
■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living Sep-07

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　P116～P117

室内ドア/BL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。

F☆☆☆☆大臣認定品 *通常在庫品　納期約10日～20日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

■MDドアシリーズ（ドア高2032mm、ドア厚35mm）

114mm枠 130mm枠 145mm枠 鍵無し 鍵無し 鍵無し 鍵無し

IM-BL-MD6P W610 ¥21,800 ¥57,200 ¥58,600 ¥59,900 ¥32,300 ¥37,100 ¥32,100 ¥36,100

IM-BL-MD4PV W660 ¥22,100 ¥57,500 ¥58,900 ¥60,200 - - - -

IM-BL-MD2PV W711 ¥22,300 ¥57,700 ¥59,100 ¥60,400 ¥32,800 ¥37,600 ¥32,700 ¥36,600

W762 ¥22,700 ¥58,100 ¥59,500 ¥60,800 - - - -

W813 ¥23,300 ¥58,600 ¥60,000 ¥61,300 ¥33,700 ¥38,500 ¥33,600 ¥37,600

W610 ¥27,900 ¥63,300 ¥64,700 ¥66,000 ¥38,400 ¥43,200 ¥38,300 ¥42,200

W660 - - - - - - - -

W711 ¥28,200 ¥63,600 ¥65,000 ¥66,300 ¥38,700 ¥43,500 ¥38,600 ¥42,500

W762 ¥28,400 ¥63,800 ¥65,200 ¥66,500 - - - -

W813 ¥29,200 ¥64,600 ¥66,000 ¥67,300 ¥39,700 ¥44,500 ¥39,600 ¥43,500

W610 ¥15,800 ¥34,700 - - ¥21,700 - ¥19,500

W660 ¥16,100 ¥35,000 - - - - -

W711 ¥16,200 ¥35,100 - - ¥22,200 - ¥19,900

W762 ¥16,600 ¥35,500 - - - - -

W813 ¥16,900 ¥35,800 - - ¥22,800 - ¥20,600

IM-BL-MD631 W711 ¥83,700 ¥116,500 ¥117,900 ¥119,200 ¥91,600 - ¥91,500 -

W762 ¥86,400 ¥119,200 ¥120,600 ¥121,900 ¥94,300 - ¥94,200 -

W813 ¥91,000 ¥123,800 ¥125,200 ¥126,500 - - - -
子ドア
（IM-BL-MD131）

親子
762+305 ¥55,200 ¥193,500 ¥195,200 ¥196,800

W711 ¥89,600 ¥122,400 ¥123,800 ¥125,100 ¥97,500 - ¥97,400 -

W762 ¥92,100 ¥125,000 ¥126,400 ¥127,700 ¥100,100 - ¥99,900 -

W813 ¥97,000 ¥129,800 ¥131,200 ¥132,500 - - - -
子ドア
（IM-BL-MD131）

親子
762+305 ¥59,300 ¥203,300 ¥205,000 ¥206,000

IM-BL-MD915 W711 ¥87,000 ¥119,800 ¥121,200 ¥122,500 ¥94,900 - ¥94,800 -

W762 ¥90,400 ¥123,200 ¥124,600 ¥125,900 ¥98,300 - ¥98,200 -

W711 ¥92,900 ¥125,700 ¥127,100 ¥128,400 ¥100,800 - ¥100,700 -

W762 ¥96,100 ¥129,000 ¥130,400 ¥131,700 ¥104,100 - ¥103,900 -

■MDドアシリーズ 引戸用セット枠  (※ドアと一緒にご注文ください。価格は各サイズ共通です。)

2ｘ4用 在来用 2ｘ4用 在来用

¥22,100 ¥23,900 ¥17,800 ¥19,500 ¥9,700

¥21,500 ¥23,200 ¥14,700 ¥16,400 ¥9,700

¥36,400 ¥39,000 - - ¥9,700

- - ¥9,700

- - ¥9,700

- - ¥9,700

- - ¥9,700

■ハンドルオプション

空錠（標準） ¥4,800 空錠（標準） ¥8,700 空錠（標準） ¥5,600

表示錠 ¥6,200 表示錠 ¥9,900 表示錠 ¥7,200

間仕切錠 ¥6,000 間仕切錠 ¥9,600 間仕切錠 ¥6,900

シリンダー錠 ¥7,900 シリンダー錠 ¥10,600 シリンダー錠 ¥9,100

鏡面シルバーレバーハンドル

２枚引寄せ戸セット

３枚引戸セット

片引き戸セット

ホワイト色

ライトオーク
色・

ミディアムオー
ク色

ホワイト色

ライトオーク
色・

ミディアムオー

引戸タイプ

¥49,100

¥61,000

¥46,600

¥41,000

ブラスレバーハンドル

引分け戸セット

引違い戸セット

２枚引寄せ戸セット（耐久壁）

３枚引寄せ戸セット（耐久壁）

ウッドレバーハンドル

Vレール用

セット枠 セット枠

吊レール用（ｾｯﾄ枠と金物が必要です）

金物

品番 カラー ドアW

ライトオーク
色・

ミディアムオー
ク色

吊レール用引戸ドア単体

※別途掲載のセット枠と共にご注文下さい。

下塗り塗装済
（要現場塗装）

Vレール用引戸ドア単体
未加工品
ドア単体

ホワイト色

（ドア、枠、金物、空錠レバーハンドル付）

片開き戸セット価格*



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living Sep-07

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　P116～P117

室内ドア/BL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。

F☆☆☆☆大臣認定品 *通常在庫品　納期約10日～20日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

■SD・オークドアシリーズ（ドア高2032mm、ドア厚35mm）　※枠材はヘムロックとなります。

114mm枠 130mm枠 145mm枠 鍵無し 鍵無し 鍵無し 鍵無し

IM-BL-SD6P W610 ¥38,400 ¥78,600 ¥80,200 ¥81,600 ¥51,200 ¥56,000 ¥51,100 ¥55,000

W660 ¥41,200 ¥81,600 ¥83,200 ¥84,600 ¥54,200 ¥59,000 ¥54,100 ¥58,100

W711 ¥41,600 ¥82,100 ¥83,700 ¥85,100 ¥54,800 ¥59,600 ¥54,600 ¥58,600

W762 ¥42,600 ¥83,200 ¥84,800 ¥86,200 ¥55,800 ¥60,600 ¥55,700 ¥59,600

W813 ¥44,200 ¥84,900 ¥86,500 ¥87,900 ¥57,600 ¥62,400 ¥57,500 ¥61,400

W610 ¥61,000 ¥104,300 ¥106,500 ¥108,500 ¥70,100 ¥74,900 ¥70,000 ¥73,900

W660 ¥65,400 ¥108,600 ¥110,800 ¥112,800 ¥74,500 ¥79,300 ¥74,400 ¥78,300

W711 ¥67,500 ¥110,800 ¥113,000 ¥115,000 ¥76,600 ¥81,400 ¥76,500 ¥80,400

W762 ¥69,000 ¥112,200 ¥87,400 ¥116,400 ¥78,100 ¥82,900 ¥77,900 ¥81,900

W813 ¥71,500 ¥114,700 ¥116,900 ¥118,900 ¥80,600 ¥85,400 ¥80,500 ¥84,400

IM-BL-SD2P W610 ¥39,100 ¥79,300 ¥80,900 ¥82,300 ¥51,900 ¥56,700 ¥51,800 ¥55,800

W711 ¥40,000 ¥80,300 ¥81,900 ¥83,300 ¥52,900 ¥57,700 ¥52,800 ¥56,700

W762 ¥41,100 ¥81,500 ¥83,100 ¥84,500 ¥54,200 ¥58,900 ¥54,000 ¥58,000

W813 ¥42,700 ¥83,300 ¥84,900 ¥86,300 ¥56,000 ¥60,800 ¥55,900 ¥59,800

W610 ¥61,800 ¥105,100 ¥107,300 ¥109,300 ¥70,900 ¥75,700 ¥70,800 ¥74,700

W711 ¥65,500 ¥108,800 ¥111,000 ¥113,000 ¥74,700 ¥79,400 ¥74,500 ¥78,500

W762 ¥67,200 ¥110,400 ¥112,600 ¥114,600 ¥76,300 ¥81,100 ¥76,100 ¥80,100

W813 ¥69,800 ¥113,000 ¥115,200 ¥117,200 ¥78,900 ¥83,700 ¥78,700 ¥82,700

IM-BL-SD630 W711 ¥83,400 ¥127,900 ¥129,500 ¥130,900 ¥100,600 ¥100,400

W762 ¥84,500 ¥129,100 ¥130,700 ¥132,100 ¥101,700 ¥101,600

W813 ¥85,600 ¥130,400 ¥132,000 ¥133,400 ¥103,000 ¥102,900

W711 ¥112,900 ¥156,200 ¥1,266,000 ¥160,400 ¥122,000 ¥121,900

W762 ¥115,300 ¥158,600 ¥160,800 ¥162,800 ¥124,400 ¥124,300

W813 ¥117,700 ¥161,000 ¥163,200 ¥165,200 ¥126,800 ¥126,700

■ＳＤ・オーク引戸用セット枠  (※ドアと一緒にご注文ください。価格は各サイズ共通です※枠材はヘムロックとなります。。)

引戸タイプ

2ｘ4用 在来用 2ｘ4用 在来用 2ｘ4用 在来用 2ｘ4用 在来用

片引き戸セット ¥22,000 ¥24,000 ¥30,000 ¥32,700 ¥18,000 ¥19,900 ¥26,300 ¥28,900 ¥9,700

引違い戸セット ¥22,200 ¥24,100 ¥28,300 ¥30,900 ¥15,400 ¥17,400 ¥21,500 ¥24,100 ¥9,700

引分け戸セット ¥36,000 ¥38,700 ¥47,900 ¥51,900 - - - - ¥9,700

３枚引戸セット - - - - ¥9,700

２枚引寄せ戸セット - - - - ¥9,700

２枚引寄せ戸セット（耐久壁） - - - - ¥9,700

３枚引寄せ戸セット（耐久壁） - - - - ¥9,700

■ハンドルオプション

空錠（標準） ¥4,800 空錠（標準） ¥8,700 空錠（標準） ¥5,600

表示錠 ¥6,200 表示錠 ¥9,900 表示錠 ¥7,200

間仕切錠 ¥6,000 間仕切錠 ¥9,600 間仕切錠 ¥6,900

シリンダー錠 ¥7,900 シリンダー錠 ¥10,600 シリンダー錠 ¥9,100

鏡面シルバーレバーハンドル

¥73,100

塗装

¥78,700

¥55,200

¥62,600

¥104,700

金物
塗装

Vレール用セット枠

※別途掲載のセット枠と共にご注文下さい。片開き戸セット価格*
未加工品
ドア単体

ドアW

吊レール用（ｾｯﾄ枠と金物が必要です）

吊レール用引戸ドア単体Vレール用引戸ドア単体カラー

無塗装

塗装
・クリア-色
・ライトオーク

色

無塗装

塗装
・クリア-色
・ライトオーク

色

塗装
・クリア-色
・ライトオーク

色

無塗装

ブラスレバーハンドル

¥47,300

ウッドレバーハンドル

品番

無塗装 無塗装

¥49,000

¥40,500

（ドア、枠、金物、空錠レバーハンドル付）



■　PRICE LIST　■  　 I.M.Door Collection / I. M. Living Sep-07

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　P116～P117

室内ドア/BL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。

F☆☆☆☆大臣認定品 *通常在庫品　納期約10日～20日（ご注文の際は在庫確認をお願い致します）

■MDドアシリーズ　クローゼット　（ドア高2006mm）

IM-BL-MD3PB W597 W661 ¥26,900 ¥43,800

IM-BL-MD2PVB W751 W815 ¥27,600 ¥44,600

W903 W967 ¥28,500 ¥45,600

W1196 W1265 ¥76,100 　ドアｘ2枚

W1504 W1573 ¥77,700 　ドアｘ2枚

W1808 W1877 ¥79,700 　ドアｘ2枚

W597 W661 ¥29,900 ¥46,800

W751 W815 ¥30,500 ¥47,500

W903 W967 ¥31,700 ¥48,800

W1196 W1265 ¥82,100 　ドアｘ2枚

W1504 W1573 ¥83,500 　ドアｘ2枚

W1808 W1877 ¥86,100 　ドアｘ2枚

W597 W661 ¥39,400

W751 W815 ¥40,300

W903 W967 ¥41,300

W1196 W1265 ¥67,400 　ドアｘ2枚

W1504 W1573 ¥69,200 　ドアｘ2枚

■SD・オークドアシリーズ　クローゼット　（ドア高2006mm）

IM-BL-SD3PB W597 W661 ¥64,500

W751 W815 ¥69,900

W903 W967 ¥75,100

W1196 W1265 ¥117,700 　ドアｘ2枚

W1504 W1573 ¥128,500 　ドアｘ2枚

W1808 W1877 ¥138,900 　ドアｘ2枚

W597 W661 ¥90,200

W751 W815 ¥99,500

W903 W967 ¥105,200

W1196 W1265 ¥163,600 　ドアｘ2枚

W1504 W1573 ¥182,200 　ドアｘ2枚

W1808 W1877 ¥193,600 　ドアｘ2枚

無塗装

塗装
・クリア-色
・ライトオーク

色

品番 カラー ドアW ラフ開口W
未加工品
ドア単体

折戸セット価格*

（ドア、枠、金物、ツマミ付）

ホワイト色

下塗り塗装済
（要現場塗装）

ライトオーク
色・

ミディアムオー
ク色

ラフ開口W

折戸セット価格*

（ドア、枠、金物、ツマミ付）ドアW
未加工品
ドア単体

品番 カラー

カタログ掲載ミス　P116
（誤）IM-BL-MD6P　ホワイト
　　　　　↓
（正）IM-BL-MD2PVB　ミディアムオーク


