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樹脂 

網入ガラス 

Low-Eガラス 

アルミ複層障子 

＜室外側＞ 

＜室内側＞ 

Ｌｏｗ‐Ｅ金属膜 

室外側ガラス 
網入り６．８mm 

空気層 

室内側ガラス 

※ H11年省エネルギー基準で建てた「住宅事業建築主の判断基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」 
    の住宅モデルにおける例で、AE-Sim / Heatによる当社の計算結果より。窓種：アルミ（複層ガラス） 

■冬：暖房時の熱の流出割合 

外壁 

屋根5% 

換気 

床9% 

52% 
15% 

19% 

室温20℃ 窓 

外気温0.5℃ 
選定日：日平均外気温の最低日、 
2月24日5～6時、東京 

◆Ｌｏｗ－Ｅ網入 複層ガラス 

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス 

室外側網入ガラス６.８mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。 
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。 

日差しや視線をカットし、 
防犯にも配慮したシャッター付引違い窓 

国土交通大臣認定 防火設備 

防火窓Ｇシリーズ アルミ複層仕様 

十分な基本性能を確保し、 
住まい全体の快適性を支えます。 

◆カラーバリエーション 

●引違い窓 

ラチス格子 

シャッター付 
引違いテラス戸（手動） 

シャッター付 
引違い窓（手動） 

引違い窓 面格子付引違い窓 

スタンダードな手動式 
シャッターを手で開け閉め 
するタイプです。 
手動でもスムーズに操作で 
きるようシャッターに 
工夫をこらしています。 
操作用のロープを使えば、 
楽な姿勢で操作できます。 

空かけ防止クレセント 

窓の防犯対策として、２ロック機能を標準装備 

障子が完全に閉まっていないと 
クレセントがかからないため、 
施錠状態が一目で確認できます。 
施錠後にクレセントを固定できる 
ロック機構が付いています。 

補助錠 

下框にはワンタッチ式の 
補助錠を標準装備し、 
防犯面に配慮しています。 

内倒し窓 縦すべり出し窓 

障子が縦に開閉する 
すべり出し窓 

網戸を閉めたまま窓の開閉操作が可能。 
ツマミを操作することで全開・半開の切替え 
もできます。 

折れハンドル 全半開モード付 
オペレーターハンドル 

クレセント受け 

トリガー 

防火サッシ 標準仕様 

ラチス格子 

ブラウン 
（B1） 

カームブラック 
（B7） 

プラチナステン 
（H2） 

ホワイト 
（YW） 

ピュアシルバー 
（S1） 

面格子付内倒し窓 

ドアクローザ（内付式） 

ハンドル ステンレス製 

ドアは閉めたまま、上げ下げ障子を開けるだけで、 
部屋の中を換気するのに充分な通風面積が得られます。 

上げ下げ通風仕様  

※サムターンおよびハンドルの色は、 
 本体色にかかわらずシルバーとなります。 
※外観側の網付格子は横格子のみとなります。 

●装 飾 窓 ●勝手口ドア ※オプション 

安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ 
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Ｆ０３ 

XP：ココナッツチェリー JJ：バニラウォールナット 

Ｎ１３ 

Ｎ１２ 

BJ：アイスブルーノーチェ BQ：シナモンオーク 

Ｎ０９ 

KE：キャラメルチーク 

Ｎ１０ 

BE：マキアートパイン 

Ｎ０８ 

DP：ガナッシュウォールナット 

Ｎ０７ 

ＫＥ 
キャラメルチーク 

Ｗ６ 
桑炭 

BＪ 
アイスブルーノーチェ 

Ａ８ 
スモークヒッコリー 

ＢＱ 

バニラウォールナット 

ＨＶ 
ビターストーン 

Ｋ５ 

プラチナステン 

ＫＲ 
ルビーレッド 

ＢＶ 
ハニーチェリー 

ＤＰ 
ガナッシュウォールナット 

ＡＭ 
ダージリンウォールナット 

ＸＰ 
ココナッツチェリー 

ＱＳ 
オリーブグリーン 

ＡＦ 
ガトーアカシア 

ＪＪ 

シナモンオーク 

ＬＵ 
サファイアブルー 

Ｈ２ 

カームブラック 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

ＢＥ 
マキアートパイン 

Ｚ９ 
ショコラウォールナット 

断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア 
国土交通大臣認定 防火設備 

Ｄ４仕様 片開きタイプ  防火玄関ドア 標準仕様 

XP：ココナッツチェリー 

Ｎ０５ 

１本のカギで２箇所を操作する１キー２ロック仕様です。 

(外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) 

丸型ストレート 角型ストレート クラシック ディンプルキー（PSシリンダー） 
優れた耐ピッキング性能を持つ構造 

●シリンダー 

樹脂カバー付 
オーナーキー 

子鍵４本 

ブラック シルバー ゴールド 

シルバー ブラック シルバー ブラック ゴールド ブラック 

ロートアイアン調 洋風レバー モダンレバー 

シルバー 

ブラック 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

ドアの閉まる速度を調節できる 
バックチェック機構付 
ドアクローザー（標準装備） 

① 

業界初の通風／ロック機構付ドアガード ② 

しっかり固定する鎌錠 ③ 

取り外して安心、脱着式サムターン 
（手動錠は下部錠のみ） 

④ 

うっかりや万が一のケガを予防する 
保護キャップ 

⑤ 

つまずきにくく、すべりにくいドア下枠 ⑥ 

ブラック ブラック 

手動錠仕様 

① ● ハンドルバリエーション 

Ｆ０５ 

LU：サファイアブルー 

Ｆ０６ 

AF：ガトーアカシア 

Ｆ０８ 

KR：ルビーレッド 

Ｃ０３ 

BV：ハニーチェリー 
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QS：オリーブグリーン 

Ｅ０３ 

ＫＥ 
キャラメルチーク 

Ｗ６ 
桑炭 

BＪ 
アイスブルーノーチェ 

Ａ８ 
スモークヒッコリー 

ＢＱ 

バニラウォールナット 

ＨＶ 
ビターストーン 

Ｋ５ 

プラチナステン 

ＫＲ 
ルビーレッド 

ＢＶ 
ハニーチェリー 

ＤＰ 
ガナッシュウォールナット 

ＡＭ 
ダージリンウォールナット 

ＸＰ 
ココナッツチェリー 

ＱＳ 
オリーブグリーン 

ＡＦ 
ガトーアカシア 

ＪＪ 

シナモンオーク 

ＬＵ 
サファイアブルー 

Ｈ２ 

カームブラック 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

ＢＥ 
マキアートパイン 

Ｚ９ 
ショコラウォールナット 

Ｃ０５ 

XP：ココナッツチェリー 

Ｃ１０ 

QS：オリーブグリーン 

Ｃ０７ 

Ｈ2：プラチナステン 

Ｃ０８ 

KE：キャラメルチーク 

Ｃ０９ 

K5：カームブラック 

Ｃ０４ 

AM：ダージリンウォールナット 

【Ｄ４仕様 片開きタイプ】  

１本のカギで２箇所を操作する１キー２ロック仕様です。 

(外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) 

丸型ストレート 角型ストレート クラシック ディンプルキー（PSシリンダー） 
優れた耐ピッキング性能を持つ構造 

●シリンダー 

樹脂カバー付 
オーナーキー 

子鍵４本 

ブラック シルバー ゴールド 

シルバー ブラック シルバー ブラック ゴールド ブラック 

ロートアイアン調 洋風レバー モダンレバー 

シルバー 

ブラック 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

ドアの閉まる速度を調節できる 
バックチェック機構付 
ドアクローザー（標準装備） 

① 

業界初の通風／ロック機構付ドアガード ② 

しっかり固定する鎌錠 ③ 

取り外して安心、脱着式サムターン 
（手動錠は下部錠のみ） 

④ 

うっかりや万が一のケガを予防する 
保護キャップ 

⑤ 

つまずきにくく、すべりにくいドア下枠 ⑥ 

ブラック ブラック 

手動錠仕様 

① ● ハンドルバリエーション 

Ｅ０８ 

JJ：バニラウォールナット 

Ｅ０４ 

AM：ダージリンウォールナット 

Ｅ０１ 

KE：キャラメルチーク 鋳物の意匠で魅せる玄関 

クラフト感のあるデザインが人気のロートアイアン風の鋳物装飾。 

細かなディテールまでこだわり抜きました 
 
毎日触るものだから。家の顔となるアイテムだから。 
ヴェナート D30の新作は、細やかなディテールまでこだわり抜きました。 

木材の質感を忠実に再現 

温かみのある豊かな木の表情を 
ディテールまで追求しました。 

存在感のある重厚なスリット 

光のあたり方次第で、様々な 
陰影を落とす立体的な幅広モール。 

断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア 
国土交通大臣認定 防火設備 

防火玄関ドア 標準仕様 Ｄ４仕様 片開きタイプ  



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。 ＭQH7190703-4 

JJ バニラウォールナット BQ シナモンオーク KE キャラメルチーク AM ダージリンウォールナット BV ハニーチェリー BE マキアートパイン DP ガナッシュウォールナット 

ゆったりと流れるような木目に気品を感じる 
ウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュ 
とホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感の 
ある雰囲気を演出します。 

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材 
をモチーフにした、自然な風合いのカラー。 
深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラル 
な雰囲気とあたたかみを与えてくれます。 

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。 
素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。 

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、 
気品のある玄関空間を演出します。 

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフ 
にした上質でさわやかな木目柄。エントランス 
にナチュラルな印象と開放感を演出します。 

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げた 
パイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの 
中に落ち着きのある玄関空間を演出します。 

深みのある色合いと力強い板目の 
ウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた 
風合いを感じさせます。 

Z9 ショコラウォールナット W6 桑炭（クワタン） XP ココナッツチェリー A8 スモークヒッコリー AF ガトーアカシア BJ アイスブルーノーチェ QS オリーブグリーン 

深みのある色合いと、なめらかで美しい 
ウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を 
演出します。 

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで 
落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチ 
しながらファサードの表情を引き締めます。 

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色 
を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練 
された印象を与えます。 

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やか 
なアプローチ空間を演出します。 

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調 
のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性 
と華やかさを与えます。 

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリ 
ー柄に、はぎ目やのこ目のヴィンテージ加工を 
表現。使い込まれた風合いが、味わい深い 
親しみを与える横木目柄です。 

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な 
印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、 
表情豊かなエントランス空間を演出します。 

HV ビターストーン LU サファイアブルー KR ルビーレッド S1 ピュアシルバー H2 プラチナステン K5 カームブラック 

存在感のあるブラックカラー。 
室外からは洗練されたイメージを、室内からは 
優しさを感じさせる絶妙な色調です。 

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。 
さまざまな内外装に幅広くマッチし、 
高品質なコーディネイトを可能にします。 

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。 
洗練された質感とニュートラルな色調で 
コーディネイトの幅を広げます。 

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄が 
モダン住宅にアクセントを与えます。 

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。 
明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。 

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。 
異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感を 
プラスします。 

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感を 
リアルに再現しています。 

〈ご注意〉 
※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は 
 不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。 
 また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れ 
 ています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。 
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。 
 詳しくはカタログにてご確認ください。 
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。 
 ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。 
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。 
 素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。 
※玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなる 
 ことがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、 
   表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど 
 色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、 
   直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。 
 特に小さいお子様にはご注意ください。 

断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア 
国土交通大臣認定 防火設備 

防火玄関ドア 標準仕様 カラーバリエーション  
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木質インテリア建材 ラフォレスタ 

スタイリッシュ［フラッシュ構造］ 

さまざまなモダンスタイルのインテリアにコーディネイトしやすいデザインカテゴリー。 
木目の印象を最大限に引き出すシンプルで洗練されたデザインを多数ラインアップしています。 

木調色を多く使い、木の穏やかな表情と豊かな色合いを活かした温かみのあるインテリア 

室内建具 標準仕様 

TA TC TH TK 

TL 

T40 T10 T11 T13 TG 

TM TN TT TV T60 T61 T62 T63 

プレーン 

F８ 

ホワイトウォールナット 

F３ 

F６ 
クリアオーク 

F９ 
ナチュラルチェリー 

FＰ 
ブラウンノーチェ 

FR 
キャメルチェリー 

FＴ 
ミディアムウォールナット 

FY 
ダークチーク 

フラッシュ構造の建具エッジでは業界初となる 
“ソフトフォーム技術”により、たて木口の角を 
面取りしたアール形状。 
扉表面材と同じシートをラミネートし、 
木口まで同一意匠を実現しました。 

□ピボットヒンジ （標準仕様） 

□旗丁番 

マットブラック 
（特注対応） 

マットブラック 
（特注対応） 

マットシルバー 

□ドアハンドル 

マットブラック 

Ａタイプ 

マットシルバー 

※一部デザインはマッドブラック色を 

 標準で設定しています。 

マットブラック 

マットシルバー 

□内蔵ドアストッパー（特注対応） 

ドア本体に部品を内蔵し、意匠をスッキリ 
させたドアストッパーです。 

□消音ラッチ 

ラッチに樹脂部を設けた 
消音ラッチを採用。 
ドア開閉時の音をやわら 
げます。 
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木調カラーのバリエーションを一新。 
天然銘木のナチュラルな素材感を忠実に再現した木目柄７色にプレーンカラーを合せた８色を、全てのデザインに展開しています。 

ホワイトウォールナット（Ｆ３） 

White Walnut 

クリアオーク（Ｆ６） 

緩やかに流れるようなウォールナット柄に、 
白く仕上げたナチュラルな風合いが、 
やわらかで気品を感じるインテリアを演出します。 

Clear Oak 

やや彩度の低いベージュ色で、程よく年を経た 
風合いのオーク柄が素朴な印象を演出するとともに、 
インテリアに自然に溶け込みます。 

ナチュラルチェリー（Ｆ９） 

赤味と黄味の緩やかなグラデーションが、 
切りたての木のような印象を感じさせる木目柄。 
新鮮で若々しい色合いが、インテリアに豊かな表情を与えます。 

Natural Cherry 

ブラウンノーチェ（ＦＰ） 

Brown Noce 

縞のような濃淡のある木目柄と素朴な風合いを感じさせる 
色が、インテリアに懐しさと温かみをもたらします。 

深い色味と細かく濃淡が混ざり合う木目柄が 
渋さや趣きを感じさせ、インテリアに存在感を与えます。 

使い込まれた風合いの色味と端整な印象の 
ウォールナット柄が、落ち着いた印象のインテリアを演出します。 

赤味がかったダーク色と繊細で上品さを感じさせる 
木目柄が、重厚さの中に落ち着きのある印象を添えます。 

木目がなく壁とすっきり調和するプレーンカラー。 
存在感を主張しすぎることなく、シンプルな空間を演出します。 

プレーン（Ｆ８） 

Plain 

ダークチーク（ＦＹ） 

Dark Teak 

ミディアムウォールナット（ＦＴ） 

Medium Walnut 

キャメルチェリー（ＦＲ） 

Camel Cherry 

［木目柄同調コート仕様］を採用 
 
空間や扉デザインのナチュラル感を高めるために、 
天然木のような艶感やぬくもりを再現した木調シートを採用しました。 
 
トップコート層と印刷層の柄を完全同調させた仕様。 
天然木のようなリアルな質感を再現しています。 

 
※キャメルチェリー、ダークチークは従来シートです。 

トップコート層（透明） 
光沢やマットな木目柄を施した層 

印刷層（不透明） 
木目柄を印刷した層 

柄が同調 

樹脂面材 
 
特注で採光面材のデザインを変更することができます。 
光を通すとさりげなく模様が浮かび上がる特殊なプリント柄で、 
空間の演出が可能になります。 
 
■対応デザイン 
リーフ柄樹脂板：小窓採光・スリット採光・採光通風ガラリ付以外 
※TL/YL・TM/YM・T61/Y61デザインはDH2,233までの対応となります。 
チェッカーガラス調樹脂板：ＮＥ・ＮＣ・ＮＮ・ＮＬデザイン 

リーフ柄樹脂板 マット調樹脂板 チェッカーガラス調樹脂板 

木質インテリア建材 ラフォレスタ 室内建具 標準仕様 カラーバリエーション  


