☆☆

様々なインテリアに合わせやすい幅広いデザイン

掲 載 商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

約1週間〜5週間（加工による）

ＰＨシリーズ

https://www.imdoor.com/lineup/
納期

Ｆ☆☆☆☆

約1.5ヶ月前後

■デザインラインナップ
マツ浪漫ドア
信州あづみの松を使った、洗練された室内ドア

■選べるアクセサリー

華やかでありながら落ち着きのある佇まいは、
大正ロマンやレトロモダンの空間にふさわしく、
美しく凛とした風格があります。
框部分は柾目（まさめ）、
鏡板部分には板目（いため）を使用。
木製の優しいぬくもりが伝わる
こだわりのドアパネルです。

・レバーハンドル

■マツ浪漫標準取手

商品詳細は
こちら

・引き手
室内ドア

室内ドア

■IM-BL-MD2PV

■IM-BL-MD915

■IM-BL-MDFL

■IM-BL-MD2PVB-2

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ：W610/660/
711/762/813×H2032）

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ：
W711/762×H2032）

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ：
W711/762×H2032）

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ：
W597/751/903×H2006）

ＰＨシリーズ

商品詳細は
こちら

・折り戸用ツマミ

納期

Ｆ☆☆☆☆

約1ヶ月前後

ユーロトレンド プレミアム
ﾖｰﾛｯﾊﾟﾃﾞｻﾞｲﾝと質感を追求したドア

■IM-M51L

■IM-M81

サイズオーダー ＣＬシリーズ

納期

Ｆ☆☆☆☆

厚み/33～50mm

1ヶ月〜1.5ヶ月

古くより飛騨高山の大工は類稀なる木工技術から
「飛騨の匠」と呼ばれ、多くの神社仏閣の建設に
関わり、都の造営に貢献して来ました。
その繊細で高度な木工技術は現代の「飛騨の匠」に
受け継がれており、建具作りに活かされております。
CLシリーズは「飛騨の匠」たちによって
伝承されてきた技術とノウハウが遺憾なく
発揮された天然木の受注生産室内ドアです。
商品詳細は
こちら

高さ/
1800～2600mm

また対応サイズは右記の通り
ですが、デザイン及び
強度上作成が困難なものも
ございます。
詳細についてはお問い合わせ下さい。

■ユーロトレンド標準取手

■仕上げ色一例

T2ﾀﾞｰｸｱﾝﾊﾞｰ

■ﾁｰｸ
V1ｸﾛｰﾑ

■IM-M11

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

オーダーメイドだから部屋の
スペースやイメージに対応した
オリジナルのデザインやサイズの
建具が制作可能です。
ご希望のイメージをお聞かせ下さい！
もちろん規格のデザインも
多数取り揃えております。
商品詳細は
こちら

T2本金ﾒｯｷ

■IM-M311

オーダーメイド（デザイン・サイズ）

中でも最上級グレードの
「PREMIUM」は、あなたの独創的な
デザインを叶えます。
最高の素材と品質で一品ずつ
製作するドアです。

T2ｻﾃﾝﾆｯｹﾙ

・折戸用取手

飛騨高山の熟練職人によるオーダーメイド

PHシリーズ ユーロトレンドは、
種類の多さが特徴です。

T2ｸﾛｰﾑ

・引戸用取手

・開戸用取手

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

■ﾌﾞﾗｯｸｳｫﾙﾅｯﾄ

■ﾌﾞﾗｯｸﾁｪﾘｰ

ﾗｽﾃｨｯｸﾅﾁｭﾗﾙ

■ﾎﾜｲﾄｵｰｸ

(ﾄﾞｱｻｲｽﾞ：W610/711/762/813×H2032×D35）

V1ｻﾃﾝﾆｯｹﾙ

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

ﾗｽﾃｨｯｸｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ

ﾗｽﾃｨｯｸﾌﾞﾗｳﾝ

ﾗｽﾃｨｯｸﾛｰｽﾞ

ﾗｽﾃｨｯｸﾌﾞﾗｯｸ

幅/600～1200mm

■デザイン一例

※色合いは写真と現物が異なる場合があります。

■ACE DOOR標準取手

ACE DOOR
MADE IN USA.の唯一無二のドア
「ACE DOOR」に使われているドアパネルは
北米で製造されています。
そのドアパネルを、技術の優れた日本で
仕上げています。
また1枚1枚にロットナンバーが
入っており、右下には「ACE」の
刻印が入ります。

・開戸用取手

■ガラスドアデザイン

・引戸用取手

商品詳細は
こちら
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ｼｮﾙﾀﾞｰｽﾀｲﾙ

ﾍｯﾄﾞｽﾀｲﾙ

ﾗｰｼﾞｽﾀｲﾙ

・ドアパネル

・クローゼット取手

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

■IM-ZY130-R-SGL ■IM-KCH-PAB-TGS ■IM-TP-03M

■IM-PT-01RKZ

■IM-WB-TZG

■IM-栓-03RZP

※色合いは写真と現物が異なる場合があります。 ※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

オートロック

IM K-drive

電池

オートロック

https://www.imdoor.com/autolock/
暗証番号対応

掲 載 商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

https://www.imdoor.com/autolock/

お手軽エントランスシステム

カードキー対応

ご家庭・小規模オフィス向けオートロック
安心安全のかざすだけ非接触カードキーシステム

マンションやアパートの既存エントランスにワイヤレスを導入
コストを抑えたオートロックシステムの新定番

オートロック

オートロック

■施工事例

■ドアの加工なし、電気配線なしで設置が可能
（※下記の「交換可能な既設の鍵・ドアの種類」の条件を
満たしている場合のみ）
■いざという時のために、シリンダー（鍵穴）を残した設置も可能
鍵でも解錠できる仕様にできます。（※ドアの加工が必要です）
■高い静音性
解錠・施錠時のモーター音などドアとの距離が10cmでも69dbです。
■「毎日使うあのカード」が鍵になる
当製品の専用カードのほか、Suica・PASMO・タスポ・ワオンカード・
ナナコカード・エディカードなどがカードキーとして登録できます。
★登録数：マスターメディア（管理者）2件、ユーザーメディア100件
■暗証番号による解錠
4～12桁の暗証番号での解錠が可能。
■リモコンによる遠隔操作（オプション）
離れた距離からでもリモコンでロック解除できるから
扉にまで開けにいく必要がありません。（見通し30m以内）
■交換可能な既設の鍵・ドアの種類
①錠前の刻印
ドアフロント面にある刻印をご確認下さい。
下記の錠前に対応いたします。

①刻印

●美和ロック（刻印はMIWA）
LA/13LA/AL/DA/DAF/DASP/DH/DV/DVF
●ゴール（刻印はGOAL）
LX/HD/TX

④シリンダー
②バックセット

上記は一部です。詳細はお問い合わせ下さい。

④ハンドル
①フロント面

室外側（鍵穴残し）

③扉の厚み

室内側

SmartAshley

電池

暗証番号対応

カードキー対応

スマホ対応

Bluetooth対応のオートロック
■無加工で取り付け可能（対応錠前有り）
面倒な工事は不要です
■Felica & Mifaceが利用可能
混在使用も可能です
■ツーロック対応可能
上下逆も設置可能です
■Bluetoothを利用したワンタイムキー
管理者からの遠隔の配信が可能
■スマホ操作による解錠可能
オリジナルアプリをインストールして
アプリ操作にて解錠可能
※Bluetoothが届く範囲で機器起動時のみ

②バックセット（対応可能サイズ）
外開きﾄﾞｱ51mm以上～/内開きﾄﾞｱ38mm以上～
③扉の厚さ（対応可能サイズ）
30mm～50mm
④シリンダーとハンドル
独立していることが前提です。
ﾌﾟｯｼｭ・ﾌﾟﾙﾊﾝﾄﾞﾙのようにﾊﾝﾄﾞﾙ内に鍵が
付いている場合は、ﾄﾞｱ加工が必要です。

IM-ＩＤ602Ｂｈｏｏｋ

電池

暗証番号対応

カードキー対応

●扉取り付け写真

●門扉取り付け写真

■ローコストで設置
従来のオートロックの1/3～1/5以下の価格です。高くてあきらめていたオートロック物件が実現できます。
■簡単工事
工期は1日、共用部の配線も居室内の工事もございません。入居者様にご迷惑をおかけすることなく導入できます。
■維持費０
わずかな電気代のみで、月々の支払など発生しません。しかもメンテナンスもほとんど不要です。
■鍵は使わずカード、テンキー開錠
入館にはカードを使うので、鍵は使いません。今までのように鍵の複製・紛失・交換作業もなくなります。
■防犯効果UP
電話番号を知らないと呼び出せないシステムで安心です。女性の方が多いご物件にオススメです。
★エントランスシステムの使い方

■導入ﾘｰﾀﾞｰ例
①ST-520MB (非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ)

【居住者が入室する場合】

屋内引戸対応のオートロック

・ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ式・非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ、
ﾈｯﾄﾜｰｸ接続不要
・ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式・ﾃﾝｷｰにﾀｯﾁすると
数字部分が自動点灯します
・ｶｰﾄﾞ登録枚数は最大2,000枚、
暗証番号は最大8種類登録可能
・４つのﾓｰﾄﾞ搭載、
ｶｰﾄﾞ＋暗証番号の解錠ﾓｰﾄﾞは
ｾｷｭﾘﾃｨ性を高くします
・対応ICカードはMIFAREﾀｲﾌﾟ

住人の方は鍵を使わず、登録したご自身の
Suica・pasmoカード類、又は物件専用カードで
自由に入ることが出来ます。
緊急時は暗証番号や鍵で入ることもできます。

引戸

②GM3000（ﾏﾝｼｮﾝ向け共用ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ）

【居住者以外（来訪者）が入室する場合】

１

２

商品詳細は
こちら

・共用玄関がﾀｸﾞを近づけるだけで
簡単解錠出来る用になります。
・小さなお子様やお年寄りの方でも
問題ない簡単操作！
・登録した専用の解錠用ﾀｸﾞでしか
解錠できませんので、ﾀｸﾞの
無断複製等の心配もございません

３

■モバイルキーシステム
・安心の引戸用オートロック機能・簡単操作
・セキュリティの強化・鍵の管理を簡単・便利に
・電気工事不要、工事費も安心価格（扉に穴加工は必要）
・引き戸に取付できる新発想構造、スライドドアなど対応可能
・扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
・簡単設定「ホームモード」、
管理者権限「セキュリティーモード」搭載
・店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、
オートロック機能と切替可能
・扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット
オートロックの
・マナーモードや電池切れお知らせ機能など
詳細はこちら
様々な安心・便利機能を搭載
■取り付け条件
・屋内用の引き戸であること
・ドアの厚さ：35～50mm
・バックセット：60～105mm
16

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

① 来訪者は携帯電話でエントランス前で住人の方に連絡します。
② 電話を受けた住人の方は、部屋に備え付けの
「オートロックの解錠リモコンスイッチ」を押します。
③ オートロックが開いて来訪者は入場します。
★当システムで来訪者が入場する場合、主に室内にいる居住者と、
携帯電話等による連絡が必要になります。
（当システムではインターフォンはつきません）
居住者の連絡先を知っている者しか入場できないため、
部外者が建物内により入館しにくいという利点がございます。

③P-Face XTD（顔認証ｶﾒﾗ）
・顔認証、手のひら認証の機能を
備えたｶﾒﾗｼｽﾃﾑ
・ﾏｽｸを着用した状態でも
本人確認が可能です
・ﾏｽｸ着用の有無の検知、
体表面温度の測定も有りで、
感染症対策にも相性抜群です。

※掲載商品は一例です。
お客様のご希望に沿って商品をご案内します。

【お見積もりについて】
右のQRコードを読み込み、ご連絡先等を入力の上、送信してください。（FAXでも対応いたします）
弊社の担当者が内容等を確認し、メール・FAX・お電話のいずれかにてご連絡差し上げます。
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

ガレージドア

REシリーズ

掲 載 商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

ガレージドア

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

スチールドア

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

REシリーズ メタルフラットドア

スチールオーバースライドドア

シャープで美しいフラットデザインドア

高性能でありながら、リーズナブルなガレージドア

機能性と安全性を備え持つ次世代ガレージドア

●三重コーティングが施されたパネル表面鋼材により、
耐久性とローメンテナンス性を両立。

美しい外観デザインだけでなく、ガレージドアに求められる
機能性／安全性／耐久性／気密性／断熱性／遮音性の
全てにおいて高水準な商品です。
サイズは規格サイズ有り（詳しくはHPを参照）
また高さ：1830mm～3110mm 幅：1500mm～6050mmであれば、
サイズオーダーの対応が可能です。

●ドア下部に装着された球状ウエザ－ストリップが
床面にフィットし、 雨水・埃等の浸入を防ぎます。
●ナイロンローラーと静音性能抜群のドイツ製ﾏﾗﾝﾃｯｸｵｰﾌﾟﾅｰの
組み合わせにより 業界最上級の静寂性を実現。
早朝や深夜の開閉も安心してお使いいただけます。

■カラーバリエーション

■ドア内部構造

■Window Designs

REシリーズは、表と裏のスチールパネルにポリエステル
断熱材を挟み込んだ三層構造の最上級タイプ。
スチール1枚のドアとは、断熱性・静粛性が格段に違います。

○レイズドタイプ・フラットタイプ対応

一般的なスチールドア

商品詳細は
こちら

IGシリーズ
○レイズドタイプのみ対応

木製ガレージドア

気品ある風格とぬくもりの木製ガレージドア
ガレージドア

ガレージドア

シンプルで飽きのこないデザイン
安らぎを与えてくれる木製のガレージドア。
木製だからこその優れた断熱性・保湿性・
遮音性があなたと愛車の時間を守ります。
商品詳細は
こちら

■材質
■ドア基本サイズ表
高さ(mm)

幅(mm)

1,905

2,438

2,743

3,048

3,657

4,877

5,485

1,981
2,057
2,134

2,438
2,438

2,743
2,743

3,048
3,048

3,657
3,657

4,877
4,877

5,485
5,485

2,438
2,438

2,743
2,743

3,048
3,048

3,657
3,657

4,877
4,877

5,485
5,485

2,438

2,743

3,048

3,657

4,877

5,485

2,438

2,743

3,048

3,657

4,877

5,485

2,286
2,362
2,438

レイズドタイプ

米ヒバ

米杉

米松

米栂

フラットタイプ

■カラーバリエーション
塗料は木に優しい浸透性のあるタイプを採用。
木の保護（防腐・防虫・防カビ）に優れたものを使用。

●魅力的なパネルデザインは洋風、和風、和モダンなど
ジャンルに問わず、あらゆる住居に調和します。
■カラーバリエーション（基本色）

●シンプルなデザインが、様々な住宅デザインに調和すると
建築家の方々より高い評価を頂いてるドアパネルです。
■カラーバリエーション（基本色）

ライトオーク

ダークオーク

ウォルナット

エボニー

ドリフトウッド

マホガニー

ナチュラル

チーク

※木の表面を保護し、いつまでも美しく良好な状態で
使っていただくため、メンテナンスの再塗装が必要です。

ホワイト
アーモンド
※お客様のご希望の色に塗装できるオーダーペイントも承っています。
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商品詳細は
こちら

ホワイト
アーモンド サンドトーン
ブラウン
ブラック
※お客様のご希望の色に塗装できるオーダーペイントも承っています。

商品詳細は
こちら

※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

※お問い合わせ・お見積り・ご注文を希望のお客様は、右記のQRコードを読み取っていただき、
シートをプリントアウトしてファックスにてお送り頂くか、同様の内容をご記入の上、メールにてお送り下さい。
ご相談・ご提案も対応させていただきますので、以下項目お分かりになる範囲ご記入下さい。
※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

階段
イタリア階段
KA-WDP1

階段

https://www.imdoor.com/stairs/
納期
通常在庫品

省スペースミニ階段キット

ST-WDP1

スマートで自由なロフト階段

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

約 7日間

https://www.imdoor.com/stairs/

ロフト用家具階段

収納階段キット
戸建てや賃貸物件に

スチールらせん階段

ボックス型家具の連結取付なので後付け可能

シンプルなイタリアンデザインのらせん階段
■基本キット
・段数(踊場含む) 12段
・ステップ（踏み板）数 11枚
・ポール手摺 片面
・階高 2310から2800mm
※ステップの数を変更する事で
階高2120mm～3270mmまで対応可
・蹴上げ 190から235mm
・最小平面積 600ｘ1550mm
・重量 約120kg（梱包込）

■基本キット
・段数(踊場含む) 13段
・ステップ（踏み板）数 12枚
・踊り場 1枚
・ポール（支柱）＆手摺セット
・階高 2730から3050mm
※ステップの数を変更する事で
階高2100mm～3760mmまで対応可
・蹴上げ 210から235mm
・平面直径
1200Φ/1400Φ/1600Φ
■ステップパネル（滑り加工）
材質：ポリウレタン
カラー：グレー（共通）

■ステップ（踏み板）
材質：ビーチ集成材クリア塗装
カラー：ライト／ダーク

ライト

品番：IM-STANDARD-WDL8
階段サイズ：W1640xH2295xD600
段数：本体9段(ロフト床面が最終段の10段目）
手すり長さ：2400mm（ホワイト色）
素材：高強度メラミン（ホワイト色）
総重量：約150kg
納期：約50日～(海外受注生産品)
価格：家具階段本体 280,000円（税・送料別）
壁付手すりセット 10,000円（税・送料別）

■手摺
材質：アルミ芯入りﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
カラー：グレー（共通）

ダーク

現場にあわせた特注寸法や、ご希望のデザインも
ご提案可能です。
(例)サイズ変更、部屋側手すりに変更(木製･スチール）
引出追加、扉追加、TV台付、デスク付他

■ステップ＆支柱
材質：スチール
カラー：ホワイト/クローム

■サポート支柱＆ポール手摺
材質：スチール
カラー：ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ/ｸﾞﾚｰ

ブラック

安全性、収納力、デザイン性に優れ、
４種類の家具を組み合わせ従来のはしごに
代わる階段としてお使いになれます。

※ステップは焼付け塗装

ホワイト

ホワイト

クローム

階段

階段

本体内訳：
・両開きクローゼットｘ1（※現場組立）
・３段ボックスｘ2
・２段引出ｘ1
・小扉付き1段ボックスｘ1
・ブラケット付手すり

グレー
▲商品詳細は
こちら

▲商品詳細は
こちら

RI-WDP1

木製+スチールらせん階段

STZ-WDP1

メイン階段でも使えるφ1780もラインアップ

屋外用

スチールらせん階段

シンプルなエクステリア階段

■基本キット
・段数(踊場含む) 13段
・ステップ（踏み板）数 12枚
・踊り場 1枚
・ポール（支柱）＆手摺セット
・階高 2710から3090mm
※ステップの数を変更する事で
階高2080mm～3800mmまで対応可
・蹴上げ 210から235mm
・平面直径
1180Φ/1380Φ/1580Φ
※建築基準法適合サイズの
Φ1780もございます。
詳しくはHPをご確認下さい。
■ステップ（踏み板）
材質：ビーチ集成材クリア塗装
カラー：ライト／ダーク
■手摺
材質：ｱﾙﾐ芯入りPVC
木目調仕上げ
カラー：踏み板と同色

■基本キット
・段数(踊場含む) 13段
・ステップ（踏み板）数 12枚
・踊り場 1枚
・ポール（支柱）＆手摺セット
・階高 2730から3050mm
※ステップの数を変更する事で
階高2100mm～3760mmまで対応可
・蹴上げ 210から235mm
・平面直径
1200Φ/1400Φ/1600Φ
■ステップ
材質：亜鉛メッキ加工スチール

（左上がりタイプ） オープンボックスは補強のため中央に中板が入ります。クローゼットはロングコートが掛けられる収納力です。

ロフト用家具階段
■手摺・取付部品
材質：PVC
カラー：グレー

カスタム例

御見積ご希望の方は、必要情報（階高：設置床面〜ロフト床面、平面図＆短計図・お写真等）
とご希望内容をメールでお送り下さい。

■支柱
材質：亜鉛メッキ加工スチール
■取付金具（ナット・ボルト）
材質：ステンレス

ライト

ダーク

■支柱
材質：スチール
カラー：ホワイト
▲商品詳細は
こちら

●オプションとして、段数を増やす「追加ステップ」や吹き抜け部分に取り付ける「欄干手摺セット」、
落下防止用の「ライザーバー」などの部品がございます。商品によって異なるので、詳しくは商品ページよりご確認下さい。
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▲商品詳細は
こちら

デスク付
※価格表記は全て消費税別・送料別となります。

L字タイプ

部屋側スチール手すり付

部屋側木製手すり付
21

壁付け折りたたみ収納いす
壁埋込み/面付け/後付けタイプ

掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

壁収納・壁装飾

https://www.imliving.com/foldingchair/
玄関や店舗のウェインティングスペース、荷物の仮置きにも

スマートな壁付収納椅子

https://www.imliving.com/smartwall/

長押ラック、長押ハンガー、ウォールシェルフ、シェルフ棚
別売りのフックや棚など
専用オプションが充実しています。

日本家屋の伝統ともいえる 長押（なげし）を現代風に

長押ラック

物件内容や取付時期に合わせて3タイプ

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

奥行3.1cm

奥行5cm

・埋込みタイプ（◎新築）
・面付けタイプ（◎リフォーム）
・後付けタイプ（◎既存物件/柱ピッチ455mm）
落ち着いた木目のカラー3色をラインアップ。
同カラー仕上げのI型手すりのご用意もございます。
色：ホワイト(WH)、ナチュラル(NA)、ブラウン(BR)
品番・価格（●●は上記色番号）：
・埋込みタイプ IM-SU-01N-●●-WDN15 40,000円
・面付けタイプ IM-SU-02N-●●-WDN15 47,000円
・後付けタイプ IM-SU-03N-●●-WDN15 50,000円
座面サイズ：
埋込み・面付け
後付けタイプ
安全荷重：100kg

390ｘ262.5mm
525ｘ263mm

※下地のある壁に取付下さい

新築以外にも、リフォームやバリアフリーなどで
多くの現場で使われている人気製品です。
図面・施工資料はインターネットでご覧頂けます。

奥行3.1cmタイプ
幅(mm)

ミニフック付きで小物も掛けられます

金額

900

7,900円

1800

12,700円

品番

アイボリー・セピア・ナチュラル

IMMR 40●●-WDB6
●●は色番号

奥行5cmタイプ
幅(mm)

金額

95 ・ 58 ・ 60

900

8,700円

96 ・ 59 ・ 61

1800

14,500円

幅900/1800ｘ高さ80ｘ奥行31mm フック、木壁用ネジ付

上にＣＤ等のせてのディスプレイも楽しめます。
品番
IMMR 40●●-WDB6
●●は色番号

97 ・ 62 ・ 64
98 ・ 63 ・ 65

幅900/1800ｘ高さ80ｘ奥行50mm 木壁用ネジ付

サイズオーダーも可能です。 可能幅：501～3600mm
奥行3.1cｍ/品番 IMMR9996-WDB6 ※ 幅と色をお知らせ下さい。

サイズオーダーも可能です。奥行5cｍ/ 可能幅：501～3600mm
品番 IMMR9997-WDB6 ※ 幅と色をお知らせ下さい。
現場でお好きな色に塗装可能な
無塗装品(木地タイプ)もあります。
幅900/1800mm

埋込みタイプ

スリム長押ハンガー
石膏ボード壁にも対応
別売りのフックや棚など
専用オプションが有ります。
面付けタイプ

同色のI型手すりは別売です。
安全性がアップします。

幅(mm)

金額

606
909
1818

2,800円
3,800円
6,800円

品番
IMMR 43●● - WDB6
●●は色番号

サイズオーダー可能
可能幅：501～1800mm
品番 IMMR9904-WDB6
幅と色をお知らせ下さい。
アイボリー・セピア・ナチュラル

15 ・ 19 ・ 17
16 ・ 20 ・ 18
37 ・ 39 ・ 38

幅606/909/1818ｘ高さ47ｘ奥行29mm フック、石膏ボード用ピン・木壁用ネジ付

フック無タイプ 11,250円
フック付タイプ 12,250円
後付けタイプ

カラー（上から）
ホワイト
ナチュラル
ブラウン

物干しシェルフ棚・オープンクローゼット収納

使用例

オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフ

窓上に設置すれば棚付き室内物干しとして。ロングサイズはオープンクローゼットとして。

※軽量鉄骨造(LGS)タイプもあります。お問合せ下さい。
オープンクローゼットとして

玄関以外にも、脱衣所、公共スペースや店舗でお使い頂けます。
化粧シートとフレーム部分のカラーオーダーも可能です。（カラーオーダー納期約1ヶ月）

●サイズ： 4バリエーション
W540・740・1250・1650
●本体色：ホワイト色
●パイプ色：ホワイト色・木目調バーチ色
ホワイト色
ホワイト色

品番

IM-SHELFWALLY●●● -WDM14

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。

洗面所

●●は幅

店舗ウエイティング・スペース ※カラーオーダー
※価格表記は全て消費税別・送料別となります。

棚付きなので洗濯ラックとしても好評。
洗濯ラックとして

バーチ色
バーチ色

●付属品： 取付金具：AトラスФ4、ブラケット
●最大荷重： シェルフ10kg、パイプ10kg

病室

壁収納・壁装飾・インテリア

壁収納・壁装飾・インテリア

色（3色）
左から
アイボリー
セピア
ナチュラル

ゆっくりおろして、軽～く元の位置へ
オリジナルのトルクヒンジの採用で
座面がバタン！と倒れません。
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アイボリー・セピア・ナチュラル

物干しシェルフとして

幅(mm)
540
740
1250
1650
23

掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

壁収納・壁装飾

壁収納・壁装飾

https://www.imliving.com/smartwall/

マグネットが使える内装パネル・ボード

磁石がつく新たな壁面収納

マグネットが使える不燃内装パネル

写真の収納ボックスや棚、タオルハンガー、
フック等マグネットアイテムも販売しています。

ファブリック調・ウッディマグネットボード

●アートパネルタイプ
使わない時は、おしゃれな
アートパネルとして
お楽しみ頂けます。

カラーによって
サイズは異なります。

6デザインのラインアップ。

サイズ(WxH)

600ｘ450

600ｘ600

900ｘ600

1200ｘ900(*)

金 額

13,000円

17,000円

18,900円

29,000円(*)

(*印はアイボリー、ベージュ、グレー色のみ）
付属品：マグネット、石膏ボード用ピン・木壁用ネジ付

アイボリー

ベージュ

グレー

サイズ(WxH)

600ｘ450

イエロー

パールベージュ
マットホワイト
ヘアラインゴールド

ブルー

モザイクベージュ

プラントベージュ

プラントブラウン

ノルディックグレー

●プレーン(アイボリー色/セピア色）
●スリット(アイボリー色/セピア色）
●フック付(ナチュラル色/セピア色）

調味料も調理器具も取りやすい場所にセッティング
マグネットタイプの収納家具は多数ご用意しています。
棚は外してお掃除できるので壁面はとても衛生的！

910ｘ1820
3ｘ6板(2枚入）

IMMP0306PW

11,700円
13,000円

900ｘ600

1200ｘ900

16,300円
29,000円
18,000円

25,000円
46,000円
30,000円

アイボリー

セピア

ナチュラル

3デザインの木目調
マグネットボード
スリットタイプは、レールに掛
けられるミニフックとポケット付。
フック付タイプは、おしゃれな
ドット柄デザインでフック付。

-

マグネット、石膏ボード用ピン、
木壁用ネジ付き

-

プレーン
スリット
フック付

パールホワイト

パールベージュ マットホワイト

ヘアラインシルバー ヘアラインゴールド

プレーン(写真の色：アイボリー色）

装飾用グリーン

マグネットが使える内装ボード
アクセントウォールや、室内の隙間スペースの
壁面を有効活用

スリット（写真の色：セピア色）

フック付（写真の色：セピア色）

ショッピングセンター、スーパーマーケット、カフェ、ホテル、
クリニック、オフィス、施設で
デザインポット IMGR4065-WDB6
1000ｘ450ｘ250 25,000円

①

壁収納・壁装飾・インテリア

壁収納・壁装飾・インテリア

ヘアラインシルバー

IMMP0308PW
IMMP0308PB
IMMP0308MW
IMMP0308CS
IMMP0308CG

ピンク

ウッディマグネットボード

棚を増やしたり
お子様の成長に合わせて
タオルや棚の高さを
自由に何度でも
変更可能です

パールホワイト

フラットなので連結して大型掲示板としても使用可能です。

無地のファブリック調
掲示板
6色のラインアップ

見切り材等
専用補助部材や
施工キットの
ご用意もあります。
←色
ヘアラインゴールド

磁石が付く掲示板、
クリニックで人気

●プレーンタイプ

厚み 3.4mm
丸のこでカット可能

910ｘ2420
3ｘ8板(1枚入）

https://www.imliving.com/smartwall/

ファブリック調マグネットボード

不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。
耐汚性、水拭き可能なので洗面所やトイレにも
使用おすすめします。(マットホワイトを除く）

カラー/サイズ

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

⑥

マグネットが使える内装ボードがあれば、
磁石付きの収納ボックスで自由な整理整頓が可能に。
鋲を使わない、安全でおしゃれなディスプレイ

②

③

⑥
⑦

写真のマグネット付の棚・ボックス・フレーム・
ウッドデコレーション・フック等もお求めいただけます。

④

⑤

■サイズ：900ｘ2400ｘ3.4～3.5mm
■カラー/品番
ホワイト/IMIE-0001-WDN21
グレージュ/IMIE-0002-WDN21
ライトオーク/IMIE-0003-WDN21
ミディアムウォールナット/IMIE-0008-WDN21
ダークマホガニー/IMIE-0006-WDN21
ナチュラルオーク/IMIE-0004-WDN21
チェリー/IMIE-0007-WDN21

①デザインポット②グリーンスタンド③パーテーションBOXプランター、
④卓上間仕切ポット⑤卓上ポット⑥連接グリーンパネル⑦単体グリーンパネル

多数特注サイズ
ご対応します。
お問合せ下さい

連接ポット
(上）IMGM4758-WDB6 1205ｘ300ｘ170 43,000円
(下）IMGM4760-WDB6 1205ｘ700ｘ120 49,000円

アクセントウォールとして
①
②
①

①

②

同色の見切り等のご用意もあります。
②
ホワイトボード仕様もございます→
③
②

ホワイト
24

グレージュ

ライトオーク ミディアムウォールナット ダークマホガニー ナチュラルオーク チェリー

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。

タテ・ヨコどちらの方向にも使用可能

③

ボックスプランター (左） IMGR5016 H1150mm 46,000円
（右） IMGR5008 H1700mm 52,000円
フロアグリーン IMGM5712 W1550xH1800xD1550mm 205,000円 ①連結グリーンパネル②連接グリーン③パーテーションBOXプランター
※価格表記は全て消費税別・送料別となります。

④
①組合グリーンパネル②壁掛けポット③パーテーションBOXプランター④連接グリーン
25

掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

壁収納・壁装飾

洗面キャビネット・ガラスボウル

https://www.imliving.com/magflart/

洗面キャビネット

装飾用グリーン・フラワー（マグネット付製品）

®Magflart
マグフラアート

★全てマグネット付

付けたり外したりが簡単にでき、飾り方のバリエーションが豊富です。

マグフラアート専用サイト

＊"MAGFLART"(Magnet Flower Art, マグフラアート)はウィズフラワーの登録商標です。

https://www.imliving.com/magflart

ＨＷシリーズ洗面キャビネット
設置スペースに合わせて、お好きな天板、
洗面ボウル、水栓を組合せ。
ホテルライクなパウダールームをお宅に。
※天板幅等特注サイズも承ります

特注可 ご相談ください

室内・ホール

New!

サイズや天板をお選びいただけます

https://www.imliving.com/flower

貸 店舗やオフィス・在宅ワーク・教室など、営業中・開校 中 の 看 板や装 飾にも活 躍！

Entrance

高級感あふれるホテルライクな洗面化粧台

全てマグネット付き

★つけ外し簡単、取り外し後もキズや汚れが残りません！

大人気☆マグネット付で、つけ外し簡単、お洒落なフラワー・グリーンアート&サイン。

玄関まわり

https://www.imliving.com/washbowl/

商品詳細はこちら

「マグフラ」
「マグフラアート」は、磁 石でつくお 花のアート。

※マグネット付きですので、スチール製の素材やマグネット対応の素材に付け外しできます。

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

Room, Hall

引出両袖タイプ
368,700円～

MAGFLART

・天板（11種類）
人工大理石/人工石/天然大理石/御影石
・洗面ボウル（10種類）
・水栓金具（10種類）
・その他、専用排水金具・トラップ・止水栓の
ご用意がございます。

フラワーウェルカムフレーム

マグネットで簡単に華麗に装着！ 道具不要で
四季を飾る。14,300円税込(キャンペーン中は送料込)

壁収納・壁装飾・インテリア

お部屋はもちろん、
ゲストルーム、
結婚式のウェルカムスペー
ス、
お仕事のレンタルスペースやスタジオに。●フレームにマ
グネットがついています。吊り金具付きですので、
紐で吊して
飾ることも可能です。●季節のブーケに取替可
（オプション）

MAGFLART #02
納期：天板の加工に2～4週間かかります。

お部屋用のファブリックマグネットボードタイプ。
お部 屋 の 装 飾に。フラワー・グリーンにマグネットがついて
いて、季 節や気 分にあわせてアレンジ自在 。●フラワー・グ
リーンにマグネットがついています。

季節のお飾り

両開きタイプ
Ｗ620/780

引出片袖タイプ
Ｗ930/1010/1080/1160

引出両袖タイプ
Ｗ1245/1400/1555/

２ボウルタイプ
Ｗ1550/1620/1920

MAGFLART #03
広いスペース用の大きめマグネットボードタイプ。
店 舗 、会 社 などパブリックスペ ース用 の 商 品 です 。大き目 マ
グネットボ ードにボタ ニカ ル マグフラア ートを 付 けました 。
●フラワー・グリーンにマグネットがついています。

Season’s decoration

玄 関などに、季 節 のお花で演 出 。こちらもマグネット付きなので、付け外し簡 単です！
●フラワー・グリーン本体 裏にマグネットがついています。

プレーンホワイト

ホーリーピンキー

ナインクラウド

ナインファーティリティー

リアーナフラワー

ヌガー

ローズ

ムーアランドフォグ ビアンコ

ピーターラビットPRB2802

クレマ

ネロ

MAGFLART #05
玄関ドアや冷蔵庫用の小さめ
のマグフラアート。
IM-K394-4CP-WDH13

香りを付けられるお花が付いています。
〇アロマウォータースプレー付き。
●フレームにマグネットがついています。

MAGFLART #08

MAGFLART #09

MAGFLART #10

お正月のお飾り

お正月のお飾り

クリスマスデコレーション

パーティション・感染症予防対策

MAGFLART #07 [M]

サイズ M : 大きめボリュームサイズ。

※アクリル板サイズはS M 共 通です( 約 W 6 0 0 x H 6 0 0 mm) 。
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IM-K393-N4-CP-WDH13

ガラス手洗ボウル

IM-K393-N4-PB-WDH13

IM-K193-4CP-WDH13 IM-K193-4PB-WDH13

その他の色や柄模様、多数ご用意しています

安心かつ華やかな空 間でお客 様をお迎えしませ んか？ グリーン＆フラワーはマグネット付きで付け外しO K。

a

サイズ S : コンパクトなフラワー サイズ。

IM-K394-42BZ-WDH13

Partitions PPE

アクリルパーティションをグリーン＆フラワーで装飾。

MAGFLART #07 [S]

IM-K394-4PB-WDH13

洗面ボウル・水栓金具

ナインベリーホワイト ナインサウスポール

ブルー唐草

b

a. マグネット付フラワーをアクリル板両側からはさんで固定。 写真はSサイズ。
b. Sサイズの側面
c. Mサイズの側面

●フラワー・グリーン本体にマグネットがついています。

c

IM-A-105-WDN9 クリア

35,000円

サイズ：φ355×125mm（Sサイズ）
丸型排水栓付き
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
φ420ｘ145、φ310ｘ110も有り

IM-A-96-WDN9 星空

39,000円

サイズ：φ355×125mm（Sサイズ）
丸型排水栓付き
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
φ310ｘ110も有り

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載価格は洗面ボウルのみです。写真の水栓は含まれません。

IM-A-94-WDN9 花火

39,000円

サイズ：φ355×125mm（Sサイズ）
丸型排水栓付き φ310ｘ110も有り
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
水栓：単水栓IMJ30-WDN9
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

洗面・手洗ボウル
セラミック製ボウル

LLC-B-120

https://www.imliving.com/washbowl/
その他のサイズ・デザイン、専用排水金具・給水排水パーツ、水栓金具のご用意ございます

28,000円

サイズ：420x420x170mm
オーバーフローあり/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：お問合せください

LLC-B-254

30,000円

32,000円
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LLC-B-125

30,000円

LLC-B-010-3

LLC-B-238

24,000円

サイズ：460×280×140㎜
オーバーフロー無し/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：単水栓IM-MA402L1-PB-WDH7

30,000円

サイズ：585×390×210㎜
オーバーフローあり/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：混合水栓IM-2PCMG-M

28,000円

28,000円

LLC-B-258

30,000円

サイズ：590×360×120㎜
オーバーフロー無し/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：混合水栓IM-1LTLS-AB

28,000円

サイズ：560×480×200㎜
オーバーフローあり/排水金具別途
埋め込みタイプ
水栓：混合水栓IM-4PLVS-V

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載価格は洗面ボウルのみです。写真の水栓は含まれません。

LLC-HCL-1040-3-8-WDH7
サイズ：580×460×195㎜
オーバーフローあり/排水金具別途
埋め込みタイプ
水栓：混合水栓IM-8PLVG-V

洗面・手洗ボウル
タイル・磁器・陶器ボウル

IM-A250-WDN9 パステル

47,000円

その他のデザイン・サイズ・給水排水パーツ、水栓金具もございます

IM-A255-WDN9 マルチ

47,000円

IM-A-213-WDN9 アズーロ

53,000円

サイズ：約337×260×115mm
丸型排水栓付き その他色有り
置き型・1/4埋めで使用可能
水栓：単水栓IMMC-06-WDN9

サイズ：約338×268×115mm
丸型排水栓付き その他色有り
置き型・1/4埋めで使用可能
水栓：単水栓IMJ28-WDN9

IM-A-04-WDN9 オレンジ白吹き 37,000円

IM-A-146-WDN9 BLOSSOM-A

サイズ：約380×380×130mm（Lサイズ）
丸型排水栓付き φ320も有り、その他色有り
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
水栓：単水栓IM-J-06-WDN9

サイズ：約380×380×130mm（Lサイズ）
丸型排水栓付き φ320、その他の柄有り
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
水栓：混合水栓IM-J-10-WDN9

サイズ：約380×380×130mm（Lサイズ）
丸型排水栓付き φ320、その他の柄有り
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
水栓：お問合せください

IM-A-152-WDN9 鳥獣戯画

IM-ETSUKE-KITSUBAKI-WDY14 黄椿 30,000円

IM-020-31-WDJ6 黄金焼き締め 20,000円

サイズ：約320×320×110mm
排水金具別途 その他の柄有り
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
九谷焼 絵付手洗鉢

サイズ：約310×300×120mm
丸型排水栓付き その他サイズ有り
信楽焼手洗鉢 置型で使用可能
水栓：単水栓IM-Y5075H-2T-13-WDS10

39,000円

サイズ：約380×380×130mm（Lサイズ）
丸型排水栓付き φ320、その他の柄有り
置き型・半埋め・埋め込みで使用可能
水栓：お問合せください

37,000円

https://www.imliving.com/washbowl/

IM-009-40-WDJ6 白泥千紋様 35,000円

IM-mebi113-305-WDJ6 桜桃

サイズ：約400×400×140mm
丸型排水栓付き その他サイズ有り
信楽焼手洗鉢 置型で使用可能
水栓：単水栓IM-Y5075H-2T-13-WDS10

サイズ：約305×305×120mm
丸型排水栓付き その他色柄有り
信楽焼手洗鉢 置き型で使用可能
水栓：単水栓IM-Y5075H-2T-13-WDS10

サイズ：約400×400×140mm（Lサイズ）
丸型排水栓付き φ335も有り その他色有り
置き型・1/4埋めで使用可能
水栓：お問合せください

39,000円

26,000円

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載価格は洗面ボウルのみです。写真の水栓は含まれません。

IM-A-221-WDN9 フォーゲル 39,000円

洗面ボウル・水栓金具

洗面ボウル・水栓金具

サイズ：415x415x190mm
オーバーフローあり/排水金具別途
埋め込みタイプ
水栓：混合水栓IM-1PLAS-A

LLC-B-261

LLC-B-123
サイズ：460×460×160㎜
オーバーフローあり/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：混合水栓IM-1LTS-T

サイズ：510×500×160㎜
オーバーフローあり/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：混合水栓IM-1LTS-T

サイズ：595x440x160mm
オーバーフローあり/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：混合水栓IM-1LTS-T

LLC-HCL-1050

30,000円

サイズ：460×460×160㎜
オーバーフローあり/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：混合水栓IM-1LTS-T

サイズ：380x380x160mm
オーバーフロー無し/排水金具別途
オンカウンターシンク
水栓：お問合せください

LLC-B-244

LLC-B-171

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

IM-036-V265-WDJ6 海鼠(なまこ) 28,000円
サイズ：約340×265×135mm
排水金具別途
信楽焼手洗鉢 置き型で使用可能
水栓：単水栓IM-Y5075H-2T-13-WDS10
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

手洗・洗面ボウル・水栓
手洗・洗面セット

洗面・キッチン用水栓

https://www.imliving.com/washbowl/
その他のデザイン・色・サイズ・給水排水パーツ、天板、水栓蛇口ご提案致します

Ｓクレセント

混合水栓

https://www.imliving.com/water/
その他デザイン・サイズ・仕上げ色多数、給水パーツのご用意もございます

Ｍオーバル

シンク価格 18,000円

シンク価格 42,000円

カラーバリエーション：
・リアリーホワイト＊写真の色
・灰白
・青鈍（あおにび）
・ブラウニー
・ピスタチオ
巾300ｘ奥180ｘ高110-140mm

バリエーション：
・オールドイングランド＊写真の柄
・スロウカラーズ リネン(40,000円)
・コレクティブルズ
・ブランカ(40,000円)

写真の組合せ
単水栓：382012-WDD6
置型固定金具：P17250
排水金具付Ｐトラップ：P17122
アングル止水栓：P17142
給水管：P17150
パイン天板：E351251-WDD6

写真の組合せ
混合水栓：250610-WDD6
水栓ハンドル：287010、287020
排水金具・テール管32㎜：P17270
Ｓトラップ32㎜：P17300
アングル止水栓：P17140

Ｓレクタングル

Ｓオーバル

巾520ｘ奥410ｘ高195mm

シンク価格 25,000円

IM-1LTLS-CP-T

40,000円

洗面用混合栓 クローム色
高さ H323(吐水長:L140 吐水高:H225)

IM-1LTS-AB-T

38,000円

IM-1LWS-W-T

36,000円

洗面用混合栓 アンティックブラス色
高さ H204(吐水長:L107 吐水高:H115)

洗面用混合栓 クローム色
高さ H360(吐水長:L160 吐水高:H237)

IM-8PLVG-V

IM-1PLAG-A

IM-1LTLS-OV-T

38,000円

洗面用混合栓 クローム色
高さ H323(吐水長:L122 吐水高:H243)

シンク価格 16,000円

カラーバリエーション：
・スロウカラーズ リネン
＊写真の色
・ブランカ
[立水栓用(穴開き)][横水栓用]あり

バリエーション：
・コレクティブルズ＊写真の柄
・オールドイングランド
・ブランカ
・スロウカラーズ 亜麻色
・スロウカラーズ はなだ色
巾280ｘ奥220ｘ高105mm

巾350ｘ奥200ｘ高180mm
写真の組合せ
単水栓：382020-WDD6
排水金具付Ｓトラップ：P17110
横水栓用外付給水ユニット:EP17260

IM-4PCVS-V

40,000円

洗面用混合栓 クローム色 クロスハンドル
高さ H100(吐水長:L105 吐水高:H33)

80,000円

47,000円

IM-2PCMG-M

48,000円

洗面用混合栓 ブラス色 陶器ハンドル
高さ H89(吐水長:L119 吐水高:H40)

洗面用混合栓 ブラス色 陶器ハンドル
高さ H160(吐水長:L180 吐水高:H60)

洗面用混合栓 ブラス色 クロスハンドル
高さ H118(吐水長:L116 吐水高:H86)

IM-2PLVS-V

36,000円

IM-MA-Belltower-PB-WDH7 42,000円

414010-WDD6 クローム 58,000円

洗面・キッチン用混合栓 クローム色
高さ H275(吐水長:L205 吐水高:H225)

洗面用混合栓 ブラス色
高さ H363(吐水長:L140 吐水高:H200)

洗面用混合栓 ヘッド引出タイプ(400mm)
高さ H160(吐水長:L124 吐水高:H59)

IM-GR2342100J-WDH13

写真の組合せ
単水栓：250012-WDD6
排水金具付Ｓトラップ：P17112
水栓ハンドル：289062
ストレート止水栓：P17182
給水管：P17150
タモ天板：E351142-WDD6
天板飾り縁：E351322-WDD6
クラシックアングル：
E351152-WDD6、E351161-WDD6

単水栓

その他の色・デザイン・給水排水パーツございます

IM-4PLVA-R-V

48,000円

IMMC-07-WDN9 ブロンズ 15,000円

IMJ29-WDN9 マットゴールド 29,000円

IMMC-09-WDN9 シルバー 9,500円

IM552TLF-WDR15

117,000円

IM-SK075HCR-EWS-WDS29 38,000円

IM-LES071CR45-WDS29

単水栓 グースネック型サイドハンドル式
高さ H265(吐水長:L115 吐水高:H188)

単水栓 クランク型操舵輪風ハンドル式
高さ H318(吐水長:L150 吐水高:H200)

単水栓 クランク型サイドハンドル式
高さ H246(吐水長:L170 吐水高:H188)

テスラ洗面用タッチレス混合水栓
高さ H216(吐水長:L119 吐水高:H132)

洗面用混合栓 引棒付(引棒無も有り）
高さ H157(吐水長:L111 吐水高:H89)

洗面用混合栓 引棒無し(引棒付も有り） GROHEワンホール混合栓 クローム
高さ H134(吐水長:L121 吐水高:H73)
高さ H206(吐水長:L122 吐水高:H98)

IM-1PCVG-V ブラス

382019-WDD6 ブラス

250010-WDD6 クローム

IM-MA405C1-PB-WDH7

102,000円

IM-2594-CZ-MPU-DST-WDR15 72,000円

IM9159T-AR-DST-WDR15

154,000円

IM-9178T-RB-DST-WDR15 135,000円

ラハラ洗面用タッチレス混合水栓
高さ H222(吐水長:L140 吐水高:H113)

リンデン洗面用混合水栓
高さ H146(吐水長:L124 吐水高:H114)

トリンシックキッチン用タッチ水栓
高さ H413(吐水長:L241 吐水高:H224)

リランドキッチン用タッチ水栓
高さ H378(吐水長:L234 吐水高:H200)

32,000円

28,000円

クロスハンドル単水栓
吐水長:L205 吐水高:H230
※価格表記は全て消費税別・送料別となります。

26,000円

単水栓 立豆栓 省空間型
高さ H230(吐水長:L110 吐水高:H151)

22,000円

26,000円

単水栓リズ(別売ハンドル:品番289050） サブリナ・ネオ クロスハンドル単水栓 ブラス
高さ H151(吐水長:L110 吐水高:H54)
高さ H119(吐水長:L98 吐水高:H55)

M538T-CZ-WDR15

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。

48,000円

洗面ボウル・水栓金具

洗面ボウル・水栓金具

洗面用混合栓 アンティックブラス色
高さ H183(吐水長:L140 吐水高:H110)

洗面用単水栓 クローム色
高さ H344(吐水長:L150 吐水高:H200)

IM-MA-Clione-PN-WDH7

30

掲 載 商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

32,500円
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掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

真鍮 ブラス

https://www.imliving.com/brass/

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

真鍮 ブラス

https://www.imliving.com/brass/

ブラスコレクション スイッチプレート ｜ バス・
トイレタリー

ブラスコレクション

PFシリーズ ｜ ハンドル／ツマミ／フック

スイッチプレート / PB シリーズ

PF 真鍮無垢 プライム・フィールドシリーズ

ヘアライン仕上げ

素材そのものを活かしたシリーズ。機能美と無垢の家具との親和性を追及し、
デザインや仕上げにこだわりました。ポリッシュドヘアライン仕上げ。

■タオルバー

■ハンドル 引き手

奥行きが広く厚めのタオルも楽々。
台座は取り外し可能です。

IM790082
PB-02 PVD-B

IM790103
PB-03 WAB

IM790065
PB-04 AN

IM790104
PB-06 WAB

IM790066
PB-05 AN

Size W12 H12 D25

IM620536
PF7-140 HL

Size W463 H28 D55

Size W223 H28 D55

コンセントプレート / コスモシリーズワイド21用

IM620533
PF12-25 HL

Size W167 H30 D7

IM640104
21B PF SQ HL

スイッチプレート / PM シリーズ

最小限のエッジの面取りに
こだわった美しいツマミ

IM620537
PF7-160 HL

IM640103
45B PF SQ HL
IM790041
PB-01 CR

■ツマミ

Size W147 H30 D7

IM620532
PF12-21 HL

IM620535
PF7-110 HL

IM620531
PF12-18 HL

Size W117 H30 D7

Size W12 H12 D18

IM620530
PF12-15 HL

IM640102
21B PF HL

IM620534
PF7-96 HL

Size W238 H28 D55

Size W103 H30 D7

ハンドル 引き手

Size W12 H12 D21

Size W12 H12 D15

取手
■真鍮掠色仕上げ

■古色仕上げ(AN） / 古白色仕上げ(WAB)

IM-790301-WDG4
PM 01 HCL

IM-790302-WDG4
PM 02 HCL

IM-790303-WDG4
PM 03 HCL

IM-790245-WDG4
PCN 01 ANNI

IM-790246-WDG4
PCN 03 ANNI

IM620765
ﾊﾝﾄﾞﾙ CN ｵｰﾊﾞﾙ AN

IM620361
ﾊﾝﾄﾞﾙ CN ｵｰﾊﾞﾙ WAB

IM620766
ﾊﾝﾄﾞﾙ CN ﾗｳﾝﾄﾞ AN

IM620362
ﾊﾝﾄﾞﾙ CN ﾗｳﾝﾄﾞ WAB

IM620363
ﾊﾝﾄﾞﾙ CN ｽｸｴｱ WAB

IM620767
ﾊﾝﾄﾞﾙ CN ｽｸｴｱ AN

Bath & Toiletry / SBソリッドブラス クリアー仕上げ

Bath & Toiletry / CLクラシック

古色仕上げ

■古白色仕上げ

IM640313
タオルバー36CLAN

IM640811
TPH SB

IM640810
タオルリングSB

IM640316
タオルリングCLAN

IM640318
グラスホルダーCLAN

タオルバー36SB

IM620786
ﾂﾏﾐ 116-20 AN

タオルバー68SB

ダブルタオルバー68SB

IM620440
ﾂﾏﾐ 丸 S

IM620756
ﾂﾏﾐ DIA-S

IM620757
ﾂﾏﾐ DIA-M

IM620758
ﾂﾏﾐ ORE-S
ツマミの取付部品は
2つのボルトが付属

IM620439
ﾂﾏﾐ 丸 M
IM620759
ﾂﾏﾐ ORE-M
IM620438
ﾂﾏﾐ 丸 L

IM620761
ﾂﾏﾐ CRS-M

段付きボルト 4x45

ハンガーボルト 4x25

フック Designed Hook / Coat Hook

タオルリングCLAN

グラスホルダーCLAN

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

■ブラック仕上げ

■磨き仕上げ
TPH CL DC AN

タオルバー36CLAN

ダブルタオルバー36CLAN

IM610278
ﾌｯｸ ｷｬｯﾄ2ﾍﾟｱ

IM610938
ﾌｯｸｺｰﾄ S BK

ダブルタオルバー68CLAN

IM610185
ﾌｯｸ ｴﾝｼﾞｪﾙ
32

■アクリル＋真鍮クリアー仕上げ

IM620369
ﾂﾏﾐ R15-21 WAB

IM610181
ﾌｯｸﾘﾘｰ S

フックコートSB

IM620400
ﾂﾏﾐ 31-25

IM620402
ﾂﾏﾐ 31-38

IM640814
ダブルタオルバー68SB

TPH SB

IM620382
ﾊﾝﾄﾞﾙ BN11 BLG

■真鍮磨き仕上げ

IM620401
ﾂﾏﾐ 31-32

IM640311
TPH CL DC AN
タオルリングSB

IM620769
IM620365
ﾄｯﾃ ﾗｳﾝﾄﾞ AN ﾄｯﾃ ﾗｳﾝﾄﾞ WAB

IM640314
ダブルタオルバー36CLAN

IM640315
ダブルタオルバー68CLAN

IM610436
フックコートSB

IM620380
ﾊﾝﾄﾞﾙ BN11 BLW

インテリア金物

インテリア金物

IM640813
タオルバー68SB

IM620785
IM620368
ﾂﾏﾐ 116-16 AN ﾂﾏﾐ R15-15 WAB

IM620364
ﾄｯﾃ ｼｪﾙ WAB

IM620381
ﾊﾝﾄﾞﾙ BN11 BLR

ツマミ Standard Knob / Crystal Knob
■古色仕上げ

IM640812
タオルバー36SB

IM620768
ﾄｯﾃ ｼｪﾙ AN

IM610592
ﾌｯｸ ﾘｰﾌ S

IM610937
ﾌｯｸｺｰﾄ M BK

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

33

掲 載 商 品は一 例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確 認 下さい 。

ハンドル・取手

掲 載商品は一例です。
詳しい 情 報はQ Rコードからご確認下さい。

アイエムリビング

https://www.imdoor.com/doorhandle/

https://www.imliving.com/

クイックセット・木製ハンドル・真鍮鋳物

おすすめ商品

クイックセット ウルトラマックス シグニチャーズ

ＡＲ内装用モールディング

ファイポン - Fypon -

洋室装飾を豪華に仕上げる
各種モールディング

内装・外装用モールディング
ウレタン装飾材

メダリオン、廻り縁、巾木
チェアレール、フレーミング他

室内洋室用モールディング、
トリムの他、外装用
ルーバー、ポーチ手すり、アーチ、
窓用ヘッド他、輸入住宅のように
お部屋、外観を装飾します。
国内在庫多数揃えています。

Kwikset UltraMax Signatures

●玄関用ドアレバー/ハンドル
チェルシー

アーリントン

●室内用ドアレバー/ハンドル

シェルバーン

アムハースト

ホーソン

コモンウェルス

アバロン

外

ゴールド

ブルックレーン

ベネシアンブロンズ 11P

オースティン

サーカ

側

ポリウレタン、ポリスチレン製で、
軽量・施工性が良く、
お好きな色に塗装して
お使いになれます。

ゴールド
ベネシアンブロンズ 11P

コモンウェルス

サーカ

ブルックレーン

ハンコック

ローレル

ハンコック

ローレル

ベネシアンブロンズ 11P

内
側

US3 ゴールド

アンティークブラス US5

US3 ゴールド

US3 ゴールド

アンティークニッケル 15A

ゴールド

ベネシアンブロンズ 11P ベネシアンブロンズ 11P

サテンニッケル US15 ベネシアンブロンズ 11P アンティークブラス US5

アンティークブラス US5

アンティークニッケル 15A サテンニッケル US15 アイアンブラック 514

すがたかたち

●ドアハンドル内外両側2本セット ●ドアハンドル外側1本入

DH-I

ホワイト塗装の木目調の
腰パネル

ラグジュアリーな空間で
最高のリラックス時間を

見切や巾木部材もそろえた
デザイン性の高い
腰ホワイト木目調腰パネル

本物のようにゆらぐ炎
電気暖炉なので、煙突不要で
安全・安心設置

お部屋に高級感を持たせ
インテリアを引きたたせます。

正統派の高級マントルピース付
暖炉や、壁内埋め込みタイプ、
壁掛けタイプ、置き型タイプ等
多数ご用意がございます。

手すり・ブラケット

タイル

各種木製手すりや
手すりブラケット、
I型、L型手すりなど

レトロな柄からポップなデザイン
多数のタイルをラインアップ

商品詳細は
こちら

●手すり用1本入

材質: くるみ/オーク/チェリー/ウォルナット ※ラインナップは商品により異なります。

DH-A

DH-A

電気暖炉・ストーブ

木製ドアハンドル・取手・手すり

極上ビンテージ家具の様に美しいエイジングが楽しめ、使うほど手になじむ天然無垢材の
ドアハンドル。クルーズトレイン「ななつ星in九州」、クラブメッド、
５つ星ホテル、別荘、
スパ、レストラン、店舗など五大陸１２カ国の建築家御用達のハイエンドなコレクション 。
サイズ：S/M/L

ホワイトＭＤ腰パネル

DH-I

DH-J

DH-T

ドアハンドル

ドアハンドル

ドアハンドル

ドアハンドル

外側1本

外側1本

外側1本

外側1本

S ¥20,000〜
M ¥25,000〜
L ¥35,000〜

S ¥20,000〜
M ¥25,000〜
L ¥35,000〜

S ¥20,000〜
M ¥25,000〜
L ¥37,000〜

M ¥27,000〜
L ¥37,000〜

タモ、パラオーク・カバザクラ・
レッドパイン・桧・米松の
無塗装/塗装品
レザー調や手すり棒や
ホワイト、北欧フィンランドの
積層デザイン手すり他多数。
ホワイトやブラック、メタルの
モダンなブラケットもラインアップ

フランスの高級スキーリゾート 5つ星ホテル
"La Mourra"にて採用されています。

DH-P105
DH-J

DH-P200

DH-P100

¥28,000〜

インテリア金物

真鍮鋳物 取手・つまみ（鋳肌素地・黒染め）

¥28,000〜

¥18,000〜

取手 Handle ●●

①

¥39,500〜

IM-HB-200

¥28,000〜

小物掛け Hook ●●

IM-HB-201
¥3,420〜
③ IM-HB-202
¥3,660〜
① IM-HB-203
¥4,310〜
② IM-HB-204
¥4,310〜
②

商品詳細は
こちら

タオル掛け Towel Bar ●●

①
②

IM-BT-200
IM-BT-201

IM-BT-210

戸引手 Mortise Handle ●●

¥7,200〜

棚受け Shelf Board blacketandle ●●

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。

IM-TB-200
¥3,400〜
② IM-TB-201
¥3,400〜
①

IM-CB-200
¥2,710〜
② IM-CB-201
¥2,710〜
③ IM-CB-202
¥3,210〜
④ IM-CB-203
¥3,270〜
①

IM-CB-204
¥1,680〜
② IM-CB-205
¥2,060〜
③ IM-CB-206L/R
¥2,060〜
④ IM-CB-207
¥2,870〜

¥8,100〜
①

¥39,500〜

①

¥8,100〜
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DH-PL

取手 Handle ●●

①

IM-MB-200
¥2,560〜

IM-HB-210
¥2,450〜
② IM-HB-211
¥3,080〜
①

スイッチプレートやレタータイル
（アルファベット）も有ります。

リモート会議・テレワークブース

飛沫防止パーテーション

周りの音や人、映り込みを
気にせず仕事に集中

新型コロナウィルス感染対策
として飲食店だけでなく、
公官庁や店舗でもお使い
頂いています。

標準装備：
100WのLED照明、コンセント、
幅850ｘ奥行450mmのデスク、
煙感知器、換気扇
壁面：遮音用フェルトシート
W900xD1200xH2100mm
390,000円
受注生産品（納期約45日）

アクリル板やビニールシート
等、用途やサイズに合わせて
各種ご用意しています。
卓上置きタイプ、床置きタイプ、
パーテーション間仕切り
透明・スモーク・装飾付き
各種ご用意ございます。

テレフォンボックス

ドアハンドル感染症対策品

真っ赤な英国の公衆電話ボックスを
忠実に再現したテレフォンボックス
オフィスや施設の通話ボックスとして
イベント装飾品として人気があります。

ウィルス感染対策品
手が触れやすい既存ドア
ハンドルに設置するだけの
ドアハンドルアタッチメント
オフィスや工場、クリニックで
お使い頂いています。

W720xD710xH2250mm
ガラス入り扉
室内用
303,000円
ブラック色もあります。

おすすめ商品

●黒染め仕上

DH-PM

¥3,420〜

一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品、インテリア金物

●鋳肌素地仕上

DH-P210

ドアプレート内外2本セット ドアプレート内外2本セット ドアプレート内外2本セット ドアプレート内外2本セット ドアプレート内外2本セット ドアプレート内外2本セット

組合せ次第で世界でひとつだけの
アートが生まれます。
見慣れた壁や床にタイルを
貼るだけでも表情がゴージャスに
なったりポップになったり
見違えるほど変化します。

●腕やひじで扉を開ける
・レバーハンドル用
アタッチメント
・引き棒・押し棒用Jアタッチメント

※価格表記は全て消費税別・送料別となります。 ※掲載商品は一例です。詳しい情報はQRコードからご確認下さい。
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imliving.com
誰もが部屋をデザインしたい。インテリアも家族。輸入＆国内の住宅・上質なインテリア商品の大型ショッピングサイト。

見積・発注
●ウェブサイト・メールフォーム（※推奨）
QRコードで簡単お見積り・お問い合わせください！
●お見積り／発注

●お問い合わせ

●Eメール

imdoor.com

●業者様登録

Eメールでもお受けします。

order@imliving.com

世界のドアの輸入販売「アイエムドア」。玄関ドア、木製ドアや室内用建具をはじめ、ガレージドアや階段、世界の輸入住宅
建材を販売。1954年創業アイエム株式会社が運営する公式サイトです。新築、リフォーム、リノベーション時のご相談を
お受けいたします。

再販される業者様は、
ご注文前に下記より
お得意先様登録申請をお願い致します。

お取引条件・ご注文ガイド
●製品、仕様、価格、送料について
■掲載商品は、予告無しに商品の仕様、サイズ、価格変更、廃盤
になることがございます。予めご了承下さい。

●FAX

■印刷物の特性上、製品の色味や質感が実物と異なる場合が
あります。製造ロットにより若干の差異が生じることがありま
す。色や質感の違いによる返品、交換は承っておりませんので
気がかりな点がございましたらご購入前にご確認下さい。

ご記 入の上、ファックス送信下さい。

FAX No.

■商品仕様・サイズ・デザインの変更
製造時期により、製品仕様、デザイン、サイズ、付属パーツが掲
載写真と異なる場合があります。
■価格は税別製品価格です。別途消費税がかかります。
送料・施工費は含んでおりません。
海外受注取寄品は、別途輸入諸経費がかかります。
商品によって、別途梱包手数料が発生する場合がございます。
■送料
掲載価格に送料は含みません。
（送料無料品を除く）
納品先・数量・大きさによって送料が異なりますのでお問合せ下
さい。
倉庫が異なる商品を複数ご注文の場合は、商品ごとに送料がか
かりますのでご了承下さい。

●素材・製品による特性・性質
・ 木製商品
木製商品は、天然の素材を使用しているため、同樹種の木材でも一点一
点木の色や、木目の出方、塗装のり具合が異なります。
季節や天候、設置環境により多少の反りやくるい、縮小・膨張が生じます。
屋外設置の玄関ドア等は、適切な場所（※）での設置を設計段階から配慮
し、必ず塗装を施して定期的なメンテナンスを行いご使用下さい。
（※風雨・雪・直射日光・南向、西向、雨がかり・温度差・沿岸地帯・高湿度を避
ける）
・ 陶器・セラミック製品
陶器製品や、セラミック製品は、製品によって色調や形（寸法）が多少異な
る場合があります。

アイエム ドア
■ 確 認 年 月日（ 西 暦 ）
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年

月

日

■在庫
在庫品は、カートで商品が動いているシステム上、ご入金確認まで 在庫の保障、商品のお取り置きは
いたしておりません。お買い物カートは在庫管理とリンクしていないため、在庫切れの場合がございます。
■納期・商品手配
御見積書、或いは受注確認書にて納期をお知らせ致します。
商品出荷、受注生産品の製作、海外取り寄せ品はご入金確認後のご手配となります。
■お支払い
銀行振込、
クレジットカード、Amazon Pay払い、代金引換支払い
（商品、
ご購入金額によりご利用可能なお支払い方法は異なります。）
振込手数料と代引き手数料はお客様ご負担となります。
■ご注文のキャンセル・変更について
受注確認後のお客様のご都合による返品・キャンセル・交換は承っておりません。

● お届けについて
■お届先について
商品によって出荷までの日数は異なります。法人宛納品の場合、運送会社が異なる場合がありますの
で、お届先が法人の場合は住所の他に、会社名をお知らせ下さい。
■現場入れ・個人宅納品不可の商品について
イタリア製階段など、運送会社の都合上現場入れ不可で、最寄の運送会社の営業所止め配送となる商
品がございます。また、個人宅への配送が承れない他の商品もございますのでご了承下さい。

■納期遅れについて
受注時にご連絡する納期をお届けの目標日にしておりますが、業務・品質管理上の理由や運送会社の
諸事情、天候、交通状況や他の理由により、納品日の変更や分納を余儀なくされる場合がありますので
ご了承下さい。納期の変更は当社に責任を負わないものとし、納期遅れや、製品不良・誤発送の為の商
品交換により生じる、作業費・取換費・諸経費・賠償金等の請求はお受けできませんので、余裕をもって
ご注文をいただくようにお願い致します。

価格はWebサイトをご覧下さい。
お見積りのご依頼もお待ちしております。

■注文者印

■施工を伴う商品の一般ユーザー様への販売はお断りする場合がございます。

アイエム リビング

https://www.imdoor.com
https://www.imliving.com

■商品受取・検品のお願い
商品を受取後すぐに検品をお願い致します。
商品到着から1週間以上経過した後ご連絡につきましてはご対応できません。
荷受人が異なる場合であっても、受取り時に検品のご手配をお願い致します。
不備がありましたら不良・破損箇所の写真を撮ってご報告下さい。
ご対応は基本的にパーツ交換とさせて頂いていますので、必ず施工前にご確認をいただきますようお
願い致します。施工後のクレームはご対応しかねますのでご注意下さい。
荷受時に箱に損傷あり輸送中に破損したと思われる場合は、その場でドライバー立会いの元ご確認下
さい。その場合もお写真のご送付をお願い致します。また、破損商品・梱包資材等は処分しないで下さ
い。
交換品の商品取付・取換に関する施工費・人件費はご負担致しかねますので、予めご了承下さい。
■返品・交換について
納品後の返品・キャンセルは原則お受けできません。
弊社責任による「商品違い」が到着した場合、商品の初期不良と判断した場合、交換対応させていただ
きます。初期不良の場合、交換商品、交換部品のご送付での対応、或いは補修対応とさせていただいて
おります。交換にかかる工事費用・諸経費・賠償金等のご請求はお受けできませんので了承の上、余裕
をもってご注文をいただくようにお願い致します。
■商品の修理について
メーカーの保証範囲内で、メーカーが商品の初期不良だと認めた場合、故障箇所の部品のご提供、あ
るいは交換商品をお送りします。交換に伴う作業費はお客様のご負担となります。
当社の責任以外による商品の損傷及び取り付け不良について修理をお受けした場合や部品供給代・送
料は別料金になります。廃盤製品など、供給部品のストックが終了している場合はご了承下さい。

＊本カタログ記載内容を許可なく転載することを禁じます。

お取引条件・注文ガイド

お見積・ご注文フォーム

■ 氏名（社名）

■業者様へ
再販される業者様はご注文前にWEBサイトにてお得意様登録申請をして下さい。
業者様価格での販売の場合、
「代引き」は承っておりません。

・ 受注生産品・手作り製品
1点1点製作いたしますので、柄の出方・色は全く同じものではありませ
ん。サイズも多少異なる場合があります。手作りの良さをお楽しみ下さ
い。

以下に該当する場合保証対象外となります。
- 使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの。
- 弊社が指示した方法で製品の施工、取扱い、保管、取付け、定期的メンテ
ナンスを怠ったために生じた問題。
- 部品、部材の劣化、風化、疲労による故障及び事故。
- 通常の使用によるキズ、磨耗や色落ち、変色。
- 不可抗力（自然災害、地変､地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電
圧、電磁波など）
により発生したもの。

右頁の取引条件・注 文ガイドに同 意 の 上 、上 記 製 品 の見 積 依 頼 ／ 注 文をします。

■御見積書の注文について
御見積の内容で宜しければ、注文確認欄に必要事項を記載、捺印をしてご返送下さい。
注文確認後の変更・交換・キャンセル・返品、仕様の不明確によるクレームに関してはお受け出来ません
ので、不明点がございましたら注文前にご確認下さい。

■ドアや大型商品のお届け
ドアや大型商品の納品条件は、車上渡しです。荷降ろし、廃材処理、搬入労務は含まれておりません。
トラックからの荷降ろし・搬入はお客様にて行なって頂きますので、人員・受入の御準備をお願い致します。

■保証について
商品の保証内容・保証期間については、メーカー保証に準じます。

（ 下 記 の 確 認 欄にご記 入・ご捺 印 の 上お見 積り／ご注 文 下さい 。）

■御見積り依頼・ご注文方法
・インターネットにカートのある製品：カートに入れて注文画面の内容を入力してご注文下さい。
・インターネットにカートのない製品：御見積り・ご注文フォーム、メール、ファックスから御見積依頼・ご注
文下さい。
追って、担当者より受注確認書・御見積書をご送付申し上げますのでお待ち下さい。

・ 真鍮磨き仕上げ製品
真鍮磨き仕上げ製品は、素材の風合いと変化を楽しむために変色防止の
加工（メッキ等）を施しておりません。そのため、時間と共に腐食等の経年
変化しますので予めご了承下さい。

・ 輸入製品
品質管理合格品で、使用に問題はございませんが、海外基準の為、ラフな
仕上がりのものもございます。気がかりな点がございましたらご購入前に
必ずご確認の上、
ご購入お願いします。

◎ご注文確認欄

●ご注文について
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