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W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥35,000 ¥38,000 ¥43,000 ¥55,000 ¥59,000 ¥71,000 ¥83,000 ¥94,000

1,000 ¥40,000 ¥45,000 ¥51,000 ¥66,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥102,000 ¥116,000

1,400 ¥45,000 ¥52,000 ¥59,000 ¥76,000 ¥86,000 ¥105,000 ¥122,000 ¥140,000

1,900 ¥79,000 ¥92,000 ¥106,000 ¥136,000 ¥153,000 ¥186,000 ¥218,000 ¥251,000

2,450 － ¥109,000 ¥126,000 ¥160,000 ¥191,000 ¥228,000 ¥264,000 ¥301,000

複層ガラス��������������������������������������������������������������������������������������

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥36,000 ¥40,000 ¥46,000 ¥60,000 ¥61,000 ¥76,000 ¥89,000 ¥102,000

1,000 ¥43,000 ¥50,000 ¥59,000 ¥77,000 ¥78,000 ¥98,000 ¥117,000 ¥136,000

1,400 ¥50,000 ¥60,000 ¥71,000 ¥94,000 ¥95,000 ¥122,000 ¥147,000 ¥172,000

1,900 ¥85,000 ¥104,000 ¥123,000 ¥161,000 ¥166,000 ¥209,000 ¥252,000 ¥295,000

2,450 － ¥124,000 ¥149,000 ¥193,000 ¥208,000 ¥259,000 ¥310,000 ¥361,000

遮熱高断熱複層ガラス�グリーン：Low�E����������
高断熱複層ガラス�シルバー：�������Low�E����������Low�E���������Low�E��������Low�E�����

和紙調複層ガラス��������和紙調�� 組子なし�
W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 2,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥39,000 ¥46,000 ¥54,000 ¥71,000 ¥67,000 ¥87,000 ¥105,000 ¥123,000

1,000 ¥50,000 ¥64,000 ¥79,000 ¥106,000 ¥93,000 ¥125,000 ¥156,000 ¥188,000

1,400 ¥62,000 ¥82,000 ¥102,000 ¥140,000 ¥119,000 ¥165,000 ¥209,000 ¥253,000

1,900 ¥101,000 ¥133,000 ¥165,000 ¥224,000 ¥197,000 ¥267,000 ¥337,000 ¥406,000

2,450 － ¥164,000 ¥207,000 ¥279,000 ¥251,000 ¥339,000 ¥426,000 ¥513,000

※Ｌ型引手付障子の場合は、上記価格に¥4,000がプラスされます。
※中桟付障子は同価格です。
※３枚建は４枚建と同価格です。製作範囲については、最寄りの営業所または支店までお問い合わせ下さい。
※補強枠セットの価格は、P32をご参照ください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、取付費、運賃等は含まれておりません。

引違い窓

完成品価格表

●「発注・施工上のご注意」を合わせてご確認ください。
●価格表中のH、Wは開口寸法を表します。（単位：mm）
●開口寸法H・Ｗを採寸の上、お見積もりください。
●枠はノックダウンでの納品となります。
● ■の範囲は製作制限上、製作できない場合があります。寸法特注範囲で製作できることを確認の上、お見積もり・発注ください。
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W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥27,000 ¥30,000 ¥35,000 ¥43,000 ¥47,000 ¥56,000 ¥64,000 ¥71,000

1,000 ¥31,000 ¥35,000 ¥41,000 ¥51,000 ¥57,000 ¥68,000 ¥77,000 ¥87,000

1,400 ¥35,000 ¥40,000 ¥46,000 ¥58,000 ¥67,000 ¥80,000 ¥91,000 ¥103,000

1,900 ¥62,000 ¥72,000 ¥82,000 ¥101,000 ¥119,000 ¥141,000 ¥164,000 ¥186,000

2,450 － ¥85,000 ¥98,000 ¥119,000 ¥151,000 ¥176,000 ¥201,000 ¥226,000

単板ガラス（5㎜）

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥27,000 ¥30,000 ¥34,000 ¥42,000 ¥46,000 ¥54,000 ¥61,000 ¥68,000

1,000 ¥30,000 ¥33,000 ¥38,000 ¥47,000 ¥55,000 ¥64,000 ¥72,000 ¥80,000

1,400 ¥33,000 ¥37,000 ¥42,000 ¥52,000 ¥64,000 ¥74,000 ¥83,000 ¥92,000

1,900 ¥60,000 ¥68,000 ¥76,000 ¥93,000 ¥115,000 ¥134,000 ¥153,000 ¥172,000

2,450 － ¥80,000 ¥90,000 ¥108,000 ¥146,000 ¥166,000 ¥186,000 ¥207,000

単板ガラス（3㎜・型4㎜）3㎜・型4㎜）㎜・型4㎜）4㎜）㎜）

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 2,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥35,000 ¥41,000 ¥49,000 ¥63,000 ¥62,000 ¥77,000 ¥91,000 ¥109,000

1,000 ¥43,000 ¥53,000 ¥64,000 ¥85,000 ¥81,000 ¥104,000 ¥125,000 ¥152,000

1,400 ¥52,000 ¥66,000 ¥81,000 ¥109,000 ¥103,000 ¥132,000 ¥161,000 ¥197,000

1,900 ¥86,000 ¥107,000 ¥130,000 ¥169,000 ¥167,000 ¥212,000 ¥259,000 ¥312,000

2,343 － ¥133,000 ¥162,000 ¥210,000 ¥215,000 ¥270,000 ¥327,000 ¥394,000

単板ガラス（和紙調３㎜組子付）

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 2,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥30,000 ¥35,000 ¥42,000 ¥53,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥77,000 ¥89,000

1,000 ¥37,000 ¥46,000 ¥56,000 ¥73,000 ¥69,000 ¥90,000 ¥109,000 ¥128,000

1,400 ¥44,000 ¥57,000 ¥71,000 ¥94,000 ¥87,000 ¥114,000 ¥141,000 ¥167,000

1,900 ¥75,000 ¥95,000 ¥116,000 ¥150,000 ¥145,000 ¥188,000 ¥231,000 ¥274,000

2,450 － ¥118,000 ¥145,000 ¥186,000 ¥187,000 ¥240,000 ¥293,000 ¥346,000

単板ガラス（和紙調３㎜組子なし）

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 2,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥36,000 ¥44,000 ¥52,000 ¥68,000 ¥65,000 ¥82,000 ¥98,000 ¥118,000

1,000 ¥47,000 ¥59,000 ¥73,000 ¥98,000 ¥88,000 ¥116,000 ¥142,000 ¥174,000

1,400 ¥58,000 ¥75,000 ¥94,000 ¥128,000 ¥113,000 ¥151,000 ¥187,000 ¥232,000

1,900 ¥93,000 ¥120,000 ¥148,000 ¥196,000 ¥181,000 ¥237,000 ¥295,000 ¥359,000

2,343 － ¥151,000 ¥188,000 ¥246,000 ¥234,000 ¥304,000 ¥376,000 ¥458,000

単板ガラス（和紙調５㎜組子付）

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 2,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥31,000 ¥38,000 ¥45,000 ¥58,000 ¥55,000 ¥70,000 ¥84,000 ¥98,000

1,000 ¥41,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥86,000 ¥76,000 ¥102,000 ¥126,000 ¥150,000

1,400 ¥50,000 ¥66,000 ¥84,000 ¥113,000 ¥97,000 ¥133,000 ¥167,000 ¥202,000

1,900 ¥82,000 ¥108,000 ¥134,000 ¥177,000 ¥159,000 ¥213,000 ¥267,000 ¥321,000

2,450 － ¥136,000 ¥171,000 ¥222,000 ¥206,000 ¥274,000 ¥342,000 ¥410,000

単板ガラス（和紙調５㎜組子なし）

※Ｌ型引手付障子の場合は、上記価格に¥4,000がプラスされます。
※中桟付障子は同価格です。
※３枚建は４枚建と同価格です。製作範囲については、最寄りの営業所または支店までお問い合わせ下さい。
※補強枠セットの価格は、P32をご参照ください。

H≦1,400：窓タイプ H＞1,400：テラスタイプ：窓タイプ H＞1,400：テラスタイプ窓タイプ H＞1,400：テラスタイプ：テラスタイプテラスタイプ
枠

一般枠仕様［間仕切り下枠仕様］ 完成品障子

引違い窓
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W
H 500 1,000 1,500 2,000

600 ¥19,000 ¥22,000 ¥25,000 ¥28,000

1,000 ¥21,000 ¥24,000 ¥27,000 ¥30,000

1,400 ¥23,000 ¥27,000 ¥31,000 ¥35,000

1,900 ¥28,000 ¥31,000 ¥36,000 ¥40,000

2,450 ¥30,000 ¥35,000 ¥40,000 ¥45,000

単板ガラス�３���４��

W
H 500 1,000 1,500 2,000

600 ¥25,000 ¥30,000 ¥35,000 ¥41,000

1,000 ¥29,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥53,000

1,400 ¥34,000 ¥43,000 ¥55,000 ¥66,000

1,900 ¥42,000 ¥53,000 ¥68,000 ¥82,000

2,450 ¥48,000 ¥61,000 ¥79,000 ¥97,000

遮熱高断熱複層ガラス�グリーン：Low�E����������
高断熱複層ガラス�シルバー：�������Low�E����������Low�E���������Low�E��������Low�E�����

W
H 500 1,000 1,500 2,000

600 ¥19,000 ¥22,000 ¥25,000 ¥29,000

1,000 ¥21,000 ¥25,000 ¥29,000 ¥33,000

1,400 ¥24,000 ¥29,000 ¥34,000 ¥39,000

1,900 ¥29,000 ¥34,000 ¥40,000 ¥46,000

2,450 ¥32,000 ¥38,000 ¥45,000 ¥52,000

単板ガラス�５��

W
H 500 1,000 1,269

600 ¥26,000 ¥33,000 ¥41,000

1,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥58,000

1,400 ¥40,000 ¥56,000 ¥76,000

1,900 ¥50,000 ¥71,000 ¥99,000

2,450 ¥58,000 ¥84,000 ¥119,000

和紙調複層ガラス��������和紙調�� 組子なし�
W

H 500 1,000 1,272

600 ¥20,000 ¥25,000 ¥30,000

1,000 ¥24,000 ¥31,000 ¥40,000

1,400 ¥29,000 ¥39,000 ¥51,000

1,900 ¥35,000 ¥48,000 ¥65,000

2,450 ¥41,000 ¥56,000 ¥77,000

単板ガラス�和紙調３� 組子なし�

W
H 500 700

600 ¥31,000 ¥32,000

1,000 ¥34,000 ¥36,000

1,400 ¥37,000 ¥39,000

1,560 ¥40,000 ¥42,000

単板ガラス�３���４��

遮熱高断熱複層ガラス
�グリーン：Low�E����������
高断熱複層ガラス

�シルバー：�������Low�E���：�������Low�E���������Low�E��������Low�E�����
W

H 500 700

600 ¥36,000 ¥39,000

1,000 ¥41,000 ¥45,000

1,400 ¥46,000 ¥51,000

1,560 ¥52,000 ¥58,000

W
H 500 700

600 ¥32,000 ¥33,000

1,000 ¥35,000 ¥37,000

1,400 ¥38,000 ¥40,000

1,560 ¥41,000 ¥43,000

単板ガラス�５��
W

H 500 700

600 ¥32,000 ¥35,000

1,000 ¥37,000 ¥41,000

1,400 ¥42,000 ¥47,000

1,560 ¥46,000 ¥52,000

単板ガラス�和紙調３� 組子なし�

和紙調複層ガラス
��������和紙調�� 組子なし�

W
H 500 700

600 ¥37,000 ¥41,000

1,000 ¥44,000 ¥50,000

1,400 ¥51,000 ¥60,000

1,560 ¥58,000 ¥69,000

W
H 500 1,000 1,500 2,000

600 ¥24,000 ¥29,000 ¥33,000 ¥38,000

1,000 ¥28,000 ¥33,000 ¥39,000 ¥45,000

1,400 ¥32,000 ¥38,000 ¥46,000 ¥53,000

1,900 ¥39,000 ¥46,000 ¥56,000 ¥65,000

2,450 ¥43,000 ¥52,000 ¥63,000 ¥74,000

W
H 500 700

600 ¥36,000 ¥38,000

1,000 ¥40,000 ¥43,000

1,400 ¥44,000 ¥48,000

1,560 ¥49,000 ¥54,000

複層ガラス
�������������������������������������������

複層ガラス�������������������������������������������

FIX窓： 本体

開き窓： 枠＋完成品障子

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、取付費、運賃等は含まれておりません。

FIX窓

開き窓

●「発注・施工上のご注意」を合わせてご確認ください。
●価格表中のH、Wは開口寸法を表します。（単位：mm）
●開口寸法H・Ｗを採寸の上、お見積もりください。
● ■の範囲は製作制限上、製作できない場合があります。寸法特注範囲で製作できることを確認の上、お見積もり・発注ください。

完成品価格表
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テラスドア： 枠 完成品障子

遮熱高断熱複層ガラス
（グリーン：Low-E3㎜-A12-3㎜）
高断熱複層ガラス
（シルバー：3㎜-A12-Low-E3㎜）

W
H 500 900

1,000 ¥84,000 ¥87,000

1,400 ¥86,000 ¥91,000

1,900 ¥91,000 ¥99,000

2,000 ¥95,000 ¥104,000

和紙調複層ガラス
（3㎜-A12-和紙調3㎜ 組子なし）

W
H 500 900

1,000 ¥86,000 ¥93,000

1,400 ¥91,000 ¥102,000

1,900 ¥99,000 ¥114,000

2,000 ¥104,000 ¥123,000

複層ガラス
（3㎜-A12-3㎜、4㎜-A11-3㎜）

W
H 500 900

1,000 ¥82,000 ¥85,000

1,400 ¥83,000 ¥87,000

1,900 ¥88,000 ¥93,000

2,000 ¥91,000 ¥97,000

単板ガラス（５㎜）
W

H 500 900

1,000 ¥82,000 ¥85,000

1,400 ¥83,000 ¥86,000

1,900 ¥88,000 ¥91,000

2,200 ¥91,000 ¥95,000

単板ガラス（和紙調３㎜ 組子なし）
W

H 500 900

1,000 ¥85,000 ¥89,000

1,400 ¥87,000 ¥94,000

1,900 ¥94,000 ¥103,000

2,200 ¥98,000 ¥110,000

単板ガラス（３㎜、４㎜型）
W

H 500 900

1,000 ¥82,000 ¥84,000

1,400 ¥83,000 ¥85,000

1,900 ¥87,000 ¥90,000

2,200 ¥90,000 ¥93,000

テラスドア
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複層ガラス用
W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥28,000 ¥30,000 ¥33,000 ¥42,000 ¥47,000 ¥56,000 ¥64,000 ¥72,000

1,000 ¥31,000 ¥33,000 ¥36,000 ¥45,000 ¥55,000 ¥64,000 ¥72,000 ¥80,000

1,400 ¥34,000 ¥36,000 ¥39,000 ¥48,000 ¥64,000 ¥73,000 ¥81,000 ¥89,000

1,900 ¥61,000 ¥67,000 ¥74,000 ¥93,000 ¥118,000 ¥136,000 ¥154,000 ¥172,000

2,450 － ¥77,000 ¥85,000 ¥104,000 ¥145,000 ¥163,000 ¥181,000 ¥199,000

複層ガラス用
W

H 500 1,000 1,500 2,000

600 ¥19,000 ¥22,000 ¥25,000 ¥28,000

1,000 ¥21,000 ¥24,000 ¥27,000 ¥30,000

1,400 ¥24,000 ¥27,000 ¥30,000 ¥33,000

1,900 ¥29,000 ¥32,000 ¥35,000 ¥38,000

2,450 ¥32,000 ¥35,000 ¥38,000 ¥41,000

単板ガラス用
W

H 500 1,000 1,500 2,000

600 ¥15,000 ¥17,000 ¥19,000 ¥21,000

1,000 ¥16,000 ¥18,000 ¥20,000 ¥22,000

1,400 ¥18,000 ¥20,000 ¥22,000 ¥24,000

1,900 ¥21,000 ¥23,000 ¥25,000 ¥27,000

2,450 ¥23,000 ¥25,000 ¥27,000 ¥29,000

単板ガラス用
W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥21,000 ¥23,000 ¥26,000 ¥32,000 ¥36,000 ¥42,000 ¥47,000 ¥52,000

1,000 ¥23,000 ¥25,000 ¥28,000 ¥34,000 ¥42,000 ¥48,000 ¥53,000 ¥58,000

1,400 ¥25,000 ¥27,000 ¥30,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥54,000 ¥59,000 ¥64,000

1,900 ¥46,000 ¥51,000 ¥56,000 ¥67,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥112,000 ¥124,000

2,450 － ¥59,000 ¥65,000 ¥76,000 ¥111,000 ¥123,000 ¥135,000 ¥147,000

引違い補強枠 加算額
※補強枠の場合は、標準枠の価格に下記金額がプラスされます。

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

差額 ¥2,000 ¥2,500 ¥3,000 ¥4,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000

複層ガラス用
W

H 500 700

600 ¥29,000 ¥31,000

1,000 ¥32,000 ¥34,000

1,400 ¥35,000 ¥37,000

1,560 ¥39,000 ¥41,000

複層ガラス用
W

H 500 900

1,000 ¥65,000 ¥66,000

1,400 ¥65,000 ¥66,000

1,900 ¥68,000 ¥69,000

2,000 ¥70,000 ¥71,000

単板ガラス用
W

H 500 900

1,000 ¥65,000 ¥66,000

1,400 ¥65,000 ¥66,000

1,900 ¥68,000 ¥69,000

2,200 ¥70,000 ¥71,000

単板ガラス用
W

H 500 700

600 ¥25,000 ¥26,000

1,000 ¥27,000 ¥28,000

1,400 ¥29,000 ¥30,000

1,560 ¥31,000 ¥32,000

※Ｌ型引手付障子の場合は、上記価格に¥4,000がプラスされます。
※中桟付障子は同価格です。
※３枚建は４枚建と同価格です。製作範囲については、最寄りの営業所または支店までお問い合わせ下さい。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、取付費、運賃等は含まれておりません。

部材価格表

●「発注・施工上のご注意」を合わせてご確認ください。
●価格表中のH、Wは開口寸法を表します。（単位：mm）
●開口寸法H・Ｗを採寸の上、お見積もりください。
● ■の範囲は製作制限上、製作できない場合があります。寸法特注範囲で製作できることを確認の上、お見積もり・発注ください。

引違い窓

ＦＩＸ窓

開き窓 テラスドア

H≦1,400：窓タイプ H＞1,400：テラスタイプ：窓タイプ H＞1,400：テラスタイプ窓タイプ H＞1,400：テラスタイプ：テラスタイプテラスタイプ

枠 障子＋

本体

枠 障子＋枠＋本体
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W 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

差額 ¥2,000 ¥2,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000

※３方の場合は、下記金額がマイナスされます。

WH 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥16,000 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥52,000

1,000 ¥18,000 ¥22,000 ¥26,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥46,000 ¥54,000

1,400 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥56,000

1,900 ¥28,000 ¥32,000 ¥38,000 ¥42,000 ¥52,000 ¥62,000 ¥72,000

2,450 ¥32,000 ¥36,000 ¥42,000 ¥46,000 ¥56,000 ¥66,000 ¥76,000

ふかし枠（７０㎜）４方
ふかし枠 カーテンレール取付仕様（7０㎜） ４方

W 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

差額 ¥4,000 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥5,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥20,000

1,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥12,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥16,000 ¥24,000

1,400 ¥8,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥16,000 ¥18,000 ¥20,000 ¥30,000

1,900 ¥11,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥19,000 ¥22,000 ¥24,000 ¥28,000 ¥38,000

2,450 ¥14,000 ¥15,000 ¥17,000 ¥24,000 ¥28,000 ¥30,000 ¥34,000 ¥48,000

W
H 500 1,000 1,500 1,525

600 ¥2,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥5,500

1,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥6,500

1,400 ¥4,000 ¥5,000 ¥7,500 ¥8,500

1,900 ¥5,500 ¥7,000 ¥9,500 ¥10,500

2,450 ¥7,000 ¥8,500 ¥12,000 ¥13,500

組子（ＦＩＸ窓用）
●Ｗ寸法は最大1,525㎜となります。

W
H 500 700

600 ¥2,500 ¥3,000

1,000 ¥3,000 ¥3,500

1,400 ¥4,000 ¥4,500

1,560 ¥5,500 ¥6,000

組子（開き窓用）

組子（引違い窓用）

ふかし枠下部補強部材
●ふかし枠20mmにはご使用いただけません。

W 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

差額 ¥4,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000

※３方の場合は、下記金額がマイナスされます。

WH 500 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥18,000 ¥22,000 ¥26,000

1,000 ¥9,000 ¥11,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥19,000 ¥23,000 ¥27,000

1,400 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥16,000 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,000

1,900 ¥14,000 ¥16,000 ¥19,000 ¥21,000 ¥26,000 ¥31,000 ¥36,000

2,450 ¥16,000 ¥18,000 ¥21,000 ¥23,000 ¥28,000 ¥33,000 ¥38,000

ふかし枠 （２０㎜・４０㎜・５０㎜） ４方
ふかし枠 カーテンレール取付仕様（２０㎜・４０㎜・５０㎜） ４方

出来寸法
H（mm）mm）） 連窓方立 コーナー方立

600 ¥8,000 ¥8,000

1,000 ¥10,000 ¥10,000

1,400 ¥12,000 ¥12,000

1,900 ¥14,000 ¥14,000

2,500 ¥16,000 ¥16,000

連窓方立・コーナー方立

段差スペーサー
商品コード Z-01-CFHW

価格 ¥2,000 ※入数２本

引違い用 開き窓用 ＦＩＸ窓用

商品コード ■-01-CFJC ■-01-CFJD ■-01-CFJE

価格 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200

ふかし枠連段窓用ドリルねじセット

出来寸法 
W(mm) 1,000 1,500 2,030

¥11,500 ¥14,000 ¥16,500

段窓無目

※テラスタイプ中桟付の場合は、下記金額がプラスされます。

W

H

２枚建 ４枚建

1,000 1,500 2,000 3,000 2,000 3,000 4,000 5,000

差額 ¥5,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000

有償品価格表

●「発注・施工上のご注意」を合わせてご確認ください。
●価格表中のH、Wは開口寸法を表します。（単位：mm）
●開口寸法H・Ｗを採寸の上、お見積もりください。
●ふかし枠は窓枠の状態により補強が必要になります。また立ち上がりのある掃出し納まりの場合は、ふかし枠補強例を参考に補強を行ってください。

■部 S：ショコラーデG　Y：キャラメルウッドG　N：ニュートラルウッドG　L：ライトウッドG　W：ホワイト　G：ライトグレーG

商品コードについて
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W
H 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥5,100 ¥5,400 ¥5,700 ¥6,300 ¥6,900 ¥7,500

1,000 ¥5,300 ¥5,700 ¥6,100 ¥6,900 ¥7,700 ¥8,500

1,400 ¥5,500 ¥6,000 ¥6,500 ¥7,500 ¥8,500 ¥9,500

1,900 ¥5,700 ¥6,300 ¥6,900 ¥8,100 ¥9,300 ¥10,500

2,450 ¥5,900 ¥6,600 ¥7,300 ¥8,700 ¥10,100 ¥11,500

引違い枠化粧カバー

皿木ねじΦ3.1×56 
（入数20本/袋）

皿木ねじΦ3.1×56 
（入数１００本/袋）

商品コード 価格 商品コード 価格

Ｓ色（ショコ
ラーデＧ用） S-02002-BZNX ¥600 S-10002-BZNX ¥2,800

Ｙ色（キャラメ
ルウッドＧ用） Y-02002-BZNX ¥600 Y-10002-BZNX ¥2,800

Ｎ色（ニュートラ
ルウッドＧ用） N-02002-BZNX ¥600 N-10002-BZNX ¥2,800

Ｌ色（ライト
ウッドＧ用） L-02002-BZNX ¥600 L-10002-BZNX ¥2,800

Ｗ色（ホワイ
ト用） W-02002-BZNX ¥600 ECZW98 ¥2,700

Ｇ色（ライトグ
レーＧ用） Z-02002-BZNX ¥600 FCZG98 ¥2,800

真壁取付用ねじ

制限アーム
開き窓用 テラスドア用

280mm＜W≦595mm 595mm＜W W≦595mm 595mm＜W

商品コード Z-01L/R-CFXY Z-02-CFXY Z-03L/R-CFXY Z-04-CFXY

価格 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000

出来寸法
Ｗ（mm）mm）） 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

¥1,000 ¥1,200 ¥1,500 ¥2,000 ¥2,500 ¥3,000

平板
●化粧部材として使用する場合は、施工テープもあわせて発注ください。

テラスドア室外用ハンドルセット

商品コード ▲-01-CFZY

価格 ¥2,000

テラスドア室外用ハンドルセット
▲には
　 W：ホワイト 
Ｇ：ライトグレーＧ 
Ｓ：ショコラーデG、キャラメルウッドＧ 
Ｎ：ニュートラルウッドＧ、ライトウッドＧ 
が入ります。

２ｍｍ用 ３ｍｍ用 ４ｍｍ用 ５ｍｍ用 ６ｍｍ用 6.8ｍｍ用

５０ｍ巻き
商品コード NP6S0002 NP6S0003 NP6S0004 NP6S0005 NP6S0006 NP6S0007

価格 ¥2,900 ¥2,900 ¥2,900 ¥2,900 ¥2,900 ¥2,900

２０ｍ巻き
商品コード NP7S0002 NP7S0003 NP7S0004 NP7S0005 NP7S0006 NP7S0007

価格 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,400 ¥1,400

グレチャン（引違い窓・開き窓・ＦＩＸ窓用）
●組子を使用する場合、使用するガラス厚の1ｍｍ上のグレチャンをご発注ください。
●SGを使用する場合のみグレチャンが必要になります。

３ｍｍ用 ４ｍｍ用 ５ｍｍ用 ６ｍｍ用

４０ｍ巻き
商品コード S-40003-CFBG S-40004-CFBG S-40005-CFBG S-40006-CFBG

価格 ¥12,800 ¥11,000 ¥9,200 ¥12,600

１０ｍ巻き
商品コード S-40013-CFBG S-40014-CFBG S-40015-CFBG S-40016-CFBG

価格 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,500 ¥3,300

グレチャン（テラスドア用）
●SGを使用する場合のみグレチャンが必要になります。

出来寸法
Ｗ（mm）mm）） 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

¥2,500 ¥2,700 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,000 ¥4,500

掃出しアタッチメント

W
H 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥7,000 ¥7,700 ¥8,500 ¥10,000 ¥11,500 ¥13,000

1,000 ¥8,500 ¥9,200 ¥10,000 ¥11,500 ¥13,000 ¥14,500

1,400 ¥10,000 ¥10,700 ¥11,500 ¥13,000 ¥14,500 ¥16,000

1,900 ¥12,000 ¥12,700 ¥13,500 ¥15,000 ¥16,500 ¥18,000

2,450 ¥13,500 ¥14,200 ¥15,000 ¥16,500 ¥18,000 ¥19,500

化粧額縁（3方）
W

H 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

600 ¥8,500 ¥9,700 ¥11,000 ¥13,500 ¥16,000 ¥18,500

1,000 ¥10,000 ¥11,200 ¥12,500 ¥15,000 ¥17,500 ¥20,000

1,400 ¥11,500 ¥12,700 ¥14,000 ¥16,500 ¥19,000 ¥21,500

1,900 ¥13,500 ¥14,700 ¥16,000 ¥18,500 ¥21,000 ¥23,500

2,450 ¥15,000 ¥16,200 ¥17,500 ¥20,000 ¥22,500 ¥25,000

化粧額縁（4方）

●W色100本入は、皿木ねじφ3.5×55となります。

ボード納まり用アンカー

商品コード Ｚ-01-ＣＦＤＹ

価格 ¥2,500

ボード納まり用アンカー（入数35本/袋）

商品コード ■-01-CFSX

価格 ¥400

外障子ストッパー（入数1個）

20-15 
（5本入）

30-30 
（5本入）

Ｌ寸法（ｍｍ） 3,800 3,800

商品コード ■-01-CFZL ■-02-CFZL

価格 ¥7,500 ¥9,500

Ｌ型アングル

テープ幅 68mm

商品コード Z-01-CGBL

価格 ¥14,000

入数 11m/巻×1

施工テープ
●平板を化粧部材として使用する場合に発注ください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、取付費、運賃等は含まれておりません。

有償品価格表 ■部 S：ショコラーデG　Y：キャラメルウッドG　N：ニュートラルウッドG　L：ライトウッドG　W：ホワイト　G：ライトグレーG

商品コードについて
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完成品価格表

W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ¥48,000 ¥53,000 ¥61,000 

1,000 ¥53,000 ¥60,000 ¥69,000 

1,300 ¥59,000 ¥68,000 ¥78,000 

複層ガラス（3㎜-A12-3㎜、型4㎜-A11-3㎜）
引違い窓  浴室仕様  〔ユニットバス納まり〕

●「発注・施工上のご注意」を合わせてご確認ください。
●価格表中のH、Wは開口寸法を表します。（単位：mm）
●開口寸法H・Ｗを採寸の上、お見積もりください。
● ■の範囲は製作制限上、製作できない場合があります。寸法特注範囲で製作できることを確認の上、お見積もり・発注ください。

W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ¥40,000 ¥45,000 ¥52,000 

1,000 ¥43,000 ¥48,000 ¥56,000 

1,300 ¥47,000 ¥53,000 ¥61,000 

単板ガラス（3㎜・型4㎜）

W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ¥52,000 ¥60,000 ¥71,000 

1,000 ¥62,000 ¥77,000 ¥94,000 

1,300 ¥74,000 ¥95,000 ¥117,000 

複層ガラス（3㎜-A11-強化4㎜、3㎜-A11-強化型4㎜）
W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ー ー ー

1,000 ¥123,000 ¥128,000 ¥153,000 

1,300 ¥140,000 ¥145,000 ¥178,000 

複層ガラス（ブラインドイン複層ガラス）

W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ¥40,000 ¥45,000 ¥53,000 

1,000 ¥44,000 ¥50,000 ¥59,000 

1,300 ¥49,000 ¥56,000 ¥65,000 

単板ガラス（5㎜）
W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ¥44,000 ¥52,000 ¥63,000 

1,000 ¥53,000 ¥66,000 ¥82,000 

1,300 ¥63,000 ¥81,000 ¥102,000 

単板ガラス（強化4㎜）

W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ¥41,000 ¥45,000 ¥51,000

1,000 ¥46,000 ¥52,000 ¥59,000

1,300 ¥52,000 ¥60,000 ¥68,000

複層ガラス（3㎜-A12-3㎜、型4㎜-A11-3㎜）
引違い窓  浴室仕様  〔タイル納まり〕

W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ¥33,000 ¥37,000 ¥42,000

1,000 ¥36,000 ¥40,000 ¥46,000

1,300 ¥40,000 ¥45,000 ¥51,000

単板ガラス（3㎜・型4㎜）

W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ¥45,000 ¥52,000 ¥61,000

1,000 ¥55,000 ¥69,000 ¥84,000

1,300 ¥67,000 ¥87,000 ¥107,000

複層ガラス（3㎜-A11-強化4㎜、3㎜-A11-強化型4㎜）
W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ー ー ー

1,000 ¥116,000 ¥120,000 ¥143,000

1,300 ¥133,000 ¥137,000 ¥168,000

複層ガラス（ブラインドイン複層ガラス）

W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ¥33,000 ¥37,000 ¥43,000

1,000 ¥37,000 ¥42,000 ¥49,000

1,300 ¥42,000 ¥48,000 ¥55,000

単板ガラス（5㎜）
W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ¥37,000 ¥44,000 ¥53,000

1,000 ¥46,000 ¥58,000 ¥72,000

1,300 ¥56,000 ¥73,000 ¥92,000

単板ガラス（強化4㎜）
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部材価格表／オプション参考価格表

W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ¥41,000 ¥45,000 ¥51,000

1,000 ¥44,000 ¥48,000 ¥54,000

1,300 ¥48,000 ¥52,000 ¥58,000

複層ガラス用
引違い窓  浴室仕様  〔ユニットバス納まり〕

●「発注・施工上のご注意」を合わせてご確認ください。
●価格表中のH、Wは開口寸法を表します。（単位：mm）
●開口寸法H・Ｗを採寸の上、お見積もりください。

W

H

２枚建

1,000 1,500 1,690

600 ¥34,000 ¥38,000 ¥44,000

1,000 ¥36,000 ¥40,000 ¥46,000

1,300 ¥39,000 ¥43,000 ¥49,000

単板ガラス用

W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ¥34,000 ¥37,000 ¥41,000

1,000 ¥37,000 ¥40,000 ¥44,000

1,300 ¥41,000 ¥44,000 ¥48,000

複層ガラス用
引違い窓  浴室仕様  〔タイル納まり〕

W

H

２枚建

1,000 1,500 2,000

600 ¥27,000 ¥30,000 ¥34,000

1,000 ¥29,000 ¥32,000 ¥36,000

1,300 ¥32,000 ¥35,000 ¥39,000

単板ガラス用

引違い窓  浴室仕様  オプション

段差 商品コード 価格

3.5 ～１０mm用～１０mm用mm用用 Z-01-CFMJ ¥1,500

１０～２０mm用mm用用 Z-02-CFMJ ¥1,500

２０～２５mm用mm用用 Z-03-CFMJ ¥1,500

２５mm以上用mm以上用以上用 Z-04-CFMJ ¥1,500

商品コード 価格

ユニットバス用 W-01-CFJP ¥4,000

タイル納まり用 W-02-CFJP ¥4,000

●サッシと額縁との段差が下記寸法の場合に使用します。 
●段差が3.5㎜未満の場合は、製品に同梱していますので、
　下記オプションは不要です。 
　詳しくは「現場調査」シートにてご確認ください。

高さ調整パイプ ユニットバス用 アルミ額縁用取付ねじセット ユニットバス・タイル納まり用
●額縁がアルミの場合に、追加で使用するねじセットです。

タイプ         W ～ 1,000 ～ 1,500 ～2,000

２０ｍｍ ¥900 ¥1,100 ¥1,300

水たまり防止部材 タイル納まり用
●外窓とインプラスの間の段差を埋めるアルミ部材です。 
　使用寸法の詳細は、納まり図にてご確認ください。
●開口寸法Ｗで発注してください。 
　片側3㎜のコーキング代を考慮して、開口寸法Ｗ-6㎜で出荷します。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、取付費、運賃等は含まれておりません。


