
65,890円（税込）〜

71,390円（税込）〜

下部レール

下部ノンレール

下部レール

上部レール

鴨居（4/7溝、3/7溝に対応）

Aタイプ

上吊りタイプ扉本体 幅900㎜

高さ1850㎜

高さ2200㎜

Bタイプ Cタイプ

3525311 3525312 3525313

3525314 3525315 3525316

Aタイプ

鴨居タイプ扉本体 幅900㎜

高さ1850㎜

高さ2200㎜

Bタイプ Cタイプ

3525322 3525323 3525324

3525325 3525326 3525327

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

クリアマット ミスト調

ホワイト単色ホワイト ナチュラル

ライトブラウン ダークブラウンポリスチレン
4㎜

ポリスチレン
3㎜

ポリスチレン3㎜
＋木目調パネル

※扉デザインCタイプの場合

開け閉め自由な間仕切りなので、開放したり閉めたりすることで
様々なシーンをつくり出します。

●一つのお部屋に多様な空間を生み出します。

半透明パネルが適度に目隠しとなり、且つ、光をやさしく通すの
で採光をさまたげません。隣室から遮断されることがなく、つな
がりを感じながらも間仕切りできます。

●快適に間仕切ります。

［ 扉デザイン ］ ［ 樹脂パネル ］ ［ 木目調パネルカラー ］

［ レールセット ］

片引き

上部レールセット

長さ1800㎜

長さ2700㎜

2本引き違い・2本引き込み 3本引き違い

3525317 3525318

3525319 3525321

片引き

下部レールセット

長さ1800㎜

長さ2700㎜

2本引き違い・2本引き込み 3本引き違い

3525328 3525329

3525331 3525332

間仕切りや収納扉として最適です。

既存の鴨居をそのまま利用して簡易的に交換可能です。

●上吊りタイプ

●鴨居タイプ

Aタイプ クリア Cタイプ クリア

Bタイプ ミスト

20,848円（税込）

26,086円（税込）

27,133円（税込）

2,200円（税込）

21,895円（税込） 26,086円（税込）

31,324円（税込）

33,419円（税込）

21,895円（税込）

8,276円（税込）

22,943円（税込）

13,514円（税込）

27,133円（税込）

2,933円（税込）

4,086円（税込） 7,229円（税込）

28,182円（税込）

16,657円（税込） 25,038円（税込）

27,133円（税込）

板幅150mmの大きなピッチの貼り替え
用床材です。大掛かりな工事が不要で部
分的に貼り替えが可能です。

室内飼いで、気になる臭いも、壁紙の触
媒作用で臭いを吸着・分解します。消臭効
果が再生するサイクル消臭なので効果が
長持ちします。（8 〜10年※）
参考価格：
1,100円（税込）/幅92cm×長さ1m
購入単位は、1m以上10cm単位となります。
※消臭効果は環境や臭いの程度によって
　異なります。

表面の耐摩擦性、耐傷付き性に優れた
壁紙です。特殊表面処理技術によりカビ
等を抑制し、汚れもかんたんに除去でき
ます。（7色）
参考価格：
1,760円（税込）/幅92cm×長さ1m
購入単位は、1m以上10cm単位となります。

既存の床に重ねて貼れます 触媒作用で臭いを吸着・分解 キズに強い強化壁紙

ホワイト ペール オーククリア ライトブラウン ダｰクブラウン ディー プブラウン

※パネルドア（ガラスなし）M-PBタイプもございます。

防滑仕様

標準仕様

標準仕様

防滑仕様

55,990円（税込）

アルミ引き戸フローリング（上張り）

ペットリフォーム

汚れや傷に強く、さっとひとふきでお手入れが
できます。汚れにくい

アルミフレームと樹脂パネルでできているの
で誰でも軽い操作感を得ることができます。軽い

衝撃に強く、丈夫です。壊れにくい

ポイント

埋め込みの例直付の例ペットが出入りの際、挟まれないよう
扉が2つ折れになっています。

（開口寸法：200×349㎜・小型・中型ペット対応です）

厚さ3mmのフローリングを、既存の床の上から重ねて貼るだけなので大掛かりな工事が不要です。

●ペットドア

空間を上手に間仕切ります。

M-GB（ガラスドア）

ナオスフローリング ３畳（約4.96㎡ 工事費込み）

●LAYフローリング ●消臭効果の高い壁紙：エアファインパワー ●腰壁用壁紙：ウッドデコ

  ※1 建具枠は、別途建築工事側での調達が必要です。 
  ※2 建具枠にレールを埋め込みの場合、別途建築工事側での溝加工などが必要です。

フローリング（D種）LAYフローリング

1000回転
での
測定結果

優れた耐久性！
テーバー摩耗試験

1箱（30枚入り）
サイズ1枚 15cm×90cm
1箱 4.05㎡（約1.2坪）

購入単位60,192円（税込）6帖 3箱
80,256円（税込）8帖 4箱
100,320円（税込）12帖 5箱

参考価格

（※1 材料価格のみ。施工代除く。）
（※2 H90cm加工。ドア・窓なしの場合）

開閉ロックカバー
開閉ロック用カバー
をご用意しています。

メイプル LFT101 メイプル LFT102

バーチ LFT111 バーチ LFT112

■カラーバリエーション

※現場状況によっては追加費用が発生します。

ミューズホワイト

バーチ

Sオーク

チェリー

カフェブラウン

●カラーバリエーション

After

Before

※工事費・組立費・配送費用等が別途必要となります。　　※掲載商品の仕様・価格は予告なく変更となる場合もあります。 ※工事費・組立費・配送費用等が別途必要となります。　　※掲載商品の仕様・価格は予告なく変更となる場合もあります。
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《 PTCヒーター以外の電気式床暖房 》

どこにいても
暖かいのがいいね。

暖かいところと、冷たいところ
があるのはどうして？

温度
センサー

240〜600×550〜1100㎜

901〜1200×1001〜1500㎜

1501〜1800×1501〜2000㎜

単板ガラス（3㎜） 複層ガラス（3㎜-A-3㎜） Low-Eガラス（3㎜-A-3㎜）サイズ（高さ×幅）

4790828

4790828

4790834

4790832

4790832

4790837 4790838

4790833

4790833

引き違い窓の場合

16,390円（税込） 25,190円（税込） 27,390円（税込）

25,190円（税込） 41,690円（税込） 51,590円（税込）

50,490円（税込） 86,790円（税込） 105,490円（税込）

ナチュラルバーチ クリアライト ダーク ホワイト グレー

冬、暖房してもなかなか暖かくならない

そんなお悩みが解決できます！！

外の騒音がうるさい

夏のエアコンの効きが悪い

結露が気になる

2100㎜

600㎜

※写真はイメージです。

電気代の目安：
¥1,938／月（¥65／日）

電気代の目安：
¥3,027／月（¥101／日）

電気代の目安：
¥757／月（¥25／日）

■ヒーター
　KH□1-2721×2

■コントローラー
　C-10×1

■コントローラー
　C-10×1

■コントローラー
　C-10×1

■ヒーター
　KH□1-2718×6

■ヒーター
　KH□1-2706×7

■コントローラー
　C-10×1

■ヒーター
　KH□1-2721×8

シートタイプ（断熱あり）

シートタイプ（断熱あり） シートタイプ（断熱あり）

シートタイプ（断熱あり）

シートタイプ

シートタイプ

シートタイプ

シートタイプ

2畳敷設プラン 3.25㎡ 3畳敷設プラン 5.07㎡

キッチン前プラン1 キッチン前プラン2

※ランニングコスト計算方法・1日午前3時間、午後5時間の合計8時間を一ヶ月（30日）使用し、通電時の最初10分間は最大消費電流で通電し、その後は定格消費電流55％の通電。電気単価
は22円／kwhで積算しています。※条件・室温約20℃、一定状態で、床面温度30℃、床面の構成は断熱材25ｍｍ厚（スタイロフォームⅠB）、下地28ｍｍ厚合板、床面12ｍｍ厚木質フロアー。
※電気代は想定された条件での算出です。実際の電気代とは条件の差で異なることがあります。

キッチン施工と併せて簡単施工。
床の張替えと同時に行えば、
施工費もお得！

物が温度センサーをふさ
いで高温になると、温度
が上がりすぎたと判断し
て周囲の発熱量も抑え
てしまいます。

周囲の温度はそのまま
に、温度の上がりすぎた
ところだけ、発熱量を抑
え、かしこく暖めます。

物が温度センサー上にない
場合、ムダに暖めすぎて、
熱がこもりやすくなります。

ヒーター自身が温度センサー
だから、暖めすぎのムダがなく、
熱のこもりが抑えられます。

電気代の目安：
¥755／月（¥25／日）

47,038円（税込）

83,705円（税込） 104,657円（税込）

62,752円（税込）

52,276円（税込）

88,943円（税込） 114,191円（税込）

69,038円（税込）

樹脂内窓 キッチン用床暖房
今ある窓の内側に取り付ける
樹脂製の後付内窓です。

1.断熱効果

3.防音効果

2.結露軽減

4.防犯効果

街路・交差点 静かな環境

騒音を軽減

窓からの熱の流出入を抑え
ればエアコンの効きがアッ
プします。冬は寒さを入れに
くく、夏は涼しさを逃がしにく
くなるため、冷暖房コストの
節減に貢献します。樹脂内窓
を取り付けることで、既設外
窓との間に生まれた中間空
気層と、熱が伝わりにくい樹
脂が外気と室内を遮断し、高
い断熱効果を発揮します。

今ある窓と樹脂内窓との間に生
まれる中間空気層で、外気温の
影響が受けにくくなります。さら
に枠は熱を伝えにくい樹脂製な
ので、結露の発生を軽減します。

今ある窓＋樹脂内窓で
二重窓になり、その間
に生まれた中間空気層
は防音効果を高めま
す。窓からの騒音の侵
入を防ぎ、室内の音漏
れを抑えてくれます。

内窓を設置することで二重
窓となるために、侵入者をて
こずらせ侵入させづらくさせ
ます。

カギ（クレセント）は空掛け防止機能付クレセントを標準装備し、うっかり
のカギ掛け忘れを防ぎます。

結露について
●「樹脂内窓」は、室内の暖かい空気を遮

断するので、既設外窓の表面温度を下げ
ることがあります。そのため、室内側の結
露を減少させる効果はありますが、既設
外窓に結露が発生する場合があります。

●季節に関わらず、室内の温度差が大きく、温
度が高いと結露が発生する場合があります。

●防音効果は、窓だけでなく壁
や床など建物の条件に影響
されます。また、音域により同
等の効果を得ることができな
い場合があります。

●ガラス厚は5mm以上がおす
すめです。

●二重窓になることで気密性
が向上しますが、音が部屋
にこもることがあります。窓
の不具合ではありませんの
であらかじめご了承ください。

※工事費・組立費・配送費用等が別途必要となります。
※掲載商品の仕様・価格は予告なく変更となる場合もあります。

※北海道地区は、北海道限定の樹脂内窓を推奨しています。フレーム構造や価格が異なります。詳しくは、係員までおたずねください。

※工事費・組立費・配送費用等が別途必要となります。　　※掲載商品の仕様・価格は予告なく変更となる場合もあります。
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