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あなたのライフスタイルにあなたのライフスタイルに

ナチュラルに調和するナチュラルに調和する

安らぎの空間づくりをお手伝いします。安らぎの空間づくりをお手伝いします。

Natural FeelNatural Feel
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1お客様用　アルミインテリア建材
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インテリアスタイル

ナチュラルモダン

シックモダン

表情豊かな木調を活かしながらシンプルで軽快にまとめた
ナチュラルインテリア

建具やフローリングのシックな木調色を際立たせた
モダンな印象のインテリア

1  間仕切
スクリーンパーティション　スライディングタイプ
引違い戸［3枚建］ 上吊りタイプ（H24）Jタイプ
フレーム：クリアオーク、面材：透明
¥393,000

1  室内ドア
スクリーンパーティション　片開きドア
S1デザイン（H25）ドア枠（通風機能付）
フレーム：ブラック（艶なし）、面材：スモークグレーマット調
¥150,000　

2  採光ユニット
スクリーンパーティション　採光ユニット
FIX窓 スクエア（H09）
フレーム：シルキーホワイト、面材：ガラスカラーマット調
¥52,000

3  レイスルー手すり
吹抜け手すり　ドットポイント
笠木：ダーク、面材：透明
¥252,800

4  オープンリビング階段
桁タイプ　ドットポイント
笠木：ダーク、面材：透明
¥263,100

1

1

2

3

4

※表示価格には消費税、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。2
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風を上手にコントロールして、居心地のよい家をつくる
家の中の風の通りを良くすることで、心地よく快適に暮らすことができます。
空気のよどみをなくすことはカビの予防にもつながり、家族の健康にも役立ちます。

自然の風がめぐる、居心地のよいリビングをつくる。
室内用の窓で風が通り抜ける動線をつくると、家の中に気持ちのよい風が流れます。

おすすめアイテム

スクリーンパーティション
採光ユニット 引違い窓

スクリーンパーティション
採光ユニット 開き窓

効率的に換気を行い、清潔でさわやかな空気を保つ。
閉じたままでも換気ができるドアや引戸を使うことで、空気がよどみやすいお部屋も効率的に換気できます。

おすすめアイテム

スクリーン
パーティション

室内ドア 
アルミ枠（ピボット）

通風機能付

スクリーン
パーティション

スライディングタイプ
Uタイプ

リビングイン階段に間仕切を設置して、冷暖房効率を上げる。
１・2階をつなぐ空気の通り道を間仕切ることで、暖気・冷気の逃げ道をなくし、冷暖房効率を高めます。

おすすめアイテム

スクリーン
パーティション

スライディングタイプ
Jタイプ

スクリーン
パーティション

スライディングタイプ
Pタイプ

快 適な住まいのつくり方

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。4



間仕切

採光ユニット

アルミならではのスリムなフレームにより
扉いっぱいに光を採り込むデザイン。
バリエーションも豊富です。

室内引戸

▶P.12

スクリーンパーティション

片引き戸
片引き戸＋片引き戸

片引き戸＋引違い戸
（2枚建）

片引き戸（4枚建）

引違い戸（2枚建）

片引き戸（2枚建）
片引き戸＋片引き戸（2枚建）

片引き戸＋引違い戸
（3枚建）

引違い戸（3枚建）

片引き戸（3枚建）
片引き戸＋片引き戸（3枚建）

引違い戸（4枚建） 引分け戸

圧迫感を与えずに空間をやわらかく仕切るスライ
ディングタイプの間仕切りです。

スライディングタイプを90°に組合せ、部屋
の一角を四角く間仕切ることができます。
※下記はバリエーション例です。その他のバリエーションに
　ついては『インテリア建材』総合カタログにてご確認く
　ださい。

▶P.14▶P.14

※上吊りタイプに4枚建
の設定はありません。

［上吊りタイプ］［ラウンドレールタイプ］
スライディングタイプ
スクリーンパーティション

［上吊りタイプ］［ラウンドレールタイプ］

スライディングタイプ  
L型コーナー

スクリーンパーティション

2枚建 4枚建

片開き窓 両開き窓

スクリーンパーティション

引違い窓
スライドして両側から開けられる窓。

大きく開いて風を取り込める窓。

▶P.17

スクリーンパーティション

開き窓 ▶P.17 アクリルブロックFIX

たてスリット

横スリット スクエア

※自由に組合せ可能

スクリーンパーティション

ブロック組みの表情豊かな明かり窓。

開けずに光を通すシンプルな明かり窓。

▶P.17

スクリーンパーティション

FIX窓 ▶P.17

片開きドア 室内引戸
どんなお部屋にも取付けやすい1枚扉のドア。
間取りに合せて選びやすい 5サイズの幅をご
用意しています。

▶P.10

室内ドア
スクリーンパーティション

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商 品体系

8



階段 手すり

お客様用　アルミインテリア建材

引分け戸

引違い戸（2枚建）

片引き戸

上吊りタイプ

アウトセット引戸

1枚折戸（3尺）

4枚折戸（12尺） 5枚折戸（15尺）

2枚折戸（6尺） 3枚折戸（9尺）

扉を折りたたんで端に寄せることでワイドな開口面
積が得られるタイプです。

▶P.16折戸タイプ
スクリーンパーティション

3尺 15尺

4枚パネル1枚
パネル

4.5尺

2枚
パネル

6尺

3枚パネル

格子調デザイン

スクリーンデザイン

壁のように固定して設置し、間仕切るタイプです。
格子調デザインまたはアクリルパネル採光のスク
リーンデザインからお選びいただけます。

▶P.16

※ 9尺・12尺もご
用意しています。

固定タイプ
スクリーンパーティション

桁タイプ

側板タイプ

オープン
リビング階段
開放的で明るいリビングを演出
するアルミ階段。

▶P.16

吹抜け手すり

階段手すりロフト手すり

レイスルー
手すり
スケルトン素材の面材から光
を通し、明るいインテリア空間
を演出する手すり。

▶P.17

片引き戸

引分け戸引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建）

片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建）

ラウンドレールタイプ

片引き戸

9
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※表示価格には消費税、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

室内引戸
アルミインテリア建材［スクリーンパーティション］

5

1

2

3

4

4

大採光デザイン
アルミならではのスリムなフレームにより扉いっぱいの採光面を確
保。リビングを明るく演出します。

ゆっくり閉まって
安心便利なダブルクローズ標準装備
「ソフトクローズ機構」を戸先側・戸尻側の両方に装備。
開け閉めした時に扉がたて枠の手前で減速し、手を添
えなくても最後までゆっくりと引き込みます。

リビングを明るくする大採光。

快適な毎日の生活をサポート。

3

4

※ダブルクローズ機能のない引戸も選べます。

5

6

7

住む人の安全に配慮した仕様。

引戸のタイプによって引手
デザイン・カラーが異なります。

脱落転倒防止仕様
枠と扉を結束した構造で、衝突や揺れが
あっても扉の脱落や倒れを防止します。

樹脂板
安全性に配慮し、割れにくく耐久性の高い
樹脂板を採用しています。

1

2

スライド式錠
錠付仕様には、操作が簡単なスライド式の
錠を設定。

開

閉

静か 扉が閉まる直前でブレー
キがかかるので開閉音
が静かです。

●光を届ける

●家族の気配を伝える

ラクラク 手を離しても最後まで
ゆっくりと閉まります。

ゆっくり開く ゆっくり閉まる

※片引き戸、アウトセッ
ト引戸 片引き戸のみ
の対応となります。
※錠は簡易錠です。
　防犯には適しません。
※戸先框が太框になり
ます。

スケルトングリップ
※ 引手のアルミ部は、扉フレームと同色に
なります。

アルミグリップ フラット引手
※Lタイプは
　オプションです。

全長形材引手

引戸S・N・W・Cタイプ 引戸U・J・M・H・Pタイプ引戸T・Lタイプ

¥3,500
表示錠間仕切錠
¥3,500

12



※片引き戸のみの対応と
　なります。
※錠は簡易錠です。防犯に
　は適しません。
※一部デザインを除き戸先
　框が太框になります。

間仕切 スライディングタイプ
アルミインテリア建材［スクリーンパーティション］

3

5

4

1 2

3

2

使いやすさと安心に配慮した快適仕様。

戸先緩衝材
開閉時の衝撃や音をやわらげ、明かりもれ
も防ぎます。

脱落転倒防止仕様
枠と扉を結束した構造で衝突や揺れがあっ
ても扉の脱落や倒れを防止します。

樹脂板
安全性に配慮し、割れにくく耐久性の高い
樹脂板を採用しています。
（S・N・C・U・J・L・M・Hタイプ）4

静か 扉が閉まる直前でブレー
キがかかるので開閉音
が静かです。

ラクラク 手を離しても最後まで
ゆっくりと閉まります。

ゆっくり閉まって
安心便利なダブルクローズ標準装備
「ソフトクローズ機構」を戸先側・戸尻側の両方に装備。開
け閉めした時に扉がたて枠の手前で減速し、手を添えな
くても最後までゆっくりと引き込みます。

1

※ダブルクローズ機能のない仕様も選べます。

ゆっくり
引込まれる

受け部品

ソフトクローズ
本体

約50㎜

枠にぶつかる手前で減速勢いよく開閉しても 最後はゆっくり

ゆっくり開く ゆっくり閉まる

5

スライド式錠
錠付仕様には、操作
が簡単なスライド式
の錠を設定。

開

閉

スライディングタイプ

3

6

4

1
2

1 1

¥3,500
表示錠間仕切錠
¥3,500

すき間防止アタッチメント
突合せ部に取付けることで明かりもれを防
ぎます。

6

扉突合せ部

スライディングタイプ　L型コーナー

引手デザイン・カラーについてはP.12をご参照ください。

オプション

※表示価格には消費税、組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。
※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。14
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お客様用　アルミインテリア建材

たて枠なし仕様 アルミ三方枠仕様
オプションで「戸しゃくり付たて
枠」などMDFシート貼りの専用造
作材（プレーン色のみ）をご用意。
すっきりと美しく仕上がります。

上枠と同じ幅のアルミたて枠をセット。幅木の見切や壁仕上面の保護に
有効です（たて勝納まりとなります）。

壁の仕上がりをお好みで選べます。

上部 下部

使い勝手や暮らしに合せて2タイプから選べます。

上吊りタイプ

床面ノンレールのバリアフリー仕様。
上吊りタイプは床に段差がなくフラットに仕上げることができます。

L型コーナー専用部品

ガイドレールを後付け可能。
ガイドレールで、より開閉を安定させることもで
きます。
※ガイドレールを使用する場合、扉は連動しません。
※画像はL型コーナーの場合です。

ラウンドレールタイプ

耐久性に優れた新形状レールを採用。
戸車のかみ合いを考慮した新形状のレール。ほこりやゴミがたまっても戸
車とレールに挟まれず、スムーズな操作感を保ちます。
※ラウンドレールタイプでは、扉は連動しません。

2種類の敷居から選べます。

旧仕様 新仕様

直付敷居もビス
頭をカバーする
仕様のため裸足
で踏むことがあっ
ても安心です。

振れ止めマグネットピン
（コーナー部）
扉を閉め切った際に自
動的にピンが床面のピ
ン受に落ち、扉を仮固定
します。

※画像はL型コーナーの場合です。

直付敷居（アルミ）埋込敷居（アルミ）

キッズデザイン賞とは、「子どもたちの安全・安心に貢献する」「子どもたちの創造性と未来
を拓く」「子どもたちを産み育てやすい」デザインの実現と普及を目的とした顕彰制度です。
「スクリーンパーティション」間仕切 スライディングタイプは、第7回キッズデザイン賞を受賞しま
した。

15
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※表示価格は片引き戸（錠無）・引違い戸（2枚建）16420、片引き戸（2枚建）・引違い戸（3枚建）24320、片引き戸（3枚建）32220、引違い戸（4枚建）・引分け戸32420、アウトセット引戸 片引き戸16720、
アウトセット引戸 引分け戸32720サイズ（ノンケーシングタイプ）の部材標準販売価格です（ラウンドレールタイプは薄敷居（シート）の価格含む）。消費税、組立費、現場搬入費、取付費等は含まれていません。
※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。商品は光の当たり方によって見え方が異なる場合があります。

アルミインテリア建材［スクリーンパーティション］

室内引戸

22

室内引戸

片引き戸（錠付・錠無） 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 引分け戸 アウトセット引戸 片引き戸 
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド         ―
上吊り 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） アウトセット引戸 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド         ―
上吊り 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り

※枠色はプレーンとなります（アウトセット引戸の場合、上レール色はピアマットシルバーとなります）。

TB

ピアマットシルバー

ピアマットシルバー

画像No.KHDA1352

和紙の素材感が格子デザインに調和。モダンな印象に「和」の落ち着きをプラスします。

Tタイプ 採光面材 ： 和紙調クロス柄

※枠色はプレーンとなります（アウトセット引戸の場合、上レール色はピアマットシルバーとなります）。

UA

 ピアマットシルバー     
    

 ピアマットシルバー 

 画像No.  KHDA1362 

視線をやわらかく遮りながら光と風を通す通風デザイン。

 Uタイプ 採光面材 ： ガラスカラーマット調

室内引戸

片引き戸（錠付・錠無） 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 引分け戸 アウトセット引戸 片引き戸 
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド         ―
上吊り 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） アウトセット引戸 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド         ―
上吊り 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り

 ￥131,000 

 ￥240,000 

 ￥270,000 

 ￥371,000 

 ￥393,000 

 ￥465,000 

 ￥252,000 
 ￥125,000 

 ￥230,000 

 ￥125,000 

 ￥243,000 

 ￥119,500 

 ￥217,000 

 ￥242,000 

 ￥331,500 

 ￥348,500 

 ￥419,000 

 ￥229,000 
 ￥113,500 

 ￥207,000 

 ￥113,500 

 ￥220,000 
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※上記掲載以外のサイズ・仕様・価格は『インテリア建材』商品カタログをご参照ください。

お客様用　アルミインテリア建材 23

2015.6

 ￥141,000 

 ￥260,000 

 ￥285,000 

 ￥396,000 

 ￥413,000 

 ￥505,000 

 ￥272,000 
 ￥135,000 

 ￥250,000 

 ￥135,000 

 ￥263,000 

画像No.KHFT1353

※表示価格は①ピアマットシルバー、②木目調ラミネートフレームの価格となります。
※ピアマットシルバーの場合、枠色はプレーンとなります（アウトセット引戸のピアマットシルバーの場合、上レール色はピアマットシルバーとなります）。

LA

室内引戸

片引き戸（錠付・錠無） 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 引分け戸 アウトセット引戸 片引き戸 
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド              ―
上吊り 上吊り              ― 上吊り              ― 上吊り              ― 上吊り

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） アウトセット引戸 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド              ―
上吊り 上吊り              ― 上吊り              ― 上吊り

ピアマット
シルバー

ホワイト
ウォールナット

クリアオーク

ミディアムウォールナット

ほどよいボリューム感のたてラインがつくるモダンな印象のデザイン。

Lタイプ

ブラウンノーチェ キャメルチェリー ミディアム
ウォールナット

ナチュラル
チェリー

ダークチーク

採光面材 ： 透明

①

①

①

①

①

①

①②

②

②

②

②

②

②

①

①

①

①

②

②

②

②

 ￥126,000 

 ￥230,000 

 ￥255,000 

 ￥351,000 

 ￥368,000 

 ￥445,000 

 ￥242,000  ￥136,000 

 ￥250,000 

 ￥275,000 

 ￥381,000 

 ￥398,000 

 ￥485,000 

 ￥262,000 
 ￥120,000 

 ￥220,000 

 ￥120,000 

 ￥233,000 

 ￥130,000 

 ￥240,000 

 ￥130,000 

 ￥253,000 

 ホワイト
ウォールナット 

 クリアオーク  ナチュラル
チェリー 

 キャメルチェリー  ミディアム
ウォールナット 

 ブラウンノーチェ  ダークチーク 

JA

 クリアオーク 

 画像No.  KHF61395 

光と視線をやわらかく通し、開放的なインテリア空間を演出する細格子デザイン。

 Jタイプ 採光面材 ： 透明
NEW

室内引戸

片引き戸（錠付・錠無） 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 引分け戸 アウトセット引戸 片引き戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド         ―
上吊り 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） アウトセット引戸 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド         ―
上吊り 上吊り          ― 上吊り          ― 上吊り
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※表示価格は片引き戸（錠無）・引違い戸（2枚建）15924、片引き戸（2枚建）・引違い戸（3枚建）25024、片引き戸（3枚建）・引違い戸（4枚建）・引分け戸34124、片引き戸（4枚建）42524サイズ（たて枠なし仕様）の
部材標準販売価格です（ラウンドレールタイプは埋込敷居の価格含む）。消費税、組立費、現場搬入費、取付費等は含まれていません。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。商品は光の当たり方によって見え方が異なる場合があります。

アルミインテリア建材［スクリーンパーティション］

間仕切

28

間仕切

片引き戸（錠付・錠無） 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 片引き戸（4枚建）
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り      上吊り 上吊り          ―

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り 上吊り 上吊り

※枠色はピアマットシルバーとなります。

※枠色はピアマットシルバーとなります。

ピアマットシルバー

ピアマットシルバー

画像No.KMDA0189

Tタイプ
和紙の素材感が格子デザインに調和。モダンな印象に「和」の落ち着きをプラスします。

採光面材 ： 和紙調クロス柄

TB

 ￥127,500  ￥262,500  ￥403,500  ￥559,500 

 ￥246,000  ￥380,500  ￥492,000  ￥253,000 

 ￥121,500  ￥247,500  ￥382,500 

 ￥236,000  ￥363,500  ￥477,000  ￥244,000 

 ￥118,500  ￥239,500  ￥366,500  ￥508,500 

 ￥228,000  ￥348,500  ￥456,000  ￥235,000 

 ￥112,500  ￥224,500  ￥345,500 

 ￥218,000  ￥331,500  ￥441,000  ￥226,000 

間仕切

片引き戸 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 片引き戸（4枚建）
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り      上吊り 上吊り          ―

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り 上吊り 上吊り
ピアマットシルバー

フレーム ： ピアマットシルバー
採光面材 ： ガラスカラーマット調

画像No.KMDA0222

Uタイプ

視線をやわらかく遮りながら光と風を通す通風デザイン。

採光面材 ： ガラスカラーマット調

UA
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※上記掲載以外のサイズ・仕様・価格は『インテリア建材』商品カタログをご参照ください。
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間仕切

片引き戸（錠付・錠無） 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 片引き戸（4枚建）
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り 上吊り 上吊り                 ―

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り 上吊り 上吊り

間仕切

片引き戸 片引き戸（2枚建） 片引き戸（3枚建） 片引き戸（4枚建）
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り 上吊り 上吊り           ―

引違い戸（2枚建） 引違い戸（3枚建） 引違い戸（4枚建） 引分け戸
ラウンド ラウンド ラウンド ラウンド

上吊り 上吊り 上吊り 上吊り

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

① ②

※表示価格は①ピアマットシルバー、②木目調ラミネートフレームの価格となります。
※枠色はピアマットシルバーとなります。

※枠色はピアマットシルバーとなります。

ミディアムウォールナット

ミディアムウォールナット

画像No.KMFT0190

画像No.KMFT0227

Lタイプ

Jタイプ

LA

JA

ほどよいボリューム感のたてラインがつくるモダンな印象のデザイン。

光と視線をやわらかく通し、開放的なインテリア空間を演出する細格子デザイン。

採光面材 ： 透明

ピアマット
シルバー

ホワイト
ウォールナット

ホワイト
ウォールナット

クリアオーク

クリアオーク

ナチュラル
チェリー

ブラウンノーチェ

キャメルチェリー

キャメルチェリー

ミディアム
ウォールナット

ミディアム
ウォールナット

ダークチーク

ナチュラル
チェリー

ブラウンノーチェ

ダークチーク

採光面材 ： 透明

 ￥139,000  ￥280,500  ￥428,000  ￥590,500 

 ￥269,000  ￥410,000  ￥538,000  ￥276,000 

 ￥133,000  ￥265,500  ￥407,000 

 ￥259,000  ￥393,000  ￥523,000  ￥267,000 

 ￥124,000  ￥134,000 
 ￥118,000  ￥128,000 

 ￥239,000  ￥259,000 
 ￥229,000  ￥249,000 

 ￥250,500  ￥270,500 
 ￥235,500  ￥255,500 

 ￥365,000  ￥395,000 
 ￥348,000  ￥378,000 

 ￥383,000  ￥413,000 
 ￥362,000  ￥392,000 

 ￥478,000  ￥518,000 
 ￥463,000  ￥503,000 

 ￥530,500  ￥570,500 

 ￥246,000  ￥266,000 
 ￥237,000  ￥257,000 

NEW
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