
CAR 
GATE
車庫前門扉
盗難やいたずらなどから車をガードする車庫前門扉は、

車庫の前面に設置されるため、

敷地内への不審者の侵入を防ぐ役割も果たします。

LIXILでは、敷地や使いやすさに

合わせて選べる豊富なバリエーションをご用意。

愛車はもちろん、家族の安心・安全を守るためにも、

ぜひご検討ください。
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126 
ワイドシャッターS/シングルシャッターS

132 カーゲート用通信ユニット

134 
プレミエスゲート

138 
アルシャインⅡ

143 アルシャインHG

144 カーゲート セレビューFシリーズ

146 カーゲート セレビューMシリーズ

148 シャレオ伸縮

150 
ワイドオーバードアS/オーバードアS

154 エススライド
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ワイドシャッターS/シングルシャッターS

126

住まいの印象もセキュリティもグレードアップする理想のシャッター
アルミ形材のシャープなデザインのFタイプ、表面仕上げ材を住宅の外壁に合わせて選べるCタイプ。
安心で便利な機能を数多く盛り込んだ、理想のシャッターです。

車庫前門扉



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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表面仕上げを選べ、様々な住宅に
マッチするCタイプ
Cタイプは、表面仕上げ材を住宅の外壁に合わ
せたり、またお好みによって選べますので、
様々な住宅にコーディネートできます。

アルミ形材ならではのシャープな
デザインのFタイプ
Fタイプは、アルミ形材の質感を活かしたシンプ
ルでシャープなデザイン。
モダンな住宅にマッチする、3色のクリエカラー
を加えて、外構全体をトータルコーディネートで
きます。



停電時でも安心の手動機構 リモコンでラクラク開閉

開閉速度
開閉速度は、ワイドシャッターS（2台
用）で20～30秒（50Hz）、シングル
シャッターS（1台用）で30～40秒
（50Hz）に設定。
※ 開閉速度はシャッター本体の種類・サイズに
よって変わります。
※ ワイドシャッターS（2台用）アルミスラット 
H23/H26-W56、H26-W51は48～50
秒に設定しています。

シングルシャッターS（1台用）は、レール背面の手動切替ワイ
ヤーを引くことにより、手動に切り替わります。ワイドシャッター
S（2台用）では、点検口内の手動チェーンおよび開放ひもで開
閉操作が可能です。シングルシャッターS（1台用）・ワイドシャッ
ターS（2台用）ともに、手動操作部は施錠可能です。

雨の日でも車から降りることなく、リモコン操作でシャッターを
自動開閉できます。

1台用の手動切替ワイヤー

2台用の手動チェーン

信頼性の高い安全装置

閉動作中に障害物（人・物等）を感知するとシャッターは反転
上昇し停止します。
電動タイプの安全装置は、安心して使用いただける非接触型
の光電センサー（2ビーム式）仕様です。

万一、開閉機のチェーンが切れたり外れたりした場合で
も、シャッターの急激な降下を防ぐ装置を装備しています。

急降下停止装置

障害物を感知する安全・安心の光電センサー チェーンの故障時も安心の急降下停止装置
ワイドシャッターS（2台用）のみ

オプション品に関しては、ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

30～40秒

シングルシャッターS

20～30秒

ワイドシャッターS
※一部の機種を除く。
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シングルシャッターS Fタイプには施錠機能が
ついた、お求めやすい手動タイプも用意して
います。

シリンダー錠
（ステンレスパイプ・アルミパイプ）

ディンプル錠
（アルミスラット）

ワイドシャッターS/シングルシャッターS

安全・便利な機能



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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ワイドシャッターS/シングルシャッターS Cタイプの表面仕上げ

住宅の壁とコーディネートが可能なタイル材をご用意しています。

タイル仕上げ　

寂雅楽Ⅱ（さびうた） セラヴィオ Ｒ グリーン購入法適合商品 グリーン購入法適合商品

SUT-11 CRG-1SUT-12 CRG-2SUT-13 CRG-4

センティア 細割ボーダー（標準割面） グリーン購入法適合商品グリーン購入法適合商品

SNT-1HB-1 SNT-3HB-2 HB-6 HB-7

エクセンシア サイモン グリーン購入法適合商品

ECA-2SAI-1 ECA-3SAI-3 SAI-4

タイル張り仕上げ例　

タイル張り仕上げ タイル：細割ボーダーHB-6
シングルシャッターS ステンレスパイプ

タイル張り仕上げ タイル：エクセンシアECA-2
ワイドシャッターS  アルミパイプ

塗り仕上げ
住まいに合わせて豊富な色設定と15の仕上げパターンから選べます。（エスケー化研（株）のベルアートを使用した工法での施工となります。）

グリーン購入法適合商品 グリーン購入法（国などによる環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づき、重点的に調達すべき環境物品など（品目分類：タイル）としての判断基準に適合した商品です。

Stripe
くし引き

Press-L
プレスL

Provence
プロヴァンス

Stucco（Press）
スタッコ押さえ

Stucco
スタッコ吹放し

Stamp
スタンプ

Canyon
キャニオン

Travertin
トラバーチン

Tail-L
テールL

Sand Bar-L
シラスL

FeatherFW
フェザーFW

Press-L（Double Colours Finish）
プレスL2色

Scroll
スクロールFW

Stamp-L FW
ラージスタンプFW

Fantasista
ファンタジスタ



主要材質：アルミ形材

本体フレーム色（壁ユニット）

オータムブラウン シャイングレー ブラック ナチュラルシルバーＦ シャイングレー＋
クリエラスク

ナチュラルシルバーＦ＋
クリエモカ

シャイングレー＋
クリエダーク

●アルミ色 ●アルミ色＋マテリアルカラー

ワイドシャッターＳ Fタイプ

シングルシャッターＳ Fタイプ

電 動

電 動 手 動

2台用 シャイングレー ハイリンク
Ｗ51・Ｈ23 幅＝5,400mm 高さ＝2,933mm

¥2,409,000

2台用 オータムブラウン ステンレスパイプ 
Ｗ51・Ｈ23 幅＝5,400mm 高さ＝2,933mm

¥1,961,000

2台用+2台用 ハイリンク　
シャイングレー 　
マテリアルカラー：クリエラスク 
Ｗ51+51・Ｈ23　
幅＝10,788mm　
高さ＝2,933mm

¥4,924,000

1台用 ブラック アルミパイプ 
Ｗ29・Ｈ23 幅＝3,104mm 高さ＝2,793mm

¥1,188,500 （電動タイプの価格です）

1台用 シャイングレー　
マテリアルカラー：クリエダーク アルミスラット 
Ｗ29・Ｈ23 幅＝3,104mm 高さ＝2,793mm

¥1,164,300 （電動タイプの価格です）

マテリアルカラー ： SC  ＋ QA　 PW  ＋ RA　 SC  ＋ SA

マテリアルカラー ： SC  ＋ QA　 PW  ＋ RA　 SC  ＋ SA

アルミ色 ： AB　 SC　 BK　 PW

アルミ色 ： AB　 SC　 BK　 PW

2台用 2台用

4台用

1台用 1台用

（比重0.3にて算出）

耐積雪強度
耐積雪20cm相当
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ワイドシャッターS/シングルシャッターS

アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 BK  ブラック　 PW  ナチュラルシルバーF　

マテリアルカラー QA  クリエラスク　 RA  クリエモカ　 SA  クリエダーク



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

シャッター本体

2台用 ＃400
バフ研磨（φ16mm）

1台用 ＃400
バフ研磨（φ13mm）

2台用（φ16mm） 1台用（φ13mm） 2台用 1台用 2台用（φ16mm） 1台用（φ13mm）

●ステンレスパイプ ●アルミパイプ ●アルミスラット ●ハイリンク

ワイドシャッターＳ Cタイプ 電 動

シングルシャッターＳ Cタイプ 電 動

AB BKSC PW

2台用 アルミパイプ 
Ｗ51・Ｈ23 幅＝5,772mm 高さ＝2,952mm
塗り仕上げ

2台用 オータムブラウン アルミスラット 
Ｗ51・Ｈ23 幅＝5,772mm 高さ＝2,952mm
塗り仕上げ

1台用+2台用 ステンレスパイプ 
Ｗ29+51・Ｈ23 幅＝9,093mm 高さ＝2,952mm
タイル張り仕上げ タイル：セラヴィオ R CRG-1

¥2,478,500 
（塗り仕上げの価格は含まれていません）

¥2,794,500
（塗り仕上げの価格は含まれていません）

¥4,592,200
（タイル張り仕上げの価格は含まれていません）

1台用 シャイングレー アルミスラット
Ｗ29・Ｈ23 幅＝3,535mm 高さ＝2,785.5mm
塗り仕上げ

1台用 オータムブラウン ハイリンク 
Ｗ29・Ｈ23 幅＝3,535mm 高さ＝2,785.5mm
タイル張り仕上げ タイル：細割ボーダー HB-6

¥1,535,900
（塗り仕上げの価格は含まれていません）

¥1,610,900
（タイル張り仕上げの価格は含まれていません）

2台用

3台用

1台用 1台用

2台用

AB BKSC PW

シングルシャッターS Fタイプの手動には、ハイリンク
の設定はありません。
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ホームネットワークシステム カーゲート用通信ユニット

リモコンを持ち運ぶことなく
スマートフォン、車載リモコンで開閉操作できるので快適です。
操作方法は「スマートフォン開閉」、「車載リモコン開閉」のほか、音声認識機能を活用した便利な「音声開閉モード」、
エンジンの作動と連動した「スムーズ外出モード」を用意。
リモコンを携帯することなく、スムーズで快適な出庫を可能にします。

エンジンONで
オープン

START

スムーズ外出モード

音声で
簡単に開閉操作

音声開閉モード

スマートフォンで
開閉操作

スマートフォン開閉

車載リモコンで
開閉操作

車載リモコン

［  カーゲート用通信ユニット 取付対象商品  ］　

オーバードアS
ワイドオーバードアS
▷ P.150

プレミエスゲート
▷ P.134

リモコン家に置きっぱなしだ! 電池切れたかなぁ？ カーゲート閉めたかなぁ？

プレミエスゲート・オーバードアを付けたいけど…
こんな不安はありませんか？

ホームネットワークシステムに連動すれば
操作や確認がより快適に行えます。

スマートフォンで
開閉操作もラクラク

電池交換不要の
便利な車載リモコン

外出先でもカーゲートの
状況を確認
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スマートフォンで  

エンジンＯＮと連動してカーゲートをオープン
します。カーゲートを開けるためのボタン操作
等は不要なのでスムーズに出庫ができます。

START スムーズ外出
モード

OPENエンジン
と連動して

カーゲートを開ける操
作のみとなります。閉め
る操作はできません。ア
プリ内でON/OFFが設
定でき、出荷時はOFFに
なっています。

OPEN
CLOSEリモコンで

カーゲートの開閉操作ができます。電源はUSB接続で
給電するため電池交換は不要です。電波干渉しにく
く、つながりやすいDECT準拠方式を採用しています。

車載リモコン

車載リモコンで  

専用アプリを使って開閉操作を行います。玄関前や
カースペースで周囲の安全を確認して、カーゲート
を開く操作をしておくと乗車後すぐに出庫できます。

スマートフォン
開　閉

音声認識機能を利用してアプリの起動やカーゲートの開閉を
行います。「カーゲート開けて・閉めて」などの音声で開閉で
き、車内で手元の操作をする必要がなく、便利で安全です。

音声開閉
モード

カーゲート
開けて OR 閉めて

L

カーゲートの開閉が行われるとスマートフォン
に通知が届きます。家族の外出や帰宅が確認
できます。

開閉通知
侵入者を検知すると屋外カメラと連動して
スマートフォンへ通知し、映像を録画。音声
による警告も可能です。

カメラ連動

ご自宅のカースペース

どちら様ですか？

L

詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ
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ホームユニット

ホームネットワークシステム
の機器を制御し、microSD
カード（市販品）にカメラの
映像を録画できます。

ACアダプター・壁掛けアダプター付き

¥25,000

車載リモコン USBケーブルゲート用通信ユニット

カーゲート用通信ユニット

カーゲート用通信ユニット

¥32,000（１台用）
¥47,000（2台用）
※  カーゲート用通信ユニットの1台用、2台用の違いは車載リモコンの入数です。



省スペースでスムーズな開閉方式
開閉方式は、扉パネルをスライドして折りたたむ、ホールディング方式。コンパクトにパネルを収納して、
ゆとりのある駐車スペースを確保します。

電動タイプの開閉時間は約18秒です。

電動タイプの開閉時間は約18秒です。

ワイド（2台用）　両引きのみになります。　※写真は電動タイプ

シングル（1台用）　片引きのみになります。（左引き、右引きを選択できます。）　※写真は電動タイプ（右引き）

コンパクトに
扉パネルを収納!!

コンパクトに
扉パネルを収納!!

57
5.
4m
m

扉収納幅 360mm

※シングルも同様です。

プレミエスゲート
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ひとクラス上の風格と感性で彩るハンガーゲート
グレード感あふれる6タイプのパネルデザインが印象的なハンガーゲート。
コンパクトな収納がゆとりを生み、高尺パネルとセキュリティを磨いた錠で愛車と住まいをしっかりガードします。
品格ある車庫まわりを演出する、都市型セキュリティのアイテムです。

車庫前門扉

プレミエスゲート シングル SA型とジオーナ門扉SA型とジオーナフェンスTS型のトータル



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

電動タイプ特長

手動タイプ特長

門扉の取り付けも可能 間口と使い方で選べる開閉方式　イージーオーダー特注

リモコン操作で、車の中からスムーズに自動開閉。開閉時間がワイド、シングルとも約18秒で、開閉時のストレスを感じさ
せません。

把手を傾けて解錠できるプッシュプル錠を採用しています。操作性とセキュリティにも配慮した設計です。

オプションの柱補強材セットを使えば、ゲートと門扉を連接
施工できます（内開き仕様のみ）。都市型住宅など、玄関ア
プローチとカースペースが隣接した敷地条件でも車と人
の導線をすっきり納めます。

手動タイプは、特注でワイド 親子引き仕様とシングル 両引
き仕様も可能です。親子引きでは、人や自転車の出入りに
子扉側のみを開けて通行が可能です。

コンパクトに収納された電動装置

多くの人が操作しやすい把手

セキュリティ

プレミエスゲート ワイド TA型とプレミエス門扉M-TA型の連接 プレミエスゲート ワイド 親子引き仕様

人・自転車用 自動車用

有効間口幅3,930mm

プレミエスゲート シングル 両引き仕様

電動柱
（敷地側）

① ③

②

④

手動タイプの錠には「セキュリティサムター
ン」を搭載。敷地側のシリンダーにキーを
差して回すだけで、錠をセキュリティ状態
に。敷地側からのツマミ（セキュリティサム
ターン）への不正な操作を防止します。

4
0
0
m
m

φ30

プッシュプルPG錠（手動用）

ユニバーサル
デザイン

カンタン
施錠!!

全開時（敷地側）

安全性

セーフティ
扉パネルを全開位置で固

定できる落し棒が標準装

備されています。

L

ユニバーサルデザインに配慮した丸形の
ロングバーとプッシュプル開閉方式の採
用で、多くの人に握りやすく操作しやす
い錠把手を装備しています。

手動タイプその他の特長　●ピッキングに強い高性能シリンダー　●鍵穴周辺に蓄光リング　●鎌錠でしっかりロック

ON

セキュリティ状態
ON（蛍光色）
敷地側からのツマミの操作を
無効にします。敷地側からは
施錠/解錠ができません。車の
盗難防止に効果的です。

OFF

セキュリティ状態
OFF（ブラック）
敷地側からのツマミの操作を
有効にします。敷地側からの
施錠/解錠が可能です。

ツマミ
（セキュリティサムターン）

敷地側からキーを差
してセキュリティ状
態のON、OFFを切り
替えます。

1
2
1
3
.5
m
m

①アンテナ
桁の道路側に面して
付いています。

②ブレーカースイッチ
ブレーカーをOFF（切）にするこ
とで、電動から手動に切り替える
ことができます。
※ スイッチカバーはコインなどでロック
する簡易鍵付きです。

③モーター
桁内に収納されている
駆動部には、自動ドアな
どで使用されている静
音モーターを採用。駆
動音は静かです。

④押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチは、柱の操作しやすい高
さに設置しています。
※ スイッチカバーは 
コインなどでロック 
する簡易錠付きです。

※電動柱は、道路側から見て左右どちら側にも設置できます。

135

車
庫
前
門
扉

カ
ー
ポ
ー
ト

駐
輪
場

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



主要材質： アルミ形材
 アルミ形材＋ラッピング形材

プレミエスゲート KA型（縦格子）

プレミエスゲート YA型（横桟ポリカ）

プレミエスゲート TA型（縦桟ポリカ）

ワイド（2台用） シャイングレー+柿渋 電動タイプ 
幅＝6,109mm 高さ＝2,545mm

¥2,893,800

シングル（1台用） ナチュラルシルバーＦ 電動タイプ 
幅＝3,206mm 高さ＝2,545mm

¥2,101,300

シングル（1台用） シャイングレー+クリエペール
電動タイプ 幅＝3,206mm 高さ＝2,545mm

¥2,278,300

ワイド（2台用） シャイングレー+クリエダーク 電動タイプ 
幅＝6,109mm 高さ＝2,545mm

¥3,027,800

シングル（1台用） シャイングレー+柿渋 電動タイプ 
幅＝3,206mm 高さ＝2,545mm

¥2,278,300

ワイド（2台用） シャイングレー 手動タイプ 
幅＝6,109mm 高さ＝2,545mm

¥1,488,500

AB MBSC PWアルミ色：

SCアルミ色：

SCアルミ色：

KBSC ＋マテリアルカラー：

PA RA KBQA SASC ・ ・・ ・＋マテリアルカラー：

KBSC ＋

WKMB ＋

マテリアルカラー：
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2台用

2台用

2台用

1台用

1台用

1台用

アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 MB  マイルドブラック　 PW  ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー PA  クリエペール　 QA  クリエラスク　 RA  クリエモカ　 SA  クリエダーク　 KB  柿渋　 WK  ポートマホガニー

プレミエスゲート
耐風圧強度

風速33.1m/秒相当



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

プレミエスゲート SA型（縦桟）

プレミエスゲート CA型（鋳物）

シングル（1台用） マイルドブラック+ポートマホガニー
電動タイプ 幅＝3,206mm 高さ＝2,545mm

¥2,244,300

ワイド（2台用） シャイングレー+柿渋 手動タイプ 
幅＝6,109mm 高さ＝2,545mm

¥1,640,500

シングル（1台用） マイルドブラック 手動タイプ 
幅＝3,206mm 高さ＝2,545mm

¥848,500

ワイド（2台用） マイルドブラック+ポートマホガニー 電動タイプ 
幅＝6,109mm 高さ＝2,545mm

¥3,027,800

SCアルミ色：

MBアルミ色：

KBSC ＋

WKMB ＋

マテリアルカラー：

WKMB ＋マテリアルカラー：

スマートフォンで
開閉操作

スマートフォン開閉

音声で
簡単に開閉操作

音声開閉モード

エンジンONで
オープン

START

スムーズ外出モード

車載リモコンで
開閉操作

車載リモコン

スマートフォンや車載リモコンで開閉操作ができるカーゲート用通信ユニット。 ▷P.132これは便利 ！
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2台用

2台用

1台用

1台用

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



デザインラインアップ

カラーバリエーション

さまざまな仕様をご用意

■アルミ色（Aタイプ）

片開き 両開き（親子仕様） 両開閉仕様 角地タイプ

■ツートンカラー（Cタイプ）

オータムブラウン シャイングレー マイルドブラック ブロンズ アイボリーホワイト ブラック ナチュラルシルバーF シャイングレー＋柿渋 シャイングレー＋クリエラスク

車庫前だけでなく、門まわりと隣接している場合には親子仕様を、角地にも設置できるタイプなど、
間口のサイズや敷地条件、使い勝手に合わせてお選びいただけるよう、さまざまな仕様をご用意しています。

アルシャインⅡ
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2台駐車に
おすすめ

H型

M型

HW型

MW型

PG型R

L型

車庫前をさらに美しく、多彩なデザインやカラー、機能から選べます。
デザイン、カラー、機能など充実したラインアップをご用意。
車庫前をスタイリッシュにデザインできる、操作性の高い伸縮門扉です。

車庫前門扉



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

2台駐車におすすめの「両開閉仕様」
左右どちらからでも開閉が行える「両開閉仕様」なら、間口の小さい2台駐車用のカースペースでも左右の引き勝手を選
ばず、車の出し入れもラクラク行えます。その上、回転収納をしなくても車の出し入れができるので、限られたカースペー
スを最大限まで有効活用できます。

ペットの飛び出しを防止 センターレールとノンレールは、回転収納で間口が広く使えます
ペットに配慮し
たＰＧ型Ｒ。 
下あき寸法を
50mmに設定
し、ペットの敷
地外への飛び
出し防止に効果
を発揮します。

内側・外側のどちらからでも操作できる回転止め金具。回転止め金
具を操作し、本体を回転収納すれば限られた間口スペースを有効
利用できます。

※小型犬や犬種によっては対応できません。

50mm

回転止め金具

＞ ＞

全 開 90 回゚転収納 180 回゚転収納

簡単施工でリフォームにも最適、3タイプの足まわりをラインアップ
後付けでレール仕様にできるセンターレールタイプに加え、サイドレール、ノンレールの3タイプを揃えました。

風によるバタつきを軽減できます。 段差がないので、人や車がスムーズに出入りできます。

センターレールタイプ サイドレールタイプ ノンレールタイプ
※シャフトは先頭框下に付きます。

センターレールタイプ全開時
※ センターレールタイプは180゜
の回転収納ができます。

吊元側のたたみ幅部分の
レールが途切れているた
め、回転収納が可能です。（ 　 　 ）

レールタイプ ノンレールタイプ

こんなカースペースに「両開閉仕様」は最適です！

L L

タイプ Ｈ型 ＨW型 Ｍ型 MW型
H寸法 H：１,２５０ H：１,４５０ H：１,２５０ H：１,４５０ H：１,０５０ H：１,２５０ H：１,４５０ H：１,２５０ H：１,４５０

Ａタイプ ○ × ○ × ○ ○ × ○ ×
Ｃタイプ ○ × ○ × - - - - -

サイズは、470・510・550　センターレールタイプ、フラットレールタイプに適応します。

「両開閉仕様」対応機種
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右に開いて
左からラクラク出庫

回転収納が不要なので
スペースを有効活用

左に開いて
右からラクラク出庫

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



主要材質：アルミ形材

アルシャインⅡ 両開閉仕様

アルシャインⅡ H型

アルシャインⅡ HW型

Ａタイプ オータムブラウン
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,008mm たたみ幅＝525mm

¥ 188,300

Ｃタイプ シャイングレー+クリエラスク
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,008mm たたみ幅＝525mm

¥ 215,300

H：1250

H：1250

H：1250

H：1450

H：1450

AB MB BR JWSC PWBK

AB MB BR JWSC PW

KBQASC ・＋

Ａタイプ ナチュラルシルバーＦ　
320Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,168mm たたみ幅＝575mm

¥ 204,300 AB MB BR JWSC PW

Ａタイプ オータムブラウン
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1450
全幅＝3,008mm たたみ幅＝525mm

¥ 208,300

H型 Aタイプ オータムブラウン 
550 センターレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝5,403mm たたみ幅＝820mm

¥ 409,900

H型 Cタイプ シャイングレー+柿渋 
550 センターレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝5,403mm たたみ幅＝820mm

¥ 452,900

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

※両開閉仕様、角地タイプは除く

QASC ・＋ KBSC ＋

AB MB BR JWSC PWBKアルミ色（Aタイプ）：

マテリアルカラー（Cタイプ）：
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アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 MB  マイルドブラック　 BR  ブロンズ　 JW  アイボリーホワイト　 BK  ブラック                              

マテリアルカラー QA  クリエラスク　 KB  柿渋

アルシャインⅡ



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

アルシャインⅡ HW型
H：1250 H：1450

Ｃタイプ シャイングレー+柿渋 
320Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,168mm たたみ幅＝575mm

¥ 239,300 KBQASC ・＋

Ｃタイプ シャイングレー+クリエラスク
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1450
全幅＝3,008mm たたみ幅＝525mm

¥ 241,300 KBQASC ・＋

アルシャインⅡ PG型R
H：1250 H：1450

AB MB BR JWSC PW KBQASC ・＋

Ａタイプ ナチュラルシルバーＦ 
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,008mm たたみ幅＝505mm

¥ 200,300

Ｃタイプ シャイングレー+柿渋
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1450
全幅＝3,008mm たたみ幅＝505mm

¥ 251,300

アルシャインⅡ MW型
H：1250 H：1450

AB MB BR JWSC PW

Ａタイプ マイルドブラック 
320Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,168mm たたみ幅＝551mm

¥ 194,300

Ａタイプ オータムブラウン
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1450
全幅＝3,008mm たたみ幅＝505mm

¥ 198,300

141

車
庫
前
門
扉

カ
ー
ポ
ー
ト

駐
輪
場

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

                 PW  ナチュラルシルバーF



アルシャインⅡ M型 アルシャインⅡ L型
H：1050 H：1250H：1250 H：1450

AB MB BR JWSC PWBKAB MB BR JWSC PWBK

Ａタイプ ナチュラルシルバーＦ 
310Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,008mm たたみ幅＝505mm

¥ 159,300

Ａタイプ オータムブラウン 
300Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝2,908mm たたみ幅＝390mm

¥ 113,600

アルシャインⅡ 角地タイプ

Ｈ型Ｃタイプ シャイングレー+クリエラスク　
310 両開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,008mm+3,008mm　
たたみ幅＝525mm+498mm

¥ 433,400

M型Ａタイプ シャイングレー　
310+310 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1250
全幅＝3,008mm+3,008mm　
たたみ幅＝505mm+478mm

¥ 288,400

QASC ・＋ KBSC ＋Cタイプ：AB MB BR JWSC PWBKAタイプ：

ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。
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アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 MB  マイルドブラック　 BR  ブロンズ　 JW  アイボリーホワイト　 BK  ブラック　 PW  ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー QA  クリエラスク　 KB  柿渋

アルシャインⅡ



本体ベース色：ナチュラルシルバーF カラー材色：クリエモカ 傾斜地施工

アルシャインHG

アルシャインHG H：1000 H：1200

本体ベース色：シャイングレー カラー材色：シャイングレー  
300Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1200
全幅＝3,083mm たたみ幅＝694mm

¥ 243,800

本体ベース色：ナチュラルシルバーＦ カラー材色：クリエペール
300Ｓ 片開き ノンレールタイプ Ｈ：1200
全幅＝3,083mm たたみ幅＝694mm

¥ 276,700

SC BR BK PW

PA QA RA SA KB

アルミ色：

マテリアルカラー：

アルシャインＨＧ 角地タイプ H：1000 H：1200

本体ベース色：シャイングレー カラー材色：クリエラスク  
300 両開き ノンレールタイプ Ｈ：1200
全幅＝3,083mm たたみ幅＝694mm

¥ 572,900

SC BR BK PW

PA QA RA SA KB

アルミ色：

マテリアルカラー：

検索LIXIL カタログ
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傾斜地にも施工できます！！

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。　• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

傾斜地にも施工できる、ノンレール＆ノンキャスター伸縮門扉。
床面の施工を最小限にして車庫前を仕切りたい。
そんなときに最適なノンレール・ノンキャスター伸縮門扉「アルシャインHG」。
間口方向に傾斜のある敷地でも、セキュリティをアップします。

車庫前門扉

アルミ色 SC  シャイングレー　 BR  ブロンズ　 BK  ブラック　 PW  ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー PA  クリエペール　 QA  クリエラスク　 RA  クリエモカ　 SA  クリエダーク　 KB  柿渋



非連動タイプの特長

部分的に開閉できる

両サイドから開閉可能

立ったまま操作できるロング落し棒

カーゲート セレビューFシリーズ
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■連動タイプ

今までは… セレビューFシリーズは…

■非連動タイプ

落し棒を
すべて上げる 本体を開くStep1 Step2 落し棒を上げながら開けられる！

操作が面倒！ ラクラク
開閉！

落
し
棒

上
げ
る

簡単に部分開閉できる！
本体と落し棒が連動しない、
使い勝手のよいカーゲートです。

非連動タ
イ
プ

本体と落し棒が連動しているため、全開する際も部分的に開く
際も、落し棒を“すべて”上げてから開く必要がありました。

本体と落し棒が連動していないので、開きたい部分の落し棒を上げるだけで部
分的に開くことができます。

落し棒を上げ忘れて開こうとし、本体
が破損するケースもありました。

開きたい箇所の落し棒だけを
上げて、本体を部分的に開く
ことができます。人の出入り
だけなら、落し棒を上げる必
要はありません。

状況に応じて、左右どちらからでも開閉することができます。非連動タイプですので開けたい場所だけ開閉が可能です。

しゃがまなくても落し棒を上下
できるロングタイプの落し棒を
採用。操作がラクラクです。

自転車の
出し入れ時に便利!!

人の出入りには
アプローチ部分のみ開閉

車の出入りには
車庫部分のみ開閉

アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 BK  ブラック　 JW  ホワイト（アイボリー）

よりシンプルな動作で開閉が可能になりました。
セレビューＦシリーズは、画期的な新構造（非連動タイプ）を採用。
非連動タイプなら、開きたい場所の落し棒を上下するだけで開閉が可能です。
本体の収縮操作をしながら落し棒を順次上げることができ、本体の破損を防ぐことができます。

車庫前門扉



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

主要材質：アルミ形材

オータムブラウン キャスター式 片開き 29ＳＡ 
全巾＝2,955mm たたみ巾＝404mm

ブラック キャスター式 片開き 30ＳＡ 
全巾＝3,005mm たたみ巾＝474.5mm

シャイングレー ガイドレール式 両開閉 62RR 
全巾＝6,200mm たたみ巾＝754.5mm

シャイングレー ガイドレール式 両開閉 62RR 
全巾＝6,200mm たたみ巾＝895.5mm

シャイングレー ガイドレール式 片開き 29ＳR 
全巾＝2,955mm たたみ巾＝404mm

シャイングレー ガイドレール式 片開き 30ＳＲ 
全巾＝3,005mm たたみ巾＝474.5mm

¥113,400

¥143,300

¥260,650

¥330,650

¥142,150

¥172,050

カーゲート セレビューＦA型

カーゲート セレビューＦB型

角地タイプ納まり例

角地タイプ納まり例
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



バリエーション

用途に合わせて幅広く対応

デザインバリエーション

転倒防止セット（キャスター式）　オプションスムーズな開閉感のキャスター

車の出し入れに便利な回転収納
落し錠

つり元部には、丈夫なヒンジと回転止めを
標準装備。安定した作動性を確保します。

組み合わせバリエーションMA型

●印は規格サイズがあります。

MB型

MP型（ペットガードタイプ）

◀転倒防止装置（別売品）

MK型（傾斜地タイプ）

防犯性に優れたシリンダー錠使い勝手の良い扉先端部

オプション品の価格に関しては、ガーデンエクステリア総合カタログ（Web）をご覧ください。

カーゲート セレビューMシリーズ
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足まわりはキャスター式とガイドレール式の2タイプ。敷地の条件によってお選びいただけます。

キャスター式、ガイドレール式ともに回転収納が可能です。

風などによる本体の転倒を防止す
るために別売で転倒防止セット
〈キャスター用〉を用意しました。

スムーズな開閉感が得られるベアリ
ング入りのダブルキャスターです。

ガイドレール式
風によるバタつきを軽減
できます。

キャスター式
段差がないので人や車がスムーズ
に出入りできます。

形式 MA型・MB型 MP型 MK型
キャスター式 ガイドレール式 キャスター式 キャスター式

片開き ● ● ● ●
両開き ● ● ● ●

片開き親子 ● ● ● ●
両開き親子 ● ● ● ●
片開き角地 ● － ● －
両開き角地 ● ● ● －

● 施錠部や受け部は、それぞれ調整がで
きますから、現場調整がスムーズに行え
ます。
● 扉先端に落し錠を標準装備しています
ので、自走防止ができます。また両開き
の場合、受け扉を固定できるので、施
解錠がスムーズです。
● 先端落し錠は、腰をかがめずに操作が
できる使い勝手の良い落し錠です。 ● サムターンツマミをはずし非

常解装置に。
　 硬貨などを溝に差し込み回す
と、錠の施解錠ができます。

ワンタッチで操作ができる使
い勝手の良い落し錠です。

● 扉の開閉や扉の回転時での作
動性を向上させ、使いやすく軽
快な開閉感が得られます。

● 直進安定性が良くなる回転止
め金具付です。（表側）

（裏側・サムターンツマミなし）

（裏側・サムターンツマミつき）

●全開時

● ガイドレール式でも回転収
納ができますので、広い開
口巾を有効にお使いいただ
けます。

▶ ▶
● カーゲート本体の中央下部に
設置したガイドレールにガイド
ピン（上部写真参照）がスライ
ドして、扉の開閉がスムーズ
に行えます。
● 扉の開閉後は、必ず落し棒を
下げてご使用ください。

● ガイドレール式でも180°回転
収納ができますので、開口巾
を有効にお使いいただけます。

●90度折りたたみ ●180度折りたたみ

※ 転倒防止セットはガイドレール式には
取り付けできません。

垂直パンタタイプのカーゲート。
MA型・MB型・MP型・MK型の4タイプからお選びください。
豊富な組合せバリエーションを品揃えしていますので、用途や敷地条件に合わせてお選びいただけます。

車庫前門扉

アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 BK  ブラック　 JW  ホワイト（アイボリー）



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

角地タイプ納まり例

主要材質：アルミ形材

AB

AB

AB

BK

BK

BK

BK

SC

SC

SC

JW

JW

JW

JW

オータムブラウン キャスター式 片開き 29ＳＡ 
全巾＝2,955mm たたみ巾＝387.5mm

ブラック キャスター式 片開き 30ＳＡ
全巾＝3,000mm たたみ巾＝431.5mm

ブラック キャスター式 片開き 31ＳＡ 
全巾＝3,130mm たたみ巾＝475.5mm

ブラック キャスター式 片開き 30ＳＡ 
全巾＝3,005mm たたみ巾＝611.5mm

ブラック ガイドレール式 片開き 29SR
全巾＝2,955mm たたみ巾＝387.5mm

シャイングレー キャスター式 片開き 31ＳＡ 
全巾＝3,130mm たたみ巾＝475.5mm

ホワイト（アイボリー） キャスター式 片開き 30ＳＡ 
全巾＝3,005mm たたみ巾＝611.5mm

¥102,800

¥127,000

¥197,300

¥204,300

¥131,550

¥197,300

¥204,300

カーゲート セレビューMA型

カーゲート セレビューMB型

カーゲート セレビューMK型［傾斜タイプ］

カーゲート セレビューMP型［ペットガードタイプ］
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

シャレオ伸縮 H：1100

1型 マイルドブラック ノンレールタイプ 310Ｓ
全幅＝3,125mm たたみ幅＝563mm

¥ 266,000

2型 マイルドブラック ノンレールタイプ 310Ｓ
全幅＝3,125mm たたみ幅＝563mm

¥ 266,000

5型 シャイングレー ノンレールタイプ 310Ｓ
全幅＝3,125mm たたみ幅＝563mm

¥ 279,000

9型 マイルドブラック ノンレールタイプ 310Ｓ
全幅＝3,125mm たたみ幅＝563mm

¥ 273,000

主要材質：アルミ形材

148

シャレオ伸縮

アルミ色 SC  シャイングレー　 MB  マイルドブラック　 BR  

SC 　 MB



MEMO
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



ワイドオーバードアS （2台用）/オーバードアS （1台用）

コーディネート可能な門扉：ライシス門扉・プレスタ門扉・ジオーナ門扉・ラフィーネ門扉

150

豊富なデザインラインアップ
車１台用のオーバードアS、車２台用のワイドオーバードアＳともに6デザインを揃えました。アルミ形材門扉やアルミ鋳
物門扉とトータルコーディネートが可能なデザインを取り揃えています。

1型 横桟<細> 2型 縦桟<細> 3型 横桟<太>

4型 縦桟<太> 5型 横板塀 ラフィーネタイプ 鋳物

門扉、フェンスとのトータルコーディネートで高級感を演出。
最新の住宅テイストに合わせたデザインで、門扉、フェンス、カーポートなどとの
トータルコーディネートが可能です。
豊富な納まり、扉デザイン、サイズなど様々なバリエーションをラインアップしています。

車庫前門扉



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

人の出入りに便利な開戸

手動タイプ

電動タイプ
開閉方法
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車に乗ったまま、リモコン操作できます。

扉または把手を持って開閉します。
重量：7～8kg

ゆっくりと動き出し、スムーズに跳ね上がり
ます。停止前には、スピードを抑えた安全な
動作です。

周りに人がいないか確認しながら、開閉操作
をゆっくり行ってください。

扉の停止を確認して、車を出してください。

扉の停止を確認して、車を出してください。
L L

L

開閉方法

人の出入りに便利な開戸は、オーバードアS・ワイドオー
バードアSと共通デザインです。開戸の錠には、耐ピッキ
ング性能のあるディンプルシリンダーを採用しています。
※ラフィーネタイプには開戸の設定はありません。

L

雨の日も濡れずに
ラクラク開閉！！

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



主要材質：アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

ワイドオーバードアS（2台用）
（扉を下げた状態）

3型 シャイングレー＋クリエダーク 電動ハイルーフタイプ 54-12型
全幅＝5,350mm 高さ＝1,200mm

4型 シャイングレー 電動ハイルーフタイプ 54-12型
全幅＝5,350mm 高さ＝1,200mm

¥764,800 ¥731,800
アルミ色：

マテリアルカラー：

アルミ色：

マテリアルカラー：

AB BKSC PW

PA RASC SC SC SC SCQA SA KB＋ ＋ ＋ ＋ ＋

PA RAQAPW PW PW PW PWSA SH＋ ＋ ＋ ＋ ＋

AB BKSC PW

PA RASC SC SC SC SCQA SA KB＋ ＋ ＋ ＋ ＋

PA RAQAPW PW PW PW PWSA SH＋ ＋ ＋ ＋ ＋

5型 シャイングレー 電動ハイルーフタイプ
ソーラー仕様 54-12型 全幅＝5,350mm 高さ＝1,200mm

¥837,600
アルミ色：

マテリアルカラー：

ラフィーネタイプ ブラック アクセントカラー：ブラック 電動ハイルーフタイプ
54-12型 全幅＝5,350mm 高さ＝1,200mm

¥774,100
BKアルミ色：BKSC PW

SC WBPA RASC SC SC SC SCQA SA KB＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

PA RAQAPW PW PW PW PWSA SH＋ ＋ ＋ ＋ ＋

ソーラー仕様
（電動のみ）

1型 シャイングレー 手動ハイルーフタイプ 54-12型
全幅＝5,350mm 高さ＝1,200mm

2型 ナチュラルシルバーF 電動標準タイプ
ソーラー仕様 54-12型 全幅＝5,350mm 高さ＝1,200mm

¥368,600 ¥659,600
アルミ色： アルミ色：

マテリアルカラー： マテリアルカラー：

AB BKJWSC PW

SC KB＋

AB BKJWSC PW

SC KB＋

ソーラー仕様
（電動のみ）

LED ソーラー仕様
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耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

ワイドオーバードアS/オーバードアS

アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 JW  アイボリーホワイト　 BK  ブラック　 PW  ナチュラルシルバーF　

マテリアルカラー PA  クリエペール　 QA  クリエラスク　 RA  クリエモカ　 SA  クリエダーク　 KB  柿渋　 SH  シルキーアイボリー　 WB  ミディアムチェリー



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

1型 シャイングレー 電動標準タイプ 
27-10型
全幅＝2,650mm 高さ＝1,000mm

2型 ナチュラルシルバーF 手動ハイルーフタイプ
30-10型
全幅＝2,950mm 高さ＝1,000mm

3型 シャイングレー 電動標準タイプ 
30-10型
全幅＝2,950mm 高さ＝1,000mm

¥434,900 ¥241,100 ¥486,800

オーバードアS（1台用）

アルミ色： アルミ色： アルミ色：

マテリアルカラー： マテリアルカラー： マテリアルカラー：

AB BKJWSC PW

SC KB＋

AB BKJWSC PW

SC KB＋

AB BKSC PW

PA RASC SC SC SCQA SA＋ ＋ ＋ ＋ ＋SC KB

＋ ＋ ＋ ＋ ＋PA RAQAPW PW PW PW SA PW SH

4型 シャイングレー 手動標準タイプ 
30-10型
全幅＝2,950mm 高さ＝1,000mm

5型 シャイングレー 電動標準タイプ
ソーラー仕様 30-12型
全幅＝2,950mm 高さ＝1,200mm

¥272,600 ¥599,600
アルミ色： アルミ色：

マテリアルカラー： マテリアルカラー：

AB BKSC PW

PA RASC SC SC SCQA SA＋ ＋ ＋ ＋ ＋SC KB

＋ ＋ ＋ ＋ ＋PA RAQAPW PW PW PW SA PW SH

BKSC PW

SC WB＋

PA RASC SC SC SCQA SA＋ ＋ ＋ ＋ ＋SC KB

＋ ＋ ＋ ＋ ＋PA RAQAPW PW PW PW SA PW SH

ラフィーネタイプ ブラック アクセントカラー：ブラック 
手動標準タイプ 30-12型
全幅＝2,950mm 高さ＝1,200mm

¥334,200

BK

アルミ色：

ソーラー仕様
（電動のみ）
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

スマートフォンで
開閉操作

スマートフォン開閉

音声で
簡単に開閉操作

音声開閉モード

エンジンONで
オープン

START

スムーズ外出モード

車載リモコンで
開閉操作

車載リモコン

スマートフォンや車載リモコンで開閉操作ができるカーゲート用通信ユニット。 ▷P.132これは便利 ！



AB

AB

MB

MB

SC

SC

PW

PW

片引きタイプ ナチュラルシルバーF 手動タイプ　
30-12型 全幅＝3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 284,300

片引きタイプ ナチュラルシルバーF 手動タイプ　
30-12型 全幅＝3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 284,300

両引きタイプ シャイングレー 手動タイプ　
30-30-12型 全幅＝3,000＋3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 492,700

開戸付タイプ シャイングレー 手動タイプ　
30-07-12型 全幅＝3,000＋700mm 高さ＝1,200mm

¥ 358,000

エススライドA型

エススライドB型

エススライドB型 片引きタイプ

エススライド

ソーラー仕様
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開閉仕様いろいろ。安心・安全なスライド門扉。
片引き・両引きタイプのほかに、左右どちらからでも開閉が可能な「引違いタイプ」も用意。
1台駐車や2台駐車の車庫用門扉に最適です。

車庫前門扉



詳しくはWEBカタログへ ▶ ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。 検索LIXIL カタログ

主要材質：アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

エススライドD型

エススライドE型

アルミ色：

マテリアルカラー：

AB MBSC

片引きタイプ シャイングレー＋クリエラスク 手動タイプ　
30-12型 全幅＝3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 323,300

引違いタイプ シャイングレー＋柿渋 手動タイプ　
30-30-12型 全幅＝3,000＋3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 625,500

SC SC KBQA＋ ＋

エススライドC型

PA

PA

AB MBSC

QA

QA

SA

SA

SC SC SC SCRA

RA

KB WBSC＋ SC＋

＋ ＋

＋

＋

＋

＋

＋ ＋

PWPW

PW

PWPW

MBSC

片引きタイプ シャイングレー＋柿渋 手動タイプ　
30-12型 全幅＝3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 442,300

片引きタイプ マイルドブラック 手動タイプ　
30-12型 全幅＝3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 427,300

両引きタイプ シャイングレー＋柿渋 手動タイプ　
30-30-12型 全幅＝3,000＋3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 808,700

引違いタイプ マイルドブラック 手動タイプ　
30-30-12型 全幅＝3,000＋3,000mm 高さ＝1,200mm

¥ 833,500

アルミ色：

マテリアルカラー：
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• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

アルミ色 AB  オータムブラウン　 SC  シャイングレー　 MB  マイルドブラック　 PW  ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー PA  クリエペール　 QA  クリエラスク　 RA  クリエモカ　 SA  クリエダーク　 KB  柿渋　 WB  ミディアムチェリー


