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MADE IN JAPAN に徹底してこだわり、 

製品の生産・加工はすべて国内の自社工場で 

一つずつ丁寧に行っています。 

消耗品があふれる今、長く愛着を持てる 

ものづくりを実現しています。 



※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

特長：室内ドア 

□ 片開きドア 

〔商品特長〕 

〔商品体系〕 

□ トイレドア □ 親子ドア 

※ドアデザインにより、各種設定タイプが異なります 

丁番（２色） 4 

ハンドル 3 

沓摺 1 

換気戸当り 5 

枠 2 

ドア本体 1 

ペットドア 中折れドア 簡易防音ドア 

ドア本体 1 

温もりある木目柄と手触り感で、上質な触り心地 
を愉しむインテリア建材です。盛り上げ印刷と特殊 
インクを駆使してリアルに表現しています。 

盛り上げ印刷 
× 

グロスマット 

スノーアッシュ 
SNH 

ファインメイプル 
FEM 

マイルドバーチ 
MBT 

ミッドチェリー 
MDC 

ブラウンナット 
BWT 

ビターナット 
BTD 

枠 2 

〔関連商品〕 機能ドアのご紹介 

ペットが自由に出入り 
できるくぐり戸付きドア 

通常室内ドアの約1/3 
省スペースで開閉できます 

生活騒音が気にならない 
レベルまで遮音するドア 

木製枠とアルミ枠の２タイプをご用意しています。 

木製枠 アルミ枠 

ノンケーシング枠 ケーシング付枠 ノンケーシング枠 

ケーシング 戸当り部 

目板 納まり 
○クロス巻き込み納まり 
○窓枠納まり 

たて枠仕上げ 
○ジャストカット枠 
○伸ばし枠 

たて枠仕上げ 
○ジャストカット枠 
○伸ばし枠 

たて枠仕上げ 
○ジャストカット枠 

KC SLC WH MBT FEM MDC SNH BWT BTD WHI 

ハンドル 3 

DH-4 
シャンパンシルバー（SIV） 

DH-4 
ブラック（KC） 

ビーバーのしっぽのようなハンドル形状。 
平らな面を、指や肘でも操作しやすいデザインです。 

錠仕様 

表示錠 間仕切り錠 シリンダー錠 

表示錠 間仕切り錠 シリンダー錠 

DESIGN 

丁番（２色） 4 

お好みに合わせて２色からお選びいただけます。 
施工後の前後、左右、上下調整や開閉トルクも 
プラスドライバー１本で調整ができます。 

シルバー（S） ブラック（K） 

（枠に同梱しているので、枠の商品記号が異なります） 

換気戸当り 5 

上枠と吊元側のたて枠に通気ができる 
換気戸当りを標準設定しています。 
ドア下部と合わせて３方向から、安定 
した通気で、換気経路に必要な有効 
開口面積100㎡以上を確保します。 

OPTION OPTION 

明かり採り 6 

トレドゕ標準装備 

（明かり採り付き） 
（明かり採り付き） 

ソフトクローズ機能 2 

OPTION 

入室の有無や照明の消し忘れを 
確認できる、明かり採り窓をトイレ 
ドアに標準装備しています。 

ドア本体でも通気・換気に配慮したデザインを設定しています。 

採風タイプ：14  ガラリタイプ：12・13 

OPTION 

衝撃音を抑え、手を添えなくても、最後までソフトに閉まります。 

また、閉止力はプラスドライバー１本で調整できます。 

グレー（GR） 

ダークブラウン（BK） 

ドアストッパー 3 

OPTION 

取り付け位置など条件や用途に合わせてお選びいただけます。 

床：取り付け用 本体：取り付け用 上枠：取り付け用 

※ドアデザイン、枠タイプにより取り付けに制限がります。 

フロア材仕上げ後に施工する床先張り用と 

沓摺施工後にフロア材を仕上げる床後張り 

用を設定しています。 

床後張り用 床先張り用 床先張り用 

薄沓摺（MDF） 直張り沓摺（アルミ） 埋込沓摺（アルミ） 



※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

デザイン・価格一覧 

01 03 04 05 11 12 13 14 15 16 31 33 

MBT FEM MDC SNH BWT BTD WHI 

41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 56 57 

62 63 71 72 74 A1 A2 A3 B3 D3 E5 

Door 
Color 

型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（ミスト） 
アルミ額縁：サンシルバー 

熱処理ガラス（フロスト調ホワイト） 
アルミ額縁：サンシルバー 

熱処理ガラス（フロスト調グレー） 
アルミ額縁：ブラック 

アルミライン：サンシルバー ポリカーボネート（ホワイト） 

框組構造 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（チェッカー） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス：ランダム配置 
アルミ額縁：ブラック 

熱処理／型板ガラス（かすみ） 
アルミ額縁：ブラック 

ポリカーボネート（麻の葉） 熱処理ガラス（ミスト） 
アルミ額縁：サンシルバー 

熱処理ガラス（フロスト調ホワイト） 
アルミ額縁：ブラック 

熱処理ガラス（フロスト調ホワイト） 
アルミ額縁：サンシルバー 

アルミライン：ブラック ポリカーボネート（ホワイト） 型板ガラス（かすみ） アルミライン：サンシルバー 型板ガラス（ミスト） 型板ガラス（かすみ） 

型板ガラス：ランダム配置 
アルミ額縁：ブラック 

熱処理ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ） 

換気ガラリ 換気ガラリ 採風タイプ 

ポリカーボネート（ホワイト） 
樹脂ライン 

ポリカーボネート（ホワイト） ポリカーボネート（ホワイト） ポリカーボネート（ホワイト） ポリカーボネート（ホワイト） 

框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 

框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 換気ガラリ 

片開きドア ¥50,000 

片引き戸 ¥70,000 

片開きドア ¥65,000 

片引き戸 ¥82,000 

片開きドア ¥75,000 

片引き戸 ¥92,000 

片開きドア ¥75,000 

片引き戸 ¥92,000 

片開きドア ¥75,000 

片引き戸 ¥92,000 

片開きドア ¥75,000 

片引き戸 ¥92,000 

片開きドア ¥75,000 

片引き戸 ¥92,000 

片開きドア ¥95,000 

片引き戸 ¥112,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥65,000 

片引き戸 ¥82,000 

片開きドア ¥65,000 

片引き戸 ¥82,000 

片開きドア ¥85,000 

片引き戸 ¥102,000 

片開きドア ¥85,000 

片引き戸 ¥102,000 

片開きドア ¥85,000 

片引き戸 ¥102,000 

片開きドア ¥85,000 

片引き戸 ¥102,000 

片開きドア ¥85,000 

片引き戸 ¥102,000 

片開きドア ¥65,000 

片引き戸 ¥82,000 

片開きドア ¥85,000 

片引き戸 ¥102,000 

片開きドア ¥95,000 

片引き戸 ¥112,000 

片開きドア ¥95,000 

片引き戸 ¥112,000 

片開きドア ¥95,000 

片引き戸 ¥112,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥105,000 

片引き戸 ¥122,000 

片開きドア ¥50,000 

片引き戸 ¥70,000 

片開きドア ¥75,000 

片引き戸 ¥92,000 

片開きドア ¥65,000 

片引き戸 ¥82,000 

片開きドア ¥75,000 

片引き戸 ¥92,000 

片開きドア ¥65,000 

片引き戸 ¥82,000 

片開きドア ¥85,000 

片引き戸 ¥102,000 

〔掲載セット価格について〕 
●片開きドア：本体＋ハンドルDH-4（SIVまたはKC）+ノンケーシング枠で算出しています。 
●片引き戸：錠無し・Ｙレール 本体+引手HR-4（SIVまたはKC）+ノンケーシング枠+敷居で算出しています。 



５種類の素材をモチーフにデザンした小窓。 
ホワトのポリカパネルからやわらかい光の演出を。 

 41  42 43 44 45 

Design Variation 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

DESIGN：小窓シリーズ 

ナチュラルな木の家具とカラフルなテキスタルで人気の 

北欧風ンテリゕを演出したプラン。セレクトしたのは、天然木の風合いが 

優しいドゕと同じテストのシートフロゕです。 

同系色とのコーデゖネートで空間に視覚的な広がりが生まれます。 

床 材 室内ドゕ サッシ 

FEM 
ファインメイプル 

FEJ 
ファインメイプル調 

内観 
マットホワイト 

造作材 

WHI 
ホワイト 

Coordinate Plan 

LIVING ROOM 

新芽 
まっすぐに伸びた新芽を 

樹脂ランで表現 

鞠 
軽やかに跳ねる鞠 

華やかさと楽しさを表現 

星座 
星を散りばめたような 

デザンに 

蝶々 
ひらりと舞い遊ぶ 
蝶をメージ 

花冠 
可愛らしい花々が 
パッと咲き誇る 



MDC 
ミッドチェリー 

 55 

Design Variation 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

DESIGN：ランダムガラス 

懐かしさを感じるレトロ風のガラスデザン。 

存在感のあるブラック額縁と伝統的な絵柄パネルがゕンテゖーク感と 

落ち着きを演出します。色柄も赤味を帯びた木調柄のミッドチェリー調。 

家族とのリラックス空間を演出します。 

床 材 室内ドゕ サッシ 

MDC 
ミッドチェリー 

MDJ 
ミッドチェリー調 

内観 
ミディアム 

造作材 

Coordinate Plan 

DINING ROOM 

懐かしさを感じる４種類の型板ガラスを 

ランダムに配し黒のゕルミ額縁で引締めました。 

エストラド 

キャセドラル 

グリーン 

かすみ 

キャセドラル 

ブロンズ 

型板ガラス：キャセドラル 

グリーン ブロンズ 

型板ガラス：エストラド 

 56 

三協オリジナル新構造 

ゕルミ形材と硬質グレチャンを使うことで、これまで 

できなかった多種ガラスの組合わせが可能になりました。 



 16  57 72 A2 

Design Variation 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

DESIGN：ブラックアクセント 

高級リゾートホテルの心地よさを取り入れたリビングには 

「ブラウンナット」のドゕで、落ち着きある時間を演出します。 

陰影のある色合いが、癒しの空間にリラックス感をもたらし、 

そこはかとない上質感を醸し出します。 

床 材 室内ドゕ サッシ 

BWT 
ブラウンナット 

BTJ 
ビターナット調 

内観 
シャンパングレイ 

造作材 

BWT 
ブラウンナット 

Coordinate Plan 

LIVING ROOM 

インテリアを引き締めるアクセントとして 

ブラック色のアルミ額縁を採用。グレー 

ガラスがより印象的な存在となります。 

 16  57 A2 

広い採光部を黒の額縁でシンメトリー 

に引き締めたレトロモダンな印象です。 

アシンメトリーな黒のアルミラインに、 

たて・横に貼り分けた木目がモダンな 

空間を演出します。 
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ゕンテゖーク調おすすめデザン 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

DESIGN：アンティーク調 

長い時間を感じさせる傷や色あせ、剥げかけたペンキの表情。 

思い出が刻まれたゕンテゖーク家具と優美なフゔブリックのコントラストが 

女性らしいテストのンテリゕ空間です。 

クラシカルなリビングのドゕには、温もりある「スノーゕッシュ」を選択。 

塗り重ねたムラは、１枚のドゕに物語を感じさせます。 

床 材 室内ドゕ 

SNH 
スノーアッシュ 

GPE 
グレージュペカン 

造作材 

WHI 
ホワイト 

Coordinate Plan 

LIVING ROOM 

リズミカルなレンズガラス。 

ガラスの向こうが楽しく、おもしろく、見える 

レトロ感いっぱいガラスです。 

 51  52  54 

 HANDLE：DH-4 

ブラック 



 63 

和モダンおすすめデザン 

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。 

DESIGN：和テイスト 

直線美が際立つジャパニズムスタル。 

無駄を削ぎ落とした空間には日本人の美意識が見え隠れしています。 

伝統の色や意匠、木や紙や石といった自然の素材に調和する 

木の質感を吹き込んだ「ビターナット」のドゕ。 

自然美を楽しむ、新しい和のカタチです。 

床 材 室内ドゕ 

BTD 
ビターナット 

WGU 
ワグリ 

造作材 

BTD 
ビターナット 

Coordinate Plan 

LIVING ROOM 

昔から広く親しまれ、子供の健やかな成長祈願と 

魔除けの意味があります。 

サッシ 

内観 
シャンパングレイ 

 16  42 62 A3 


