
■　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　P112～P113

室内ドア/ＪＷＮＯ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。

*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）

F☆☆☆☆大臣認定品

■ドア単体価格（ドア高2032mm、ドア厚35mm）　※ドア単体価格です。　枠、金物、ハンドルは別途となります。

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

610mm 660mm 711mm 762mm 813mm 914mm

JW-2P(1022) ヘムロック ¥30,600 - ¥33,800 ¥34,800 ¥36,200 - レイズドパネル

オーク ¥32,000 - ¥32,800 ¥33,800 ¥35,200 - レイズドパネル

JW-4P(44) ヘムロック ¥31,800 - ¥34,600 ¥35,400 ¥37,000 - レイズドパネル

JW-45 ヘムロック ¥48,600 ¥49,600 ¥49,600 ¥49,600 ¥49,800 ¥53,600 *在庫限りで廃盤

JW-66 ヘムロック ¥31,800 ¥34,000 ¥34,600 ¥35,400 ¥37,000 ¥40,400 レイズドパネル

オーク ¥34,000 - ¥37,000 ¥38,000 ¥39,600 - レイズドパネル

JW-266 ヘムロック ¥33,000 - ¥35,000 ¥36,000 ¥37,400 - レイズドパネル　透明ガラス

NO-PANTRY ヘムロック - - ¥78,800 ¥78,800 - - 一部擦りガラス　絵柄模様入り

JW-1212 ヘムロック ¥50,200 - ¥52,400 ¥56,800 ¥58,000 - 下パネルはレイズドパネル

JW-1202 ヘムロック - - ¥53,200 ¥58,400 - - フルルーバー

KA-1628 ヘムロック

NO-1510 ヘムロック - - ¥56,000 ¥58,100 ¥58,100 ¥58,100 透明ガラス　木製格子付

JW-944 ヘムロック - - ¥42,800 ¥43,800 - - 透明ガラス　木製格子付

オーク - - ¥48,800 ¥50,200 - - 透明ガラス　木製格子付

JW-1509 ヘムロック - - ¥49,600 ¥49,600 ¥50,800 - 透明ガラス　木製格子付

オーク - - - ¥55,800 ¥57,400 - 透明ガラス　木製格子付

JW-1515 ヘムロック - - ¥43,600 ¥44,800 ¥46,000 - 透明ガラス　木製格子付

JW-1501 ヘムロック - - ¥59,000 ¥59,000 ¥59,000 ¥59,000 透明ガラス

JW-1590 ヘムロック - - - ¥70,400 ¥71,600 -

オーク - - - ¥74,400 ¥75,600 -

●サイドライト 素材 1'-0"

305mm

JW-1701 ヘムロック ¥35,324 全面透明ガラス

オーク ¥31,000 全面透明ガラス

JW-1703 ヘムロック

JW-1705 ヘムロック ¥25,800 透明ガラス　木製格子付

オーク ¥31,000 透明ガラス　木製格子付

JW-1716 オーク

■クローゼットドア価格　※レール、金具、ツマミの価格が含まれています。　枠は別途です。

品番 素材

W610mm W762mm W914mm W1219mm W1524mm W1829mm

JW-1423 ヘムロック ¥29,000 ¥31,000 ¥33,000 ¥57,800 ¥61,800 ¥65,800

JW-1424 ヘムロック ¥32,600 ¥35,400 ¥37,600 ¥65,200 ¥70,600 ¥75,000

JW-1440 ヘムロック ¥39,600 ¥43,400 ¥45,800 ¥79,200 ¥86,600 ¥91,600

JW-1460 ヘムロック ¥38,400 ¥42,000 ¥44,600 ¥76,600 ¥84,000 ¥89,000

■ハンドル

クイックセット･ウルトラマックスシグネチャｰズ　ページよりお選び下さい。

備考

備考枠内寸法　高さ2032

廃盤

透明ガラス　一部擦りカットガラス

透明ガラス　一部擦りカットガラス

透明ガラス　一部擦りカットガラス

廃盤

廃盤
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■ドアパーツ

品番 商品 サイズ（mm) 価格

DPI01K ドア枠　3’-0 920 ¥2,600

DPI02K ドア枠　7’-0 2100 ¥5,200

DPI02JAPAN ドア枠　7’-0　在来仕様　130mm 2134 ¥5,800

DPI03-7 バイフォールドドア枠（7’-0） 2100 ¥3,600

DPI04 アストラガル(35mm用） 2134 ¥5,800

DPI05 アストラガル(44mm用） 2134 ¥5,800

DPI06 ポケットドアフレーム 610～914用 ¥18,400 金物込み

DPI07G 引手　ゴールド 64x96 ¥3,000

DPI07A 引手　アンバー 64x96 ¥3,200

DPI17G 引手　ゴールド　鍵付 64x96 ¥3,800

DPI17A 引手　アンバー　鍵付 64x96 ¥4,000

DPE54G 蝶番大　US3 102x127 ¥5,000

DPI09G 蝶番小　US3 102x127 ¥1,600

DPI16TG ツマミ/金 - ¥1,000


