
GATE/
FENCE

来訪者の第一印象を決める、門扉・フェンス。

住まいの「顔」といってもいいかもしれません。

ファッションやインテリアを楽しむように、

多彩なデザインラインアップから

あなたの住まいに似合うエクステリアをお選びください。

門扉・フェンス
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089 サニーブリーズフェンス 
ルーバーフェンス 
ハイサモア 
アルミサモア

090 ハイミレーヌ 
マリアナ 
アルクラウンフェンス

091 ビクロスフェンス 
福寿塀/アルミエリス

092 アーキカット

094 アーキシャット

096 ダブルエントランス

098 アウタースライド

100 アーキスライド

102 高級アルミ鋳物門扉

104 ヴィア・ル・クラシコ 
ヴィア・ル・デコ

106 アーキキャスト門扉・ 
フェンス

111 キャスティナフェンス 
エルマージュ門扉・ 
フェンス

112 アプローチ ミオ 
アプローチ ルナ門扉・ 
フェンス

114 ラフィーネ門扉・ 
フェンス

117 コラゾン門扉・フェンス

118 キャスグレード門扉

119 アルミ鋳物フェンス

120 ディズニー門扉・ 
フェンス

124 ボレロ門扉 
ステイウッド門扉・ 
フェンス

125 木樹脂フェンス

126 数寄屋門（すきやもん）

127 ニュー和風門 
ニュー福寿門

128 京香（きょうか）

130 ハイグリッドフェンス・ 
門扉 
グリッドフェンス

132 マイアミフェンス・門扉 
メッシュフェンス・門扉

133 マイアミ門扉 
メッシュ門扉

134 Gスクリーン 

136 スリットライン

137 アルミ多段柱 
2段柱・3段柱

139 ハイスクリーンフェンス 
防音フェンスすやや

140 エコリス

142 アーキレール

144 グリップライン

146 UD手すり

036 価格体系表

046 電気錠付門扉

054 ジオーナ門扉・フェンス

062 
プレミエス門扉・フェンス

066 エルネクス門扉

068 プログコート門扉・ 
フェンス

070 
ライシス門扉・フェンス

078 
プレスタ門扉・フェンス

086 アルメッシュ門扉・ 
フェンス

087 セレビュー門扉・ 
フェンス

088 ハイ千峰 
アルミトンガ 
アメリカン門扉・フェンス
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アルミ形材門扉

アルミ形材フェンス

7　万円 ～

1　万円 ～ 2　万円 ～

10　万円 ～
アーキカット

¥75,800～（片開き 07-12 壁付け錠受け使用）

P.92

アルメッシュフェンス

¥13,190～

P.86 サニーブリーズフェンス

¥22,040～

P.89

ハイミレーヌ

¥24,780～

P.90

アーキスライド

¥134,300～（片引き 13-10）

P.100ハイ千峰（せんぽう）

¥84,800～

P.88

ハイサモア

¥15,500～

P.89

アルミトンガ

¥25,100～

P.88

ルーバーフェンス

¥26,600～

P.89マリアナ

¥20,200～

P.90

アメリカンフェンス

¥27,600～

P.88ハイミレーヌRフェンス

¥20,890～

P.90

セレビュー門扉RP

¥129,900～

P.87

アメリカン

¥133,100～

P.88

プレスタフェンス

¥19,540～

P.82 ライシスフェンス

¥27,740～

P.74

プレスタ門扉

¥98,100～

P.80 ライシス門扉

¥118,900～

P.72

セレビューフェンスR

¥21,300～

P.87

価格体系表
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5　万円 ～ 10　万円 ～

15　万円 ～ 20　万円 ～

アルクラウンフェンス

¥69,500～

P.90 福寿塀（ふくじゅべい）

¥127,800～

P.91

ジオーナ門扉

¥171,500～

P.58

プレミエス門扉

¥407,400～

P.63

ジオーナフェンス

¥29,150～

P.60

エルネクス門扉

¥206,200～

P.66

アウタースライド

¥211,100～（片引き 12-12）

P.98

プレミエスフェンス

¥141,600～

P.65セレビューフェンスRP

¥30,500～

P.87

アルミサモア

¥30,900～

P.89

アーキシャット

¥178,400～（片開き 110S）

P.94

プログコート門扉

¥203,000～

P.68
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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。

※（門扉）価格は、両開き 柱使用の場合です。
※（フェンス）価格は、フェンス本体1枚＋フリーポール柱1セットまたは主柱（取付部品含む）1本分で算出しています。
※（共通）掲載写真の仕様と表示価格は異なる場合があります。



門扉 フェンス

9　万円 ～ 10　万円 ～ 40　万円 ～

10　万円 ～ 2　万円 ～

アプローチ ルナ門扉

¥131,100～（親子仕様 03・07-10）

P.112 高級アルミ鋳物門扉

¥438,300～

P.102

アーキキャスト/
アーキキャストD-style

¥160,200～（親子仕様 04・08-10）

P.108

キャスグレード門扉

¥178,300～

P.118

ステイウッド門扉

¥126,200～

P.124 木樹脂フェンス

¥28,100～

P.125

ラフィーネ門扉

¥95,200～

P.115

コラゾン

¥93,700～

P.117

エルマージュ

¥133,900～

P.111

アプローチ ミオ門扉

¥159,000～（親子仕様 04・08-10）

P.112

2　万円 ～ 3　万円 ～
マドレー

¥21,900～

P.119 キャスティナフェンス

¥33,100～

P.111

カーションフェンス

¥39,400～

P.119アプローチ ルナフェンス

¥28,300～

P.112

コラゾンフェンス

¥26,500～

P.117

ラフィーネフェンス

¥24,600～

P.116 エルマージュフェンス

¥32,400～

P.111

エレナフェンス

¥29,600～

P.119 ピリカ

¥31,400～

P.119

ステイウッドフェンス

¥28,800～

P.124

20　万円 ～
ボレロ

¥253,300～

P.124

4　万円 ～
木樹脂フェンスJ

¥43,300～

P.125

アルミ鋳物門扉

アルミ鋳物フェンス

樹脂製門扉・フェンス

価格体系表
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門扉

50　万円 ～ 100　万円 ～

9　万円 ～

ヴィア・ル・デコ

¥653,900～

P.105

シャトーグランデ

¥6,775,600～

P.102

ハイグリッド門扉

¥93,000

P.131

1　万円 ～
グリッドフェンス

¥11,800～

P.131

ヴィア・ル・クラシコ

¥585,700～

P.105

ニュー大手門

¥8,711,600

P.102

5　万円 ～ 10　万円 ～
アーキキャストフェンス

¥58,800～

P.110 ヴィア・ル・クラシコ フェンス

¥162,200～

P.105

フェンス

7　千円 ～
ハイグリッドフェンス

¥7,000～

P.130 マイアミフェンス

¥8,500～

P.132マイアミ門扉

¥94,300

P.133

スチール製門扉・フェンス
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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。

※（門扉）価格は、両開き 柱使用の場合です。
※（フェンス）価格は、フェンス本体1枚＋フリーポール柱1セットまたは主柱（取付部品含む）1本分で算出しています。
※（共通）掲載写真の仕様と表示価格は異なる場合があります。



住宅スタイル

商 品 名

和　風 現代風

和風モダン

 

ヴィア・ル・クラシコ
ヴィア・ル・デコ

P.105参照

高級アルミ鋳物
門扉シリーズ
P.102参照

キャスグレードシリーズ
P.118参照

アーキキャストシリーズ
P.108参照

アプローチ ミオ
P.112参照

アプローチ ルナ
P.112参照

エルマージュ
P.111参照

ラフィーネ門扉
P.115参照

コラゾンシリーズ
P.117参照

５B型

DT型 BK型

５A型

アプローチ ルナ LA 型 アプローチ ルナ VE型

DY型 BC型

３型

みぎわ

ヴィア・ル・デコ クインセ

潮紋

楡

ヴィア・ル・デコ グリーユ ヴィア・ル・デコ ドゥビネット

アルミ鋳物門扉

住宅スタイル別 ラインアップ
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洋　風

価　格

洋風ライト 洋風クラシック

¥585,700～

¥438,300～

¥178,300～

¥160,200～

¥159,000～

¥131,100～

¥95,200～

¥93,700～

２型 ４型 1型

モーレン

トレビ

コラゾン ２型コラゾン ３型

バルセリア

双樹

コラゾン １型

グローシャス

ロマン

エルマージュ １型アプローチ ルナ CL型

アプローチ ミオ 剣先タイプ アプローチ ミオ ナチュラルタイプ

ヴィア・ル・クラシコ トラッド ヴィア・ル・クラシコ ハンナ
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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。



住宅スタイル

商 品 名

和　風 現代風

和風モダン

 

ヴィア・ル・クラシコ
フェンス
P.105参照

アーキキャスト フェンス
P.110参照

エレナフェンス・
カーションフェンス

P.119参照

キャスティナ フェンス
P.111参照

マドレー
P.119参照

エルマージュ フェンス
P.111参照

アプローチ ルナ
フェンス
P.112参照

ラフィーネ フェンス
P.116参照

コラゾン フェンス
P.117参照

LA型 　VE型

3型５型

FT型 FY型 FK型

※価格は、本体1枚＋柱セット1セットのセット価格

アルミ鋳物フェンス

住宅スタイル別 ラインアップ
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洋　風

価　格

洋風ライト 洋風クラシック

¥162,200～

¥58,800～

¥39,400～

¥33,100～

¥28,600～

¥28,300～

¥45,500～

¥26,500～

CL型 EL型

2型1型 4型

コラゾン ２型コラゾン ３型

エレナフェンスカーションフェンス

D型 F型

コラゾン １型

マドレーエルマージュ １型

• 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。 043
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044

選択可能なアルミ形材門扉用の把手タイプ

選択可能なアルミ鋳物門扉用の把手タイプ

プッシュプル UT錠

プッシュプル RB錠 シリンダー RJ錠

プッシュプル PU錠
お年寄りやお子様、身体が不自由な方
のための使いやすさを追求してつくら
れた、ユニバーサルデザインの門扉把
手です。
使用可能門扉： 
ジオーナ門扉、ライシス門扉

「プッシュプル機構」はそのままに把手を
長くすることで、お子様や車椅子の方な
どの低い位置でも、スムーズに操作する
ことができます。
使用可能門扉： 
ジオーナ門扉、ライシス門扉、プログコート門扉

レバーを下げて、ラッチを操作するラッ
チ式シリンダー錠です。
使用可能門扉： 
ジオーナ門扉、ライシス門扉、プログコート門扉

「プッシュプル機構」を採用した高級形
材門扉用錠。長い把手でさまざまな身長
の方に使いやすい設計です。
使用可能門扉： 
プレミエス門扉

ラッチ式シリンダー錠
把手と連動する留金（ラッチ）で固定するタイプです。鎌内蔵のデッドボルトは、強風時
（秒速33.1mまで）でも門扉をしっかり固定。台風などで門扉が開いて破損してしまう
のを防ぎます。シリンダーは、耐ピッキング性能のサイドバー方式を採用しています。

（鎌内蔵デッドボルト付き）

錠機能
門扉把手の錠機能をしっかり確認しましょう。
門扉の機種によっては、把手のタイプをお選びいただくことができます。
把手のタイプによって錠の機能が異なりますので、対応する錠の機能をご確認ください。

DA両シ

DA DA両シ

鎌内蔵デッドボルト

鋳物プッシュプルKB錠・MA錠 キャスティナC錠キャスティナB錠
「プッシュプル機構」を採用し
た高級鋳物門扉用錠。長い把
手でどなたでも使いやすいユ
ニバーサルデザインです。
使用可能門扉： 
ヴィア・ル・クラシコ  シリーズ 
ヴィア・ル・デコ  シリーズ

アルミ鋳物門扉特有
のなめらかな曲線デ
ザインにあわせた、雲
形のおしゃれな把手
形状です。

使用可能門扉： 
キャスティナ／キャスグレードシリーズ 
エルマージュ／コラゾン

シャープな印象の直
線的な把手デザイン
が、鋳物門扉のイメー
ジを引き締めます。

使用可能門扉： 
キャスティナ／キャスグレードシリーズ 
エルマージュ／コラゾン

両シ 両シ

シリンダー PB錠
レバーを下げて、ラッチを操作するラッ
チ式シリンダー錠です。
使用可能門扉： 
プレスタ門扉

シリンダー PA錠
レバーを下げると鎌が框に収納されて扉
の開閉が可能に。扉を閉めてレバーを水
平に戻すと鎌が出て扉を固定します。
使用可能門扉： 
プレスタ門扉

鎌



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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• 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。

選択可能なアルミ形材門扉用の把手タイプ

機能

選択可能なアルミ鋳物門扉用の把手タイプ

アーム式シリンダー錠
レバータイプの把手を操作して、カンヌキの要領で門扉を固定するタイプです。
耐ピッキング性能のシリンダーは、鍵の方向に関係なく抜き差しできる
リバーシブルキーを使用。鍵穴はすり鉢状で差し込みやすく、
雨水などが入り込まないシャッター構造により内部のサビ付きを防ぎます。

DA

両シ

シリンダー錠

電気錠取付可能

DA(ダブルアクション)サムターン
外側から手を回しても操作しにくい構造です。

両面シリンダー錠 蓄光リング
昼間に光を蓄えて日没後、約2時間発光します。

DA

鋳物アームU錠 アームRF錠鋳物アームA錠
手のひらで包み
込みやすい、美し
い絞りラインを表
現した把手です。
ユニバーサルデ
ザインの形状は誰
もが使いやすい

だけではなく、鋳物門扉に最適なカタチも
追求しました。
使用可能門扉： 
エルマージュ、コラゾン

アームRF錠は戸当りを錠と一体化しすっきりと
したデザインになっています。
使用可能門扉： 
ラフィーネ門扉

一番シンプルな鋳
物門扉専用の把
手形状です。鋳物
門扉のデコラティ
ブな雰囲気を壊す
ことなく、安心し
て取り付けること
ができます。

使用可能門扉： 
エルマージュ、コラゾン

戸当り

DA

シリンダーU錠 シリンダーRD錠
誰にでも使いやすいグリップ感と、やわ
らかい曲線のデザインが美しい、ユニ
バーサルデザインのアーム錠。
使用可能門扉： 
ジオーナ門扉、ライシス門扉

さまざまな門扉デザインにジャストフィッ
トする、コンパクトでシンプルな把手形状
です。
使用可能門扉： 
ジオーナ門扉、ライシス門扉、プログコート門扉

DA DA



出入りはスムーズに、
セキュリティは万全に。
選べる３つのキースタイル。
施解錠のしやすさと防犯性を追求した、
３つのエントリーシステムをご用意。
玄関ドア「ジエスタ2」などと連動しているので、
出入りがとても便利です。

Ⓛ

３システムとも、ワイヤレス解錠ユニット（オプション）
を門柱に取り付ければ、室内からのリモコン操作で
解錠できます。

ワイヤレス
リモコン

約30m（
見通し距

離）

普段お使いのおサイフケータイ®対応機種やカードをカギとして活用可
能。ボタンを押して、“かざす”だけで施解錠できます。

CAZAS+　　　　[電池式]カザスプラス

+ ¥63,100～で取付可能 

タッチボタンを押す カードやケータイをかざすだけで施解錠

カシャ!ピッ!

ケータイやカードをかざすだけ。

※1

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、門扉のボタンを押すだけで
解錠できます。

タッチキー [電池式]

+ ¥100,500～で取付可能 ※1

タッチボタンを押すだけ。

カシャ!

タッチボタンを押すだけで解錠 門扉内外から操作OK

※1 ジオーナ門扉 B1型 04・08-14親子仕様 RB両錠からの加算額です。ライシス門扉や片開きの場合は加算額が異なります。
※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「楽天Edy（ラクテンエディ）は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

門扉に近づくだけでラクラク解錠できます。タッチ/ノータッチの切替も
可能です。

システムキー [AC100V式]

+ ¥388,400～で取付可能 

門扉に 近づくだけ。

※1

カシャ!

門扉内外から
操作OK

門扉に近づくだけで解錠（ノータッチモードの場合）

タッチボタンを押すだけで解錠（タッチモードの場合）

専用カードキーは
3枚標準装備

Edy対応カード
でも設定可能

ご注意

●エントリーシステムは、盗難防止器ではありません。盗難事故など
による損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
●エントリーシステムは、戸建住宅専用商品です。マンションや集合
住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●エントリーシステムは、凍結により動作不良が発生することがあり
ます。使用温度範囲は、－10℃～50℃です。（ただし氷結時の使
用は不可）

赤ちゃんを
抱っこしていても

パッと
開け閉め

１つのキーで
玄関ドアも
施解錠可能

雨の日、
わざわざカギを
出さなくても

OK

荷物を
持ったままでも
ラクラク
施解錠

お年寄りや
お子さまでも
使い方は
簡単

玄関が別々の
二世帯住宅でも
大丈夫

詳細はP.262をご覧ください

エントリーシステム［CAZAS+/タッチキー/システムキー］

電気錠付門扉
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ライシス門扉 エントリーシステム
［CAZAS＋/タッチキー/システムキー］ 
主要材質：アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

ライシスフェンス▶P.74参照

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 【横桟〈細〉①】
ナチュラルシルバーF  CAZAS＋　プッシュプルUT空錠
08-14　両開き　幅＝800+800mm　高さ＝1,400mm

￥221,200

AB BKSC PWBR JW

5型 【目隠し〈横〉】
ブロンズ  CAZAS＋　プッシュプルUT空錠
08-14　両開き　幅＝800+800mm　高さ＝1,400mm

￥241,800

AB BKSC PWBR JW

6型 【目隠し〈縦〉】
シャイングレー  CAZAS＋　プッシュプルRB空錠
08-14　両開き　幅＝800+800mm　高さ＝1,400mm

￥252,800

AB BKSC PWBR JW

2型 【縦桟〈細〉】
オータムブラウン  CAZAS＋　プッシュプルRB空錠
08-14　両開き　幅＝800+800mm　高さ＝1,400mm
※ H:16サイズには中桟が入ります。（P.72参照）

￥232,200

AB BKSC PWBR JW

ライシス門扉エントリーシステムに取付可能な錠タイプ

施錠方式 電気錠付門扉用
把手形状 プレートタイプ（プッシュプル錠） バータイプ（プッシュプル錠）

デザイン・
名称

プッシュプルUT空錠 プッシュプルRB空錠
※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

オータムブラウンAB シャイングレーSC ブロンズBR アイボリーホワイトJW ブラックBK ナチュラルシルバーFPW
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主要材質： アルミ形材＋ラッピング形材、アルミ形材＋ポリエステル系エリオ鋼板、など

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

ムーンエボニーKA クリエラスクQAクリエペールPAポリッシュシルバーPV ドレープシカモアHA クリエモカRAマテリアルカラー

アルミ色 AB BKSC PW

WJSC + SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SC KB+SASC +RASC +QASC +SC PA+マテリアルカラー SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

PV SASC +RASC +QASC +SC PA+マテリアルカラー1

HA KAマテリアルカラー2

SA型 シャイングレー＋クリエダーク　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥283,300

FA型 シャイングレー＋クリエダーク　CAZAS＋
05・09-14  親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥347,400

TA型 ハンドダウンチェリー　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥297,300

ナチュラルシルバーF+クリエモカ　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mmYS型

￥283,300
PA EHQA RA EA WFSA

SHPW +SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SASC +RASC +QASC +SC PA+

PA EHQA RA EA WFSA PV

SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SASC +RASC +QASC +SC PA+

TC型 クリエモカ　CAZAS＋　鋳物パネル：花
05・09-14  親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥324,200

FM型 シャイングレー＋クリエラスク  CAZAS＋
05・09-14  親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥352,400

ジオーナ門扉 エントリーシステム
［CAZAS＋/タッチキー/システムキー］ 

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

ジオーナフェンス▶P.60参照

電気錠付門扉
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クリエダークSA エクリュアイボリーEH シルキーアイボリーSHハンドダウンチェリーWFアンティークオークEA 柿渋KB ミディアムチェリーWJ

WJSC +SC KB+QASC +マテリアルカラー

アルミ色 AB BKSC PW

B4型 オータムブラウン　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥266,800

SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SASC +RASC +QASC +SC PA+ アルミ色 BKSC PW

WJSC +SC KB+QASC +マテリアルカラー

FG型 ナチュラルシルバーF＋クリエペール　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥368,700

B1型 ナチュラルシルバーF　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥266,800

アルミ色 BKSC PW

WJSC +SC KB+QASC +マテリアルカラー WJSC +SC KB+QASC +マテリアルカラー

アルミ色 AB BKSC PW

B2型 シャイングレー+柿渋　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥278,900

B3型 シャイングレー＋ミディアムチェリー　CAZAS＋
05・09-14　親子仕様   幅＝500+900mm　高さ＝1,400mm

￥283,300

ジオーナ門扉エントリーシステムに取付可能な錠タイプ

施錠方式 電気錠付門扉用 ラッチ式シリンダー錠
把手形状 バータイプ（プッシュプル錠）

デザイン・
名称

プッシュプルST親子錠
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タッチ＆ノータッチキー門扉
電気錠付門扉

リモコンで施・解錠ができるセキュリティに配慮した電気錠付門扉。
キーを取り出さずに門扉の施・解錠が可能。
タッチキーリモコンを持って外出すれば、門扉に近付くだけで門扉が解錠、門扉から離れると施錠します。
キーを差して解錠しなくてもよいので、雨の日や荷物の多い時にも、使い勝手の良い電気錠付門扉です。

防犯性の高いリバーシブルキーシリンダーを使用
し、H：14以上のサイズは、上下2ロックシステム
を採用しています。侵入者が解錠して敷地内に
侵入するのに時間が掛かるため、より防犯性の高
いシステムです。
※シリンダーは、CP-C認定相当品です。
※ ヴィア・ル・クラシコ トラッドのH:14サイズと、
その他門扉のH：12サイズは上のみの1ロック

タッチ&ノータッチキー門扉には、シルバー色のリモコンを
2コ標準装備しています。オプションで追加用リモコン（シ
ルバー・ピンク・ブルーの3色）を、標準装備と合わせて8コ
まで追加できます。

※標準装備（2コ）はシルバー色です。
　追加用リモコンはシルバー・ピンク・ブルーの3色から選べます。

▲シルバー

▲ピンク

▲ブルー

● 屋外／屋内受信部に近付け過ぎても作動しません。

ノータッチモードの作動範囲は40～80cm

距離 通信状態
40cm以内 ノータッチ機能が作動しない場合がある範囲
40～80cm以内 ノータッチ機能が作動する範囲
2.5m以内 ノータッチ機能が作動する場合がある範囲※1

2.5m以上 ノータッチ機能が作動しない範囲
3.0m以内 専用リモコンが作動する範囲※2
※リモコンの無線通信の電波は、微弱電波の周波数を使用しています。
　周囲の電波環境により、ノータッチ機能やリモコンが作動しない場合があります。
※1 電波状況により、作動する範囲が変動する可能性があります。
※2 電波状況により、作動する距離が短くなる場合があります。

● 2線配線式（電気錠操作ユニットB）の場合、オプション
でシークレットキー（テンキー）による解錠が可能です。
　 2線配線式（電気錠コントローラー）の場合、オプションで
暗証解錠ボタン（ファイブキー）による解錠が可能です。

シークレットキー
（テンキー）

暗証解錠ボタン
（ファイブキー）

シークレットキー（テンキー）、
暗証解錠ボタン（ファイブキー）による解錠
※2線配線式のみ

タッチキーリモコン

タッチキーリモコンを携帯
して門扉に近付くと解錠

門扉を閉めてから、
人が離れると施錠

タッチキーリモコンを携帯して 
タッチボタンにタッチすると解錠

門扉を閉めると施錠

配線式・2線配線式 ソーラー式（シャレオRのみ）

室内メインコントローラーで
門扉を解錠

室内メイン
コントローラー

※他の部屋に室
内増設用スイッ
チを取り付けるこ
とができます。

近
付
く
と
…

離
れ
る
と
…

触
れ
る
と
…

閉
め
る
と
…

ノータッチモード時

外
出
／
帰
宅
時

タッチモード時

配線式（室内メインコントローラー使用）の場合

来
　
客
　
時

2線配線式（電気錠コントローラー使用）の場合

カシャ カシャ カシャ カシャ

L L

L

ピッキングに効果のある2ロック・シリンダー。

弊社製の「タッチ／ノータッチ切替キーシステム」仕様、「タッチキーシステム」仕様の玄関ドア・引戸と共通のタッチキーリモコンを使用して、門扉の施・解錠を行うことができます。

【使用可能玄関ドア・引戸】
● 玄関ドア＝アヴァントス、アヴァントスＩＳ、グルエ
● 玄関引戸＝PGシリーズ、k6シリーズ、k3シリーズ、エルムーブ
※電気錠の後付けはできません。※スマートキーシステム・CAZASとの共用はできません。
※システムキー/タッチキー/CAZAS+との共用はできません。

※ 共通化できるのはタッチキーリモコンのみです。キーの共通化はできません。

玄関ドア・引戸と同じタッチキーリモコンの使用が可能。

ご注意
●タッチ＆ノータッチキー門扉は、盗難防止器ではありません。盗難事故な
どによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
●タッチ＆ノータッチキー門扉およびオートクローザー仕様は、戸建住宅専
用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設
置はできません。

●タッチ＆ノータッチキー門扉は、凍結により動作不良が発生することがあり
ます。使用温度範囲は、－10℃～50℃です。（ただし氷結時の使用は不可）
●抜け止め加工は、盗難防止器ではありません。盗難事故などによる損害
については責任を負いかねますので、ご了承ください。

電気錠コントローラー、外出用解錠ボタン、もしくは電気
錠対応カラーテレビドアホンで門扉を解錠

も
し
く
は

も
し
く
は

※写真の門扉は現在、生産中止になっています。

L
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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

アルミ色

マテリアルカラー

※錠の機能はP.44を参照してください。

マイルドブラック＋ポートマホガニー　標準門柱使用
08-16  両開き   幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

M-TA型

￥856,300（※1参照）
MB WK+SC WJ+

マイルドブラック＋ポートマホガニー　標準門柱使用
08-16  両開き   幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

M-TB型

￥856,300（※1参照）
MB WK+ SASC +RASC +SC QA+PASC +

シャイングレー＋クリエラスク　標準門柱使用
08-16  両開き   幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

M-YA型

￥856,300（※1参照）

ブラック　標準門柱使用
08-16  両開き   幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

M-GA型

￥866,300（※1参照）
BK

シルバー　標準門柱使用
08-16  両開き   幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

M-FB型

￥856,300（※1参照）
VV

シルバー　標準門柱使用
08-16  両開き   幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

M-FA型

￥778,300（※1参照）
VV

マイルドブラック＋柿渋　標準門柱使用
08-16  両開き   幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

M-KA型

￥800,300（※1参照）

ご注意

● 商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用し
ていますが、ご使用の際は以下の点にご注意ください。
　● 車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねて

扉に当たりガラスが割れる可能性があります。
　● 扉の開閉に支障となる障害物や、風などで扉に当たるような物を周辺に設置しないでください。
ガラスが割れる可能性があります。

AB MBSCアルミ色 KBMB +マテリアルカラー

※1… セット価格の電気錠システムは、配線式・室内メインコ
ントローラー使用で算出しています。カラーテレビドア
ホンは含まれていません。

プレミエス門扉 タッチ＆ノータッチキー門扉に
取付可能な錠タイプ

施錠方式 電気錠付門扉用 ラッチ式シリンダー錠
把手形状 バータイプ（プッシュプル錠）

デザイン・
名称

プッシュプルPU空錠

AW

タッチ＆ノータッチキー門扉 プレミエス門扉
主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材＋合わせガラス、ポリエステル系エリオ鋼板

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB

柿渋KBミディアムチェリーWJ ポートマホガニーWK クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA

シルバーVV ブラックBK アッシュホワイトAW

蛍光ランプ
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ジェードグリーンPGロイヤルブラックQK プレミアムグレーPNシャンパーニュホワイトSWアンティークカッパー＋ブラックPK

ヴィア・ル・クラシコ　トラッド
ロイヤルブラック
08-16　両開き   幅＝800+800mm　高さ＝1,600mm

￥936,800（※1参照）

PGQK SWPK

ヴィア・ル・デコ　ドゥビネット
アンティークカッパー＋ブラック　江戸硝子付（二藍・琥珀色・銀鼠）
08-16  両開き   幅＝800+800mm　高さ＝1,600mm

￥1,058,800（※1参照）

QK PNSWPK

ヴィア・ル・デコ　クインセ
プレミアムグレー（強化ガラス･･･乳白色〈すりガラス〉）
08-16　両開き   幅＝800+800mm　高さ＝1,600mm

￥1,298,800（※1参照）

QK PNSWPK

ヴィア・ル・デコ　ドゥビネット
アンティークカッパー＋ブラック　備前焼付（胡麻）
08-16  両開き   幅＝800+800mm　高さ＝1,600mm

￥1,124,800（※1参照）

QK PNSWPK

※1… セット価格の電気錠システムは、配線式・室内メインコントローラー使用で算
出しています。カラーテレビドアホンは含まれていません。

ヴィア・ル・クラシコ/ヴィア・ル・デコ タッチ＆ノータッチキー門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式 電気錠付門扉用　ラッチ式シリンダー錠
把手形状 バータイプ（プッシュプル錠）

デザイン・
名称

鋳物プッシュプルKB空錠
－トラッド－

鋳物プッシュプルMA空錠
－クインセ・ドゥビネット－

※錠の機能はP.44を参照してください。

スモークグリーンSG

タッチ＆ノータッチキー門扉 ヴィア・ル・クラシコ/ヴィア・ル・デコ
主要材質： アルミ鋳物、強化ガラス（クインセのみ）

電気錠付門扉
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高級アルミ鋳物門扉〔2線式電気錠内蔵〕
高級アルミ鋳物門扉に、便利さと安心の電気錠付きを用意しています。
重厚で風格のある高級アルミ鋳物門扉に、2線式電気錠内蔵門扉を用意しています。
室内から門扉を施・解錠でき、帰宅時には暗証番号で解錠できるシークレットスイッチが付いています。
さらに、自動施錠機能付きなので、キーを持たずに外出することができます。
ますます便利に、そして安心を備えたシステム門扉です。

屋外機
門扉に設置されたシークレットスイッチで、暗証番号を操作す
れば解錠できます。操作のたびに数字の表示がアトランダム
に入れ替わるため、一定のボタンに痕跡が残らず、安心です。

シークレットスイッチ

外出時
門内側に設置された解錠スイッチのボタンを押せば、解錠で
きます。外に出て門扉を閉じると、自動施錠します。

門内側施・解錠スイッチ

室内機
電気錠操作ユニットAの施・解錠スイッチにより、門扉の電気
錠を施・解錠できます。

電気錠操作ユニットA

150mm

24
0m

m

解錠

解錠

門扉に装備さ
れたシークレッ
トスイッチの暗
証番号を押し
ます。

電気錠が解錠
されたので、中
に入ることが
できます。中
に入り扉を閉
めると、自動
施錠します。

帰宅した時

電気錠が解錠
されたので、外
に出ることが
できます。外
に出て扉を閉
めると、自動
施錠します。

門内側に設置
された解錠スイ
ッチを押します。

室内の電気錠
操作ユニットの
施・解錠スイッ
チで、電気錠
を解錠します。

外出する時

※電気錠操作ユニットは、［WQN4503W］（露出型）も取り付けが可能です。

ご注意

●電気錠内蔵門扉は、盗難防止器ではありません。盗難事故などによる損
害については責任を負いかねますので、ご了承ください。

●電気錠内蔵門扉は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅など
の高頻度に開閉する場所への設置はできません。

●電気錠内蔵門扉は、凍結により動作不良が発生することがあります。使用
温度範囲は、－10℃～50℃です。（ただし氷結時の使用は不可）

￥874,700〔屋外ユニット〕+￥102,000〔室内ユニット〕
08-14　両開き　 幅＝800+800mm　高さ＝1,400mm
ブロンジェ SG

￥938,700〔屋外ユニット〕+￥102,000〔室内ユニット〕
08-14　両開き　 幅＝800+800mm　高さ＝1,400mm
ラファール VG

￥938,700〔屋外ユニット〕+￥102,000〔室内ユニット〕
08-14　両開き　幅＝800+800mm　高さ＝1,400mm
潮紋（ちょうもん） RN

主要材質：アルミ鋳物

シルバーグリーンVG レインボーグレーRN

高級アルミ鋳物門扉 2線式電気錠内蔵に取付可能な錠タイプ

施錠方式 電気錠付門扉用
ラッチ式シリンダー錠

把手形状 プレートタイプ（プッシュプル錠）

デザイン・
名称

高級アルミ鋳物門扉
電気錠専用錠
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ジオーナ門扉・フェンス
アルミ形材門扉・フェンス

一棟まるごとコーディネート。
欧風やモダンな住宅など、さまざまな住宅スタイルと相性がよく、
アプローチやフェンス・バルコニー・玄関ドアとトータルコーディネートできます。

ジオーナ フェンスYS型
シャイングレー
＋クリエダーク

ジオーナ 門扉SA型 
シャイングレー
＋クリエダーク

Riche リッシュ
落ち着きと品格を求めた、上質なスタイルの住まいに。



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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玄関ドア 
ジエスタ2 M27型
クリエダーク

オーバードア S5型 
シャイングレー
＋クリエダーク

ビューステージHスタイル
横格子ルーバー 
シャイングレー＋クリエダーク

SUS抜き文字
ベースサイン L型 
クリエダーク
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現代的なイメージのスタイリッシュなスタイルに。

Naturel ナチュレル
自然の風合いを感じさせる、温かみのある住まいに。

玄関ドア ジエスタ2
P81型 
ハンドダウンチェリー

ジオーナ 門扉
TC型
ハンドダウンチェリー

玄関ドア ジエスタ2
M15型 
ポリッシュシルバー

ジオーナ フェンス
LP型
ナチュラルシルバーF

ジオーナ 門扉
FM型
ポリッシュシルバー

ジオーナ門扉

Modern モダン



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

• 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。 057

門
扉・フ
ェ
ン
ス

門
ま
わ
り
商
品

木の風合いで統一された美しいデザイン
木の風合いのフェンスは、本体パネル上下の桟部分や
フェンス柱も木目調で統一。

木の風合いの門扉は、上下の桟部分や門柱も木目調で統一。
どこから見ても美しいデザインになっています。

門柱にも木目を採用し、門
扉との一体感をアップ。
（YA型・TA型・TC型）

フェンス柱にも木調を採
用し、フェンスとの一体感
をアップ。
（YA型・YP型エクリュアイ
ボリーのみ）

木の風合いを高めた目地
を採用し、より高級感のあ
るフェンスに。
（YA型）

上下框まで木調仕上げ
で、スッキリとしたデザイ
ンに。
（YA型・TA型・TC型）

木の風合いを高めた目地
を採用し、より高級感ある
門扉に。
（TA型・TC型）

LIXILの門扉と玄関ドアでデザインを揃えて、
住まいの顔に統一感を。
「ジオーナ」の門扉と、「ジエスタ2」の玄関ドアは同系統のデザインをご用意しています。
門扉と玄関ドアをお揃いのデザインでコーディネートすれば、さらに一体感が生まれます。

P82型 YA型TC型

+ +

YA型D32型TA型

+ +

LP型M15型FM型

+ +



ジオーナ門扉
主要材質： アルミ形材＋ラッピング形材、アルミ形材＋ポリエステル系エリオ鋼板、など

TA型 クリエラスク  プッシュプルRB錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥223,300

YS型 ナチュラルシルバーF＋シルキーアイボリー  プッシュプルRB錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥209,300

TC型 クリエダーク  プッシュプルRB錠　鋳物パネル：花
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥274,900

YA型 クリエラスク  プッシュプルRB錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥223,300
EH EAPA SAQA RA

WFEH EAPA SAQA RA WFEH EAPA SAQA RA

SHPW +SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SASC +RASC +QASC +SC PA+

FA型 シャイングレー＋クリエダーク  プッシュプルUT錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥257,600
マテリアル
カラー1

マテリアル
カラー2 HA KA

SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SASC +RASC +QASC +SC PA+PV

SA型 ナチュラルシルバーF＋クリエモカ  シリンダーRJ錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥198,200
アルミ色 AB SC BK PW

マテリアル
カラー

SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SC KB+ WJSC +SASC +RASC +QASC +SC PA+

34.9㎜

格子寸法

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.48
※YA型を除く

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

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

クリエラスクQAクリエペールPA クリエモカRA クリエダークSA エクリュアイボリーEHシルキーアイボリーSHマテリアルカラー

アルミ形材門扉
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FG型 ナチュラルシルバーF＋クリエペール  プッシュプルUT錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥269,000

B3型 シャイングレー＋クリエラスク  シリンダーRJ錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥198,200

B4型 シャイングレー＋柿渋  プッシュプルUT錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥193,800

B1型 シャイングレー＋柿渋  シリンダーRD錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥188,100

B2型 シャイングレー＋ミディアムチェリー  シリンダーU錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥186,900 

SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SASC +RASC +QASC +SC PA+

FM型 ポリッシュシルバー　プッシュプルUT錠
07-12　両開き   幅＝700+700㎜　高さ＝1,200㎜

￥269,000
PV

SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+

SASC +RASC +QASC +SC PA+

アルミ色 AB SC BK PW

マテリアル
カラー SC KB+ WJSC +QASC +

アルミ色 AB SC BK PW

マテリアル
カラー SC KB+ WJSC +QASC +

アルミ色 SC BK PW

マテリアル
カラー QASC + SC KB+ WJSC +

アルミ色 SC BK PW

マテリアル
カラー QASC + SC KB+ WJSC +

格子寸法

14㎜

36㎜

格子寸法

24.4㎜15.6㎜

格子寸法

13㎜12㎜

格子寸法

13㎜
12㎜

ムーンエボニーKAポリッシュシルバーPV ドレープシカモアHAハンドダウンチェリーWFアンティークオークEA 柿渋KB ミディアムチェリーWJ

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠（鎌内蔵デッドボルト付） アーム式シリンダー錠
把手形状 UD・プレートタイプ（プッシュプル錠） レバータイプ バータイプ（プッシュプル錠） UD・レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

　　 　　 　　 　　

プッシュプルUT錠 シリンダーRJ錠 プッシュプルRB錠 シリンダーU錠 シリンダーRD錠

ジオーナ門扉に取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。
※ 取り付ける錠により、門扉のセット価格
が変わります。
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ジオーナフェンス
主要材質：アルミ形材＋ラッピング形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

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

クリエラスクQAクリエペールPA クリエモカRA クリエダークSA エクリュアイボリーEH アンティークオークEAマテリアルカラー

YP型 ナチュラルシルバーF＋クリエモカ
T-8  幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥65,050

LP型 〈採光タイプ〉 シャイングレー
T-8  幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥54,750

YS型 シャイングレー＋クリエダーク
T-8  幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥65,050

TS型 シャイングレー＋クリエラスク
T-8  幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥61,450

LP型 〈アルミタイプ〉 オータムブラウン
T-8  幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥54,750

YA型 クリエラスク　マテリアルカラー柱
T-8  幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥74,750

AB SC BK PW

EH EAPA SAQA RA WF アルミ色 SC PW

マテリアルカラー SC KB+ WJSC +SASC +RASC +QASC +SC PA+

SAPW +RAPW +QAPW +PW PA+ SHPW +

アルミ色 SC PW

マテリアルカラー

EHSAPW +RAPW +QAPW +

SASC +RASC +QASC +

アルミ色

マテリアルカラー SC KB+ WJSC +RASC +QASC +

RAPW +QAPW +

SCAB BK

PWSC

採光パネル･･･クリアマット（すりガラス調）

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット ※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

137mm28mm

格子寸法

アルミ形材フェンス
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シルキーアイボリーSHハンドダウンチェリーWF 柿渋KB ミディアムチェリーWJ

B2型 シャイングレー＋柿渋
T-8  幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥61,450

BP型 ナチュラルシルバーF
T-8  幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥33,150

B3型 シャイングレー＋柿渋
T-8  幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥61,450

B4型 シャイングレー＋クリエラスク
T-8  幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥61,450

SC BK PW

B1型 シャイングレー＋ミディアムチェリー
T-8  幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥61,450

アルミ色 SC BK PW

マテリアルカラー QASC + SC KB+ WJSC +

アルミ色 SC BK PW

マテリアルカラー QASC + SC KB+ WJSC +

アルミ色

マテリアルカラー QASC + SC KB+ WJSC +

SC BK PWAB アルミ色

マテリアルカラー QASC + SC KB+ WJSC +

SC BK PWAB

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット

※本体1枚＋柱1本＋部品1セット
13mm12mm

格子寸法

13.8mm46mm

格子寸法格子寸法

46mm

13.8mm

格子寸法

12mm

13mm

アクセントカラー材とカラーパネル材で個性を演出

柿渋クリエラスク

ミディアムチェリー

アクセントカラー材

クリエペール クリエラスク クリエモカ クリエダーク

ブラック柿渋 ミディアムチェリー シャイングレー ナチュラルシルバーF

カラーパネル材

B1型・B3型の縦桟には、ラッピング形材のアクセントカラー材を取り付けられます。
また、BP型には9色のカラーパネルの取り付けが可能です。価格は別途加算となります。
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プレミエス門扉・フェンス
アルミ形材門扉・フェンス

誠実なつくり

左右の柱上方の
２点から照明

ライト（電球形蛍光ランプ）は門柱
に内蔵。門柱の縦スリットから光が
広がります。

照明門柱は門扉表面をムーディにライトアップ。
把手に光が当たり、視認性もアップします。

防犯性能
スムーズな動きのダブ
ルオートクローザーが、
門扉の閉め忘れを防ぎ
ます。

「おでかけサムターン」と「エマー
ジェンシー」で外側からの解錠をし
にくくし、防犯性を高めます。

上下ヒンジに
オートクローザー

機構を搭載

（家側）

「おでかけサムター
ン」を外出時に抜
いて携帯すること
で、外側からの解
錠動作を防ぎます

「エマージェンシー」
を差し込んでおけ
ば、内側からコイン
などを使わないと解
錠できない、安全
機能に替わります。

道路側から内側の様子がうかが
えることで、侵入者が隠れるスペ
ースをなくす半透明ガラスを採
用しています。

写真はプレミエスフェンス

１つの鍵で上下２カ所を施錠。セキュリティ性が向上します。

ピッキングしにくい
シャッター付き鍵穴

鎌内蔵デッドボルト
でガッチリ施錠

静音性能
摩擦で潤滑油が染
み出る樹脂ベアリン
グ入りヒンジで、静か
な開閉音を保ちます。

銘木調ラッピング材＋合わせ
ガラスでグレード感を演出します。

ポートマホガニー
ト

フロート
ガラス
3mm

２枚合わせガラスで
安全性も確保

フロート
ガラス3mm

中
間
膜

アルミ形材とガラスのコンビネーションが魅力。洗練されたハイグレード・フォルム
アーティスティックなデザイン性に、「誠実なつくり」「防犯性能」「静音性能」を兼ね備えた最高峰アルミ形材門扉・フェンスです。

樹脂加工された静音ラッチ
と門扉の框内部に組み込ま
れた緩衝材が開閉時の衝
撃音を緩和します。
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プレミエス門扉
主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材＋合わせガラス、ポリエステル系エリオ鋼板

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.51

蛍光ランプ

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

型
縦桟の銘木調ラッピング形材。スリット部分には半透明ガラスを採用。
マイルドブラック＋ポートマホガニー  標準門柱使用
08-16  両開き  幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

￥

型
和洋を問わない、シンプルな横板張り風のデザイン。
シャイングレー＋クリエペール  標準門柱使用
08-16  両開き  幅＝800+800mm  高さ＝1,600mm

￥

型
目隠し効果と通風性を兼ね備えた細めの縦桟デザイン。
マイルドブラック＋柿渋  標準門柱使用
05・09-16  親子仕様  幅＝500+900mm  高さ＝1,600mm

￥

型
アルミ形材、アルミ鋳物、ガラスが生み出すラグジュアリー感。
マイルドブラック＋ポートマホガニー  標準門柱使用
05・09-16  親子仕様  幅＝500+900mm  高さ＝1,600mm

￥

MB WK+MB KB+SC WJ+SC KB+

SC KB+SC SA+SC RA+SC QA+SC PA+

AB MBSCアルミ色 KBMB +マテリアルカラー

MB WK+

アルミ色

マテリアルカラー

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB

柿渋KB ミディアムチェリーWJ ポートマホガニーWK クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA
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プレミエス門扉
主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材＋合わせガラス、ポリエステル系エリオ鋼板

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.51

蛍光ランプ

型
メタリックな素材感が、シンプルながら重厚な雰囲気に。
ラインドショコラ  標準門柱使用
05・09-16  親子仕様  幅＝500+900mm  高さ＝1,600mm

￥

型
鏡のような表面加工のガラスが、上品なクールさと重厚さを両立。
アッシュホワイト  標準門柱使用
05・09-16  親子仕様  幅＝500+900mm  高さ＝1,600mm

￥

型
ガラスの小窓付きのフラッシュ門扉。
ロゼオニキス  標準門柱使用
05・09-16  親子仕様  幅＝500+900mm  高さ＝1,600mm

￥

ご注意

●  商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度を
もち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際
は以下の点にご注意ください。
　● 車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きな
どの駐車場への設置は、石が跳ねて扉に当たりガラスが割
れる可能性があります。

　● 扉の開閉に支障となる障害物や、風などで扉に当たるよう
な物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能
性があります。

BP LAVV RJ

BK AW

美しい映り込み効果を発揮。

BP LAVV RJ

プレミエス門扉に取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠
（鎌内蔵デッドボルト付き）

把手形状 バータイプ（プッシュプル錠）

デザイン・
名称

プッシュプルPU錠

アルミ色

マテリアルカラー

シャイングレーSC マイルドブラックMB ブラックBK ナチュラルシルバーFPW

パールボルドーBPロゼオニキスRJシルバーVV ラインドショコラLA ブラックBK アッシュホワイトAW 柿渋KB

アルミ形材門扉・フェンス

ツヤのあるカラーリングでモダ
ン住宅にもフィット。

064



プレミエスフェンス・プレミエスフィックスフェンス
主要材質： アルミ形材＋ラッピング形材＋合わせガラス

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

ミディアムチェリーWJポートマホガニーWK

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

マイルドブラック＋ポートマホガニー  縦使用
04-12  幅＝330mm  高さ＝1,165mm

プレミエスフィックスフェンス 型

￥

ブラック＋乳白ガラス  縦使用
04-12  幅＝330mm  高さ＝1,165mm

プレミエスフィックスフェンス 型

￥

シャイングレー＋ミディアムチェリー  横使用
04-12  幅＝1,165mm  高さ＝330mm

￥

ナチュラルシルバーF＋乳白ガラス  横使用
02-08  幅＝765mm  高さ＝150mm

￥

● 商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際は以下の点にご注
意ください。

　● 車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねてフェンスに当たりガラスが割れる可能性があります。
　● 風などでフェンスに当たるような物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能性があります。
●F-TA型・F-YA型は、ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎または連続基礎で埋め込み施工してください。
●ラッピング形材を使用した商品は、前もって設置場所の確認を行ってください。  給湯器、暖房器などの排気熱が、商品に直接当たらないように
施工してください。また、商品にたき火などの火気を近付けないでください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。

ご注意

マイルドブラック＋ポートマホガニー  間仕切り柱使用
T-16  幅＝1,000mm  高さ＝1,600mm ￥

シャイングレー＋柿渋  間仕切り柱使用
T-16  幅＝1,000mm  高さ＝1,600mm ￥

MB KB+SC KB+ MB WK+SC WJ+

シャイングレー＋柿渋  直付枠使用
T-16  幅＝1,000mm  高さ＝1,600mm

プレミエスフェンス 型

￥

SC KB+

シャイングレー＋柿渋  直付枠使用
T-16  幅＝1,000mm  高さ＝1,600mm

プレミエスフェンス 型

￥

MB WK+SC KB+

PWMB BKSC

※本体1枚+取付部品1セット

※本体1枚+取付部品1セット ※本体1枚+取付部品1セット

※本体1枚+主柱1本+部品1セット

※本体1枚+取付部品1セット

※本体1枚+主柱1本+部品1セット

※本体1枚+直付枠2本+部品2セット

※本体1枚+直付枠2本+部品2セット
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サムターン（つまみ）を回すと、鎌が飛び出します。
（ラッチ式空錠のみ。
写真はマンション用プ
ッシュプルUT空錠。）
サムターンは両面に
付いています。

エルネクス門扉
アルミ形材門扉

豊富なデザインとサイズからセレクトできる、高尺門扉シリーズ
集合住宅の共用扉として欠かせない高尺＆ワイドサイズの門扉です。
また、セキュリティに配慮した錠仕様を自由に選べます。

主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材、ポリカーボネート板、ASA樹脂

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

選べる錠の仕様
弊社の錠や、市販品の錠を組
み込める框形状に設計されて
います。

3種類の仕様から選べます。すべて鎌内蔵デッドボルト付きで、キーによる操作で門扉をしっかり施錠します。

ピッキングしにくいシャッタ
ー付き鍵穴です。

標準仕様

道路側と敷地側にシリン
ダーが付きます。
※シリンダーは標準仕
様と同じです。

両面シリンダー仕様

本締錠 （キーシリンダー施錠）

美和ロック㈱用
錠ケース

錠メーカー3社のキーシステム対応錠が扉に取り付け
られます。
現在使用している玄関ドアの同一キーや、集合住宅
（キーシステム現有物件）への逆マスターキー仕様の
対応ができます。

キーシステム仕様

鍵穴周辺に蓄光リング
（本締錠の標準仕様・
両面シリンダー仕様に
搭載）

シリンダーキー
（ディンプルシリンダー、
3本入）

錠把手 （施錠機能のない開閉用把手）

高い壁や間口の広いエントランスでも対応できる
豊富なサイズ展開です。

豊富なサイズバリエーション

※写真はすべてエルネクス門扉M-PA型 L

最大扉高さ
2,000mm

 サイズバリエーションが
豊富

10-14 08-16 08-18 11-20

最大有効開口幅 2,320mm

AB SC MB AB SC MB

M-YK型
シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥249,900

M-TK型
オータムブラウン
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥249,900

アルミ色

マテリアルカラー

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB

柿渋KB

※ シリンダー・キーは別注文になります。
※写真はシリンダーの取り付け例です。写真以外でも、各メーカー
用錠ケースに対応するシリンダーの取り付けが可能です。

L L
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本締錠
（鎌内蔵デッドボルト付き）

標準仕様

施錠方式 ラッチ式空錠（鎌内蔵デッドボルト付） アーム式空錠

把手形状 UD・プレートタイプ
（プッシュプル錠） レバータイプ バータイプ

（プッシュプル錠）
UD・

レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

マンション用
プッシュプルUT空錠

マンション用
シリンダーRJ空錠

マンション用
プッシュプルRB空錠

シリンダー
U空錠

シリンダー
RD空錠

※錠の機能はP.44を参照してください。
※ 取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

エルネクス門扉に取付可能な錠タイプ



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

AB SC MB

M-KK型
シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥295,900

AB SC MB

M-PG型
シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥321,300

M-TM型
シャイングレー
マンション用プッシュプルRB空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥278,000

AB SC MB

M-YM型
シャイングレー
マンション用プッシュプルRB空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥278,000

AB SC MB

SC KB+

SCアルミ色

マテリアルカラー

M-YS型
シャイングレー＋柿渋 
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥348,500

SC

M-PA型
シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥334,500

AB SC MB

M-LA型
オータムブラウン 
マンション用プッシュプルUT空錠
08-20  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝2,000mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥317,600

SC

M-LS型
シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18  両開き
幅＝800+800mm
高さ＝1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

￥315,700
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プログコート門扉・フェンス
アルミ形材門扉・フェンス

光と風を織りこみ、ゆとりの景観をデザインする力。
重厚な格子デザインが、凛々しさと力強さを描き出し、ゆとりの空間を多彩に表現する高尺ハイグレード門扉・フェンスです。

主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

アルミ色

マテリアルカラー 柿渋KB

プログコート門扉1型とプログコートフェンスF1型（シャイングレー＋クリエラスク）のトータル

自転車の出入りも
スムーズ

幅50cmの子扉用
門扉をご用意。
親門扉はお好みの
サイズを組み合わ
せられます。

L

限られた間口を有効利用できる
【親子仕様】

05・09親子仕様門扉

50cm 90cm

プログコート門扉1型のバリエーション

プログコート門扉1型
シャイングレー＋クリエラスク 　プッシュプルRB錠
07-14　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,400mm
￥276,200

アルミ色 AB SC MB PW マテリアルカラー KB++SC QA MB

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

クリエラスクQA ミディアムチェリーWJ アンティークオークEA エクリュアイボリーEH

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠
（鎌内蔵デッドボルト付）

アーム式
シリンダー錠

把手形状 バータイプ
（プッシュプル錠） レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

プッシュプルRB錠 シリンダーRJ錠 シリンダーRD錠

※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

プログコート門扉に取付可能な錠タイプ
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プログコートフェンスF2型
シャイングレー
T-18　幅＝1,992mm　高さ＝1,800mm
￥160,600
※連結用1スパン分

SCアルミ色 AB SC MB PW マテリアルカラー KBMB ++ QA

アルミ色 AB SC MB PW マテリアルカラー KBMB ++SC KB

複雑な地形にも
柔軟に対応する
3Dジョイント部

縦格子は、
見る角度によって
適度な目隠し効果を
生み出します。

20° 40°正面

3Dジョイントで複雑な地形を囲むのが得意技
F1型～F4型は上下
の傾斜14°、水平コー
ナー270°まで自在に
曲げられるコーナージ
ョイントが可能です。
坂道に沿って家のま
わりをフェンスで囲む
場合などにもピッタリ
設置できます。

アルミ色 AB SC SCMB PW マテリアルカラー KBMB ++ QA

プログコートフェンスF1型
オータムブラウン
T-18　幅＝1,992mm　高さ＝1,800mm
￥155,400
※連結用1スパン分

アルミ色 AB SC MB PW マテリアルカラー KBMB ++SC KB

プログコートフェンスF3型
ナチュラルシルバーF
T-18　幅＝1,992mm　高さ＝1,800mm
￥155,400
※連結用1スパン分

プログコートフェンスF4型
シャイングレー＋柿渋
T-18　幅＝1,992mm　高さ＝1,800mm
￥195,700
※連結用1スパン分

マテリアルカラー KBMB + EHPW ++SC KB MB + EASC + WJ

プログコートフェンスF5型
シャイングレー＋ミディアムチェリー
T-18　幅＝1,992mm　高さ＝1,800mm
￥195,700
※連結用1スパン分

アルミ色 AB SC MB PW マテリアルカラー KBMB ++SC QA

プログコートフェンスM1型
マイルドブラック
T-18  幅＝976mm  高さ＝1,800mm
￥94,900
※本体1枚+主柱1本+ブラケット2セット
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普及グレードとして初めてエントリーシステムに対応！

荷物を持ったままでも、子ども
を抱っこしてても、おサイフケー
タイ®対応機種やカードキー、リ
モコンキーでらくらく解錠。玄関
ドアとも連動したLIXILのエント
リーシステムが、カギの開け閉
めをより便利に快適にします。

※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモ
の登録商標です。
※玄関ドア「ジエスタ2」「ジエスタ2防火戸」
「プレナスχ」のエントリーシステムと連動可
能です。

L

ライシス門扉・フェンス
アルミ形材門扉・フェンス

スタンダードに、
ワンランク上のクオリティを。
スタンダードにさらなる進化をもたらすために、
デザイン性と機能性をアップしました。
さらに、先進のLIXILエントリーシステムにも
対応しています。

凹凸部・丸みを抑えたフラットデザイン
通し笠木を採用し、キャップを小型化。
凹凸部のないシンプルなフォルムを実
現しました。また、部材の丸みも抑え、
普遍的なフラットデザインへと進化し
ています。 従来品 ライシス

門扉：2型／フェンス：2型　オータムブラウン

門扉：1型（エントリーシステム）／フェンス：13型　シャイングレー

目隠し率の高い門扉・フェンス

門扉H16サイズとフェンスT-14サイズを設定。外からの視線をカットして、プ
ライバシーを確保するとともにセキュリティ効果を高めます。

ライシス門扉5型 09-16 ライシスフェンス5型 T-14

140cm

※H16サイズは1～6型に設定。 ※T-14サイズは5・13型に設定。

玄関と車庫の併用にも便利な
【折戸仕様】

3枚または4枚折戸仕様をご用意しています。

最大3.6m

限られた間口を有効利用できる
【親子仕様】

幅40cmの子扉用門扉をご用意。よく使う側
を広くして、より使い勝手のよい出入口に。

80cm40cm

お好みで選べる3つのキースタイル

タッチボタンを押して
ケータイやカードをかざすだけ

CAZAS+
カ ザ ス プ ラ ス

タッチボタンを押すだけ

タッチキー
門扉に近づくだけ

システムキー
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さまざまなスタイルの住宅に美しくマッチ
デザインもサイズも豊富なバリエーションを揃えた「ライシス門扉・フェンス」。
その普遍的なデザインはモダン住宅はもちろん、洋風・和風を問わず、さまざまな住宅と調和します。

落ち着いた色あいのタイルで統一したファサードの印象を
引き締めるために、門扉・フェンスはシャイングレー色をセレ
クト。目隠し効果と通風を両立させることで快適な庭空間が
生まれます。

門扉：1型 横桟〈細〉　シャイングレー

フェンス：13型 横ルーバー　シャイングレー

スクエアでまとめられた住宅に、井桁デザインの門扉・フェン
スをコーディネート。シンプルモダンの外観にリズミカルな印
象を加えています。

門扉：7型 井桁格子　シャイングレー

フェンス：7型 井桁格子　シャイングレー

白基調のすっきりとした外壁とレンガ調のタイル、そして、スタ
イリッシュな縦桟の門扉・フェンス。多彩な素材の組み合わせ
ながら、モダンな印象にまとめています。

CAZAS+対応門扉：2型 縦桟〈細〉　シャイングレー

CAZAS+対応

フェンス：2型 縦桟〈細〉　シャイングレー



6型 【目隠し〈縦〉】 
電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

オータムブラウン  シリンダーRD錠
07-12　 両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥142,800

アルミ形材門扉・フェンス

ライシス門扉
主要材質：アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

AB BKSC PWBR JW

AB BKSC PWBR JW

AB BKSC PWBR JW

AB BKSC PWBR JW

本体断面
（完全目隠し）

本体断面（完全目隠し）

2型 【縦桟〈細〉】 
電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

シャイングレー  シリンダーU錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥132,200

1型 【横桟〈細〉①】 
電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

ナチュラルシルバーF  シリンダーRD錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥129,000 AB BKSC PWBR JW AB BKSC PWBR JW

※ H:16サイズには中桟
が入ります。

15.3mm

18mm

格子寸法

15.3mm 18mm

格子寸法

格子寸法

14mm

36mm

36mm14mm

格子寸法

4型 【縦桟〈太〉】

ナチュラルシルバーF  プッシュプルUT錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥166,500

5型 【目隠し〈横〉】 
電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

ナチュラルシルバーF  プッシュプルRB錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥164,000

3型 【横桟〈太〉①】
シャイングレー  シリンダーRJ錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥166,500

オータムブラウンAB シャイングレーSC ブロンズBR アイボリーホワイトJW ブラックBK ナチュラルシルバーFPW
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11型 【ラチス】
アイボリーホワイト  シリンダーRD錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥170,400

9型 【横桟〈細〉②】
シャイングレー  プッシュプルUT錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥152,900

12型 【パンチング】
シャイングレー  シリンダーU錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥173,600

10型 【横桟〈太〉②】
シャイングレー  プッシュプルRB錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥191,600

8型 【ダイヤ格子】
アイボリーホワイト  シリンダーRJ錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥166,500

7型 【井桁格子】
ブラック  シリンダーU錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥146,000 AB BKSC BR JW

AB BKSC BR JW

AB BKSC BR JW

AB BKSC BR JW

AB BKSC BR JW

AB BKSC JW

格子寸法

42mm

8mm

42mm 8mm

格子寸法

25mm

25mm

24.7mm

42mm

格子寸法

パネルはアルミパンチング板です。
（孔径＝φ6mm）

格子寸法

30
mm 100mm

100mm

格子寸法
100mm

200mm

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠（鎌内蔵デッドボルト付） アーム式シリンダー錠
把手形状 プレートタイプ（プッシュプル錠） レバータイプ バータイプ（プッシュプル錠） UD・レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

プッシュプルUT錠 シリンダーRJ錠 プッシュプルRB錠 シリンダーU錠 シリンダーRD錠

ライシス門扉に取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。　※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

12m
m
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8型 【ダイヤ格子】
アイボリーホワイト
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥36,740
本体1枚＋柱1本+部品1セット

7型 【井桁格子】
ブラック
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥41,440
本体1枚＋柱1本+部品1セット

アルミ形材門扉・フェンス

ライシスフェンス
主要材質：アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

オータムブラウンAB シャイングレーSC ブロンズBR アイボリーホワイトJW ブラックBK ナチュラルシルバーFPW

AB BKSC BR JW AB BKSC BR JW

6型 【目隠し〈縦〉】
オータムブラウン
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥36,740
本体1枚＋柱1本+部品1セット

5型 【目隠し〈横〉】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥34,340
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC PWBR JW AB BKSC PWBR JW

本体断面（完全目隠し）本体断面（完全目隠し）

格子寸法

42mm

8mm
42mm 8mm

2型 【縦桟〈細〉】
シャイングレー
T-8　幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm
￥31,940
本体1枚＋柱1本+部品1セット

1型 【横桟〈細〉①】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥34,340
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC PWBR JW

格子寸法

AB BKSC PWBR JW

9.5mm

15mm

格子寸法

15mm 15.4mm

4型 【縦桟〈太〉】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm
￥36,740
本体1枚＋柱1本+部品1セット

3型 【横桟〈太〉①】
シャイングレー
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥36,740
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC PWBR JW

格子寸法

AB BKSC PWBR JW13mm

35mm

格子寸法

11mm 35mm

格子寸法

200mm

100mm

12m
m
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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

P型 【ポリカーボネート】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥41,440
本体1枚＋柱1本+部品1セットAB BKSC PWBR JW AB BKSC PWBR JW

グリーンマット
（すりガラス調）

※ フェンスからの距離
によって透け具合効
果に差があります。

10型 【横桟〈太〉②】
シャイングレー
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥41,440
本体1枚＋柱1本+部品1セット

9型 【横桟〈細〉②】
シャイングレー
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥36,740
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC BR JW

格子寸法

AB BKSC BR JW

格子寸法

30mm

20mm 32mm

18mm

11型 【ラチス】
アイボリーホワイト
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥50,840
本体1枚＋柱1本+部品1セット

12型 【パンチング】
シャイングレー
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥50,840
本体1枚＋柱1本+部品1セットAB BKSC BR JW AB BKSC JW

パネルはアルミパンチング板です。
（孔径＝φ6mm）

格子寸法

100mm

100mm

30
mm

13型 【横ルーバー】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm
￥34,340
本体1枚＋柱1本+部品1セット

本体断面

目隠ししながら通風で
きるルーバータイプ
です。
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アルミ形材門扉・フェンス

ライシス門扉・フェンス

デ
ザ
イ
ン

トータルデザイン

ライシス門扉 ライシスフェンス ワイドオーバードアS

横
桟〈
細
〉①

1型 1型 1型

P.72参照 P.74参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

縦
桟〈
細
〉

2型 2型 2型

P.72参照 P.74参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

横
桟〈
太
〉①

3型 3型 3型

P.72参照 P.74参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

縦
桟〈
太
〉

4型 4型 4型

P.72参照 P.74参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

目
隠
し〈
横
〉

5型 5型

P.72参照 P.74参照

目
隠
し〈
縦
〉

6型 6型

P.72参照 P.74参照

井
桁
格
子

7型 7型

P.73参照 P.74参照

ダ
イ
ヤ
格
子

8型 8型

P.73参照 P.74参照

横
桟〈
細
〉②

9型 9型 1型

P.73参照 P.75参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

横
桟〈
太
〉②

10型 10型 3型

P.73参照 P.75参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

ラ
チ
ス

11型 11型

P.73参照 P.75参照

パ
ン
チ
ン
グ

12型 12型

P.73参照 P.75参照

横
ル
ー
バ
ー

13型

P.75参照

ポ
リ
カ
ー

ボ
ネ
ー
ト

P型

P.75参照

トータルデザインラインアップ
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オーバードアS

1型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

2型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

3型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

4型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

1型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

3型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

コーディネート商品

シャレオ伸縮 エススライド 伸縮門扉

1型 A型 アルシャインⅡ L型〈Aタイプ〉

車庫まわり（別冊）
P.148参照

車庫まわり（別冊）
P.154参照

2型 B型

車庫まわり（別冊）
P.148参照

車庫まわり（別冊）
P.154参照 車庫まわり（別冊）P.142参照

5型 A型 アルシャインⅡ M型〈Aタイプ〉

車庫まわり（別冊）
P.148参照

車庫まわり（別冊）
P.154参照

9型 B型

車庫まわり（別冊）
P.148参照

車庫まわり（別冊）
P.154参照 車庫まわり（別冊）P.142参照

A型 アルシャインⅡ MW型〈Aタイプ〉

車庫まわり（別冊）
P.154参照

B型

車庫まわり（別冊）
P.154参照 車庫まわり（別冊）P.141参照

1型 A型

車庫まわり（別冊）
P.148参照

車庫まわり（別冊）
P.154参照

5型 A型

車庫まわり（別冊）
P.148参照

車庫まわり（別冊）
P.154参照

E型

車庫まわり（別冊）
P.155参照

色によっては設定のない商品もあります。 色によっては設定のない商品もあります。

●コーディネート商品は、門扉・フェンス・オーバードアと一緒に使用することをおすすめする商品です。
また、コーディネート商品の色については、本文頁で確認してください。

伸縮門扉は、ライシス
門扉・フェンスのどの
デザインともコーディ
ネートが可能です。

ファンクションユニット ウィル
モダンへの併設例
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プレスタ門扉・フェンス
アルミ形材門扉・フェンス

シンプルを極め、
より洗練されたデザインへ。
アルミ形材の質感をより際立たせるために、
従来品のデザインをベースとしながら、
シンプルかつシャープなデザインを徹底追求。
装飾を排したそのデザインは、
景観に美しくなじむと同時に、
住まいに軽快で洗練された印象をもたらします。

住まいの顔に上質と洗練をもたらす、LIXILの「フラットデザインコンセプト」

門扉：TS型／フェンス：2型 ナチュラルシルバーF

日本の景観に美しく調和する、
モダン住宅にも馴染むデザイン

日本建築のモチーフをアレンジしたデザインを採用。

「下見板張り」京町家の伝統的な
「連子格子」

プレスタフェンス8型プレスタ門扉TS型

意匠性と操作性を両立した「新型錠」

錠機構部を框内に納めることで、“アームレス”のすっきりとしたデザインへ。
操作角度20°で開け閉めできるので操作の負荷も軽減。鎌錠付きの「シリン
ダーPA錠」とラッチ錠付きの「シリンダーPB錠」の2タイプを用意しています。

錠機構が見えない
すっきりとしたデザイン

20°

操作角度20°で
開け閉めカンタン

「フラットデザインコンセプト」、
3つのポイント

各部位の丸みを抑えることで、モダン住宅にも合わせや
すい、スクエアなフォルムを実現。

上下桟や框の凹凸部を削ぎ落とし、すっきりとシンプル
な形状に。

「通し笠木形状」にすることでキャップを小型化し、より
洗練された印象に。

丸みを抑えたスクエアなフォルム

凹凸部をなくし、意匠性をアップ

キャップを小型化し洗練された印象に

玄関と車庫の併用にも便利な
【折戸仕様】

3枚または4枚折戸仕様をご用意しています。

限られた間口を有効利用できる
【親子仕様】

幅40cmの子扉用門扉をご用意。よく使う側
を広くして、より使い勝手のよい出入口に。

最大3.6m80cm40cm
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さまざまなスタイルの住宅に美しくマッチ
シンプルかつシャープなデザインを追求した「プレスタ門扉・フェンス」。
主張し過ぎることのない佇まいで、住宅スタイルを問わず、より上質で洗練された印象を演出します。

ホワイト基調の外壁とシンプルな窓構成のモダンな住まい。門
扉・フェンスには、シャープなシャイングレーをコーディネートし、
クールな印象をより際立たせています。

門扉：7T型 縦スリット
シャイングレー

フェンス：8型 横ルーバー　シャイングレー

石の床材、タイルの壁材、そして、アルミの美しさが際立つ門扉。
異なる部材を、シックなブラウンでまとめ、エントランス全体を落
ち着いた印象に仕上げています。

門扉：3型 横桟〈太〉 親子
オータムブラウン

フェンス：７Y型 横スリット　オータムブラウン※右側門袖のインフォユニットは現在、販売中止になっています。

門扉、フェンス、バルコニー、カーポートなど、随所に採光パネルを
採用。自然の光をたっぷりと採り入れながら、スタイリッシュな雰囲
気を演出しています。

門扉：2型 縦桟〈細〉+P型 ポリカーボネート
ナチュラルシルバーF

フェンス：8S型 採光ルーバー　ナチュラルシルバーF

フェンス：8S型

横ルーバーと採光ルーバーの連結 傾斜ルーバーによる2段施工

0°～40°

現場にて
40°まで自由に
傾斜設定可能

爽やかな風とやわらかな光を
採り入れる「採光ルーバー」

目隠しをしながら、採光性&通風性もしっかり確
保。敷地内や室内に光を採り入れながら、風通し
のよいプライベート空間をつくれます。

ルーバータイプのフェンスも充実

「横ルーバー」「採光ルーバー」「傾斜ルーバー」の3タイプのフェンスをご用意。それぞれのルーバーを連結
できるのはもちろん、「傾斜ルーバー」は2段・3段施工も可能です。

※ プレスタフェンス8S型の
ルーバーブレイドは光を適
度に通しますが、透明度
が低いためフェンスから少
し離れるだけで透けて見
えることはありません。
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アルミ形材門扉・フェンス

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

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

6型 【目隠し〈縦〉】
オータムブラウン  シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥125,800

5型 【目隠し〈横〉】
ナチュラルシルバーF  シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥125,800 AB BKSC PWJW AB BKSC PW

本体断面
（完全目隠し）

本体断面（完全目隠し）

2型 【縦桟〈細〉】
ナチュラルシルバーF   シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥105,400

1型 【横桟〈細〉】
ナチュラルシルバーF  シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥105,400 AB BKSC PWJW AB BKSC PWJW

格子寸法

23.3mm

10mm

格子寸法

23.3mm10mm

4型 【縦桟〈太〉】
ナチュラルシルバーF  シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥114,800

3型 【横桟〈太〉】
シャイングレー  シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥114,800 AB BKSC PW AB BKSC PW

格子寸法

25mm

25mm

格子寸法

25mm 25mm

プレスタ門扉
主要材質：アルミ形材

080



プレスタ門扉P型は、プレスタ門扉全型の子扉として使用可能です。

1型親扉との親子仕様
オータムブラウン シリンダーPB錠
04・08-12　親子仕様

7T型親扉との親子仕様
オータムブラウン シリンダーPA錠
04・08-12　親子仕様

3型親扉との親子仕様
ブラック シリンダーPA錠
04・08-12　親子仕様

TS型親扉との親子仕様
ブラック シリンダーPB錠
04・08-12　親子仕様

4型親扉との親子仕様
シャイングレー シリンダーPB錠
04・08-12　親子仕様

パネルはポリカーボネート板
クリアマット（すりガラス調）

5型親扉との親子仕様
ナチュラルシルバーF シリンダーPB錠
04・08-12　親子仕様

6型親扉との親子仕様
シャイングレー シリンダーPB錠
04・08-12　親子仕様

P型 【ポリカーボネート】 [子扉専用]

2型親扉との親子仕様　シャイングレー  シリンダーPA錠
04・08-12　親子仕様  幅＝400+800mm　高さ＝1,200mm

￥117,000 AB BKSC PW

TS型 【連子格子調】
シャイングレー   シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥157,000

7T型 【縦スリット】
シャイングレー  シリンダーPA錠
07-12　両開き　 幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥125,800

格子寸法

41mm 10mm

格子寸法

21.3mm 12mm

AB BKSC PW AB BKSC PW

施錠方式 ラッチ錠（鎌内蔵デッドボルト付） 鎌錠
把手形状 レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

シリンダーPB錠（ラッチ錠） シリンダーPA錠（鎌錠）
※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

プレスタ門扉に取付可能な錠タイプ
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アルミ形材門扉・フェンス

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

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

2型 【縦桟〈細〉】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥22,440
本体1枚＋柱1本+部品1セット

1型 【横桟〈細〉】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥22,440
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC PWJW AB BKSC PWJW

格子寸法

56mm

10mm

格子寸法

52mm 10mm

6型 【目隠し〈縦〉】
オータムブラウン
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥29,840
本体1枚＋柱1本+部品1セット

5型 【目隠し〈横〉】
ブラック
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥29,840
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC PW

本体断面（完全目隠し）

AB BKSC PWJW

本体断面（完全目隠し）

4型 【縦桟〈太〉】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥28,440
本体1枚＋柱1本+部品1セット

3型 【横桟〈太〉】
シャイングレー
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥28,240
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC PW

格子寸法

25mm

25mm

AB BKSC PW

格子寸法

31.5mm 25mm

プレスタフェンス
主要材質：アルミ形材
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8型 【横ルーバー】
ナチュラルシルバーF
T-8  幅＝1,979.5mm  高さ＝800mm

￥29,840
本体1枚＋柱1本+部品1セット

7Y型 【横スリット】
シャイングレー
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥32,140
本体1枚＋柱1本+部品1セット AB BKSC PWJW AB BKSC PWJW

格子寸法

10mm

54mm

本体断面

8K型 【傾斜ルーバー】
シャイングレー
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥43,560
本体1枚＋柱1本+
上下ブラケット1セット+継手部品1セット AB BKSC PW

2段柱  T-16（8-8） 高さ＝1,503mm 3段柱  T-24（8-8-8） 高さ＝2,226mm

2段柱・3段柱仕様もご用意しています。

本体断面

8S型 【採光ルーバー】
ナチュラルシルバーF
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥49,240
本体1枚＋柱1本+部品1セット

たとえば、窓に面した部分のみ採光ルーバーにするなど、
異なるパネルとの組み合わせもOK。

AB BKSC PW

異なるパネルとの連結も可能です。

本体断面

ブレイド…クリアグリーン
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アルミ形材門扉・フェンス

プレスタ門扉・フェンス

デ
ザ
イ
ン

トータルデザイン

プレスタ門扉 プレスタフェンス ワイドオーバードアS

横
桟〈
細
〉

1型 1型 1型

P.80参照 P.82参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

縦
桟〈
細
〉

2型 2型 2型

P.80参照 P.82参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

横
桟〈
太
〉

3型 3型 3型

P.80参照 P.82参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

縦
桟〈
太
〉

4型 4型 4型

P.80参照 P.82参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

目
隠
し〈
横
〉

5型 5型

P.80参照 P.82参照

目
隠
し〈
縦
〉

6型 6型

P.80参照 P.82参照

横
ス
リ
ッ
ト

7Y型

P.83参照

縦
ス
リ
ッ
ト

7T型 4型

P.81参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

横
ル
ー
バ
ー

8型

P.83参照
採
光
ル
ー
バ
ー

8S型

P.83参照
傾
斜
ル
ー
バ
ー

8K型

P.83参照

連
子
格
子
調

TS型 2型

P.81参照
車庫まわり（別冊）
P.152参照

ポ
リ
カ
ー

ボ
ネ
ー
ト

（
子
扉
専
用
）

P型

P.81参照

アルメッシュ門扉 アルメッシュフェンス ワイドオーバードアS

メ
ッ
シ
ュ

3型

P.86参照 P.86参照

トータルデザインラインアップ
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オーバードアS

1型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

2型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

3型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

4型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

4型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

2型

車庫まわり（別冊）
P.153参照

オーバードアS

色によっては設定のない商品もあります。 コーディネート商品

エススライド 伸縮門扉

A型 アルシャインⅡ L型〈Aタイプ〉

車庫まわり（別冊）
P.154参照

B型

車庫まわり（別冊）
P.154参照 車庫まわり（別冊）P.142参照

A型 アルシャインⅡ M型〈Aタイプ〉

車庫まわり（別冊）
P.154参照

B型

車庫まわり（別冊）
P.154参照 車庫まわり（別冊）P.142参照

A型 アルシャインⅡ MW型〈Aタイプ〉

車庫まわり（別冊）
P.154参照

B型

車庫まわり（別冊）
P.154参照 車庫まわり（別冊）P.141参照

C型

車庫まわり（別冊）
P.155参照

B型

車庫まわり（別冊）
P.154参照

色によっては設定のない商品もあります。

伸縮門扉は、プレスタ門扉・フェ
ンスのどのデザインともコー
ディネートが可能です。

ファンクションユニット ウィルモダン
への併設例

●コーディネート商品は、門扉・フェンス・オーバードアと一緒に使用することをおすすめする商品です。
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アルミ形材門扉・フェンス

アルメッシュ門扉
主要材質：アルミ形材

アルメッシュフェンス
主要材質：アルミ形材

JWAB SC MB

シャイングレー　シリンダーPA錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥114,800

JWAB SC MB

1型
シャイングレー
T-8  幅＝1,979.5mm  高さ＝800mm

￥16,190
※本体1枚＋柱1本+部品1セット

JWAB SC MB

2型
オータムブラウン
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥16,190
※本体1枚＋柱1本+部品1セット

JWAB SC MB

3型
マイルドブラック
T-8　幅＝1,979.5mm　高さ＝800mm

￥22,590
※本体1枚＋柱1本+部品1セット

オータムブラウンAB シャイングレーSC アイボリーホワイトJWマイルドブラックMB

アルメッシュ門扉・フェンスは、製法上、メッ
シュ溶接部表面（ほぼ全面）に溶接痕が発生し
ます。これは、高い耐候性を持つ複合皮膜処理
を採用しているために発生するもので、商品の
性能上問題はありません。

施錠方式 ラッチ錠（鎌内蔵デッドボルト付） 鎌錠
把手形状 レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

シリンダーPB錠（ラッチ錠） シリンダーPA錠（鎌錠）

アルメッシュ門扉に取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。　※ 取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

クリエラスクQA クリエダークSA

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

アルミ色

マテリアルカラー

ブラックBK
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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

R4型 【太たてパネル】 
オータムブラウン
800用　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥25,900 本体1枚＋柱1本

セレビュー門扉
主要材質：アルミ形材＋ラッピング形材

BKAB SC BKAB SC

セレビューフェンス
主要材質：アルミ形材＋ラッピング形材（RPのみ）

RP3型 【太横パネル】
シャイングレー＋クリエダーク
800用  幅＝2,000mm  高さ＝800mm

￥35,900 本体1枚＋柱1本

R3型 【太横パネル】 
シャイングレー
800用　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

¥25,900 本体1枚＋柱1本

SASC +QASC +

13mm

90mm

格子寸法

13mm

90mm

格子寸法

RP4型 【太たてパネル】
シャイングレー＋クリエラスク
800用　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥35,900 本体1枚＋柱1本

SASC +QASC +

10mm 90mm

格子寸法

10mm 90mm

格子寸法

施錠方式 アーム式シリンダー錠
把手形状 レバータイプ

デザイン・
名称

ZAⅡ型錠

セレビュー門扉に取付可能な錠タイプ

RP3型 【太横格子】
シャイングレー＋クリエラスク　ZAⅡ型錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥135,900

SASC +QASC +

17mm

90mm

格子寸法

SASC +QASC +

RP4型 【太たて格子】
シャイングレー＋クリエダーク  ZAⅡ型錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥135,900 15mm 90mm

格子寸法
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シャイングレー
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥100,500

ハイ千峰（せんぽう）
主要材質：アルミ形材

アルミ形材門扉・フェンス

SC MBAB BR JW

アルミトンガ
主要材質：アルミ形材

SC MB BR JW

1型
シャイングレー
T-8  幅＝2,000mm  高さ＝800mm

￥33,700
本体1枚＋柱1本

施錠方式 ※施錠機能はありません。
把手形状 レバータイプ

デザイン・
名称

ハイ千峰錠

ハイ千峰に取付可能な錠タイプ

アメリカン
主要材質：アルミ形材

アメリカンフェンス
主要材質：アルミ形材

1型
シリンダーA錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,363mm

￥151,900 JW

1型
T-8　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥36,300
本体1枚＋柱1本

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠 アーム式シリンダー錠
把手形状 レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

シリンダーJ錠 シリンダーA錠 シリンダーD錠
※ 取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アメリカン1型に取付可能な錠タイプ

JW

オータムブラウンAB シャイングレーSC アイボリーホワイトJWマイルドブラックMB ブロンズBR ナチュラルシルバーFPWアルミ色

マテリアルカラー 柿渋KBクリエラスクQA
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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

A型 【アルミタイプ】
ナチュラルシルバーF
T-10  幅＝1,000mm  高さ＝1,000mm

￥27,540 本体1枚＋主柱1本+部品1セット

M型 【マテリアルカラータイプ】
シャイングレー＋クリエラスク
T-10  幅＝1,000mm  高さ＝1,000mm

￥36,340 本体1枚＋主柱1本+部品1セット

S型 【採光タイプ】
ナチュラルシルバーF
T-10  幅＝1,000mm  高さ＝1,000mm

￥33,040 本体1枚＋主柱1本+部品1セット

サニーブリーズフェンス
主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材

AB SC PWMB

AB SC PWMB

本体断面本体断面

本体断面

QASC + KBSC +

1型
シャイングレー
T-8  幅＝2,000mm　高さ＝776mm

￥37,500 本体1枚＋柱3本+ジョイント1セット

2型
オータムブラウン
T-8  幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥40,870 本体1枚＋柱1本+部品1セット

ルーバーフェンス
主要材質：アルミ形材

BR JWSC MB JWAB MB

1型

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

アルミサモア
主要材質：アルミ形材

4型
シャイングレー　T-8  幅＝1,964mm　高さ＝800mm
￥30,900 本体1枚＋柱1本

ハイサモア
主要材質：アルミ形材

SC MBAB BR JW
シャイングレー  T-8  幅＝1,972mm　高さ＝800mm
￥18,100 本体1枚＋柱1本

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

SC BR JWMB
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R6型フェンス
ブロンズ　T-8  幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥30,590
本体1枚＋柱1本+部品1セット

R4型フェンス
シャイングレー　T-8  幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥23,990
本体1枚＋柱1本+部品1セット

ハイミレーヌ
主要材質：アルミ形材

アルミ形材フェンス

BR JWMB BR JWMB

R4型～R6型

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

アルクラウンフェンス
主要材質：アルミ形材

R5型フェンス
オータムブラウン　T-8　幅＝1,975.5mm　高さ＝800mm

￥29,290
本体1枚＋柱1本+部品1セット BR JWAB SC MB BR JWAB SC MB

BR JWMB

3型
マイルドブラック　T-8　幅＝1,976mm　高さ＝800mm

￥37,680
本体1枚＋柱1本+部品1セット BR JWAB SC MB

1型
アイボリーホワイト　T-8　幅＝1,976mm　高さ＝800mm

￥28,780
本体1枚＋柱1本+部品1セット

2型
ブロンズ　T-8　幅＝1,976mm　高さ＝800mm

￥35,180
本体1枚＋柱1本+部品1セット

ホワイト（アイボリー）
（ビクロスフェンス）

JWブロンズBR アイボリーホワイト
（ハイミレーヌ）

JWシャイングレーSC マイルドブラックMB

マリアナ
主要材質：アルミ形材

1型
T-10  幅＝1,964mm　高さ＝1,000mm

￥80,200
本体1枚＋柱1本

3型
T-6  幅＝2,000mm　高さ＝600mm

￥22,600
本体1枚＋柱1本 BR MB

オータムブラウンAB
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ビクロスフェンス
主要材質： アルミ形材

組み合わせ例①
ホワイト（アイボリー）　幅＝1,998mm　高さ＝400mm

￥13,720 （2スパン価格） JWAB SC

組み合わせ例③
オータムブラウン　幅＝1,600mm　高さ＝800mm

￥37,020 （2スパン価格） JWAB SC

組み合わせ例②
オータムブラウン　幅＝1,998mm　高さ＝800mm

￥25,120 （2スパン価格） JWAB SC

組み合わせ例④
シャイングレー　幅＝1,998mm　高さ＝800mm

￥115,820 （2スパン価格） JWAB SC

アルミエリス
主要材質：アルミ形材

1型　T-6  幅＝1,470mm　高さ＝600mm　　￥18,700 BR BR2型　T-6  幅＝1,470mm　高さ＝600mm　　￥21,800

BR3型A　T-6  幅＝1,520mm　高さ＝600mm　　￥15,500

福寿塀（ふくじゅべい）
主要材質：アルミ形材

BRMB

2型
マイルドブラック　T-10  幅＝2,000mm　高さ＝1,000mm
Aタイプ笠木使用

￥134,100
本体1枚＋柱1本＋直線笠木1本
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アーキカット
アルミ形材門扉

主要材質： アルミ形材（Aタイプ）、アルミ形材＋アルミ鋳物（Bタイプ）

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

Aタイプ　ナチュラルシルバーF　埋込施工用門柱+壁付け錠受け使用
シリンダーRD片錠（S）  07-12片開き  幅＝700mm  高さ＝1,200mm ￥75,800
SC BK PW

After

Before

Bタイプ　シャイングレー　埋込施工用門柱使用　プッシュプルUT片錠
07-12片開き  幅＝700mm  高さ＝1,200mm ￥137,100
SC BK PW

After

Before

LLバックヤード前に何
も付けていないと、
不在時に心配だわ。

L

すきまにジャストフィットする片開き門扉。サイズ調整自在。

シャイングレーSC ナチュラルシルバーFPWブラックBK
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シンプルな縦格子のAタイプ、鋳物パネルを組み込んだBタイプの2種類から選べます。いずれも現場
で切り詰めて、組み立てるノックダウン工法です。　※Bタイプで切り詰めしない場合は組み立て不要です。

※切り詰め、組み立てにかかる時間は、30分が目安です。
※出荷時の門扉サイズは、07-12のみの設定です。

W:～350mmまでカット可能

W:～350mmまでカット可能

部材がばらばらの状態で工場から出荷されます。
現場で上下桟とカバーを必要な間口寸法(最大350mmまでの範囲）に
切断してから組み立てます。

切り詰め・組み立て手順 完 成

門扉を組み付けた状態で工場から出荷されます。
現場で扉を一度分解して、必要な間口寸法(最大350mmまでの範囲）に
切断して組み立てます。
※切り詰め、組み立てにかかる時間は、30分が目安です。
※出荷時の門扉サイズは、07-12のみの設定です。

完 成

Aタイプ（縦格子）

Bタイプ（鋳物） 切り詰め・組み立て手順

錠把手  アーム錠とラッチ錠から選べます。

プッシュプル
タイプ

プッシュプル
RB片錠

プッシュプル
タイプ

プッシュプル
UT片錠

50角門柱専用のアーム錠です。

アーム錠 ラッチ錠
※門柱使用・壁付け錠受け使用で選択可能。 ※門柱使用のみで選択可能。

レバー
タイプ

シリンダー
RJ片錠

シリンダー
RD片錠（S）

錠裏面

片開き面付けラッチ錠用スペー
サーを門柱に取り付けることによ
り、ラッチ錠にも対応可能です。

片開き面付けラッチ錠用
スペーサー

50
mm

50mm省スペースでも広い間口
を取れる50角柱を門柱に
採用。狭いス
ペースにも門扉が
スッキリと納まります。

50角柱専用のコンパクトな調整金具（カバー付き）

専用の調整金具
※門扉は内・外開きどちらでも対応します。
　外開きの場合は、外開き用持送りを使用してください。
※50角柱（調整金具）は、アーキカット専用です。

カバーで仕上げます。

スリムな

50角門柱

柱の納まりは、門柱使用と壁付け錠受け使用から選べま
す。壁付け錠受けは、戸当り柱が立てられない場所でも施
工が可能。門扉の下あきは50mmです。

壁付け錠受け使用
※シリンダーRD片錠（S）のみの設定です。

門柱使用

通常の柱施工の他に、ベース施工も可能です。

埋込施工用柱（φ80mm
のコア抜き穴で施工できま
す。）

50mm

上面ベース施工用柱
（カバー付きです。）コア抜き施工後、柱まわ

りをスッキリ納める柱カ
バーを用意しています。
φ100mmまでの穴をカ
バーできます。

柱カバー（オプション）

家側

壁付け錠受け

現場での門扉のカットが簡単。スピーディ&省スペース施工を実現します。
デザイン・切り詰め方法

リフォームにも最適、選べる柱納まり

スリムな門柱

門扉を開けた状態で仮固定するストッ
パーを用意しています。

門扉仮固定機能付き
ストッパーA

オプション

※ 門扉の開口角度が大き
く、門扉が壁や調整金
具と接触する可能性が
ある場合に使用してくだ
さい。

アーキカットに取付可能な錠タイプ
施錠方式 ラッチ式シリンダー錠（鎌内蔵デッドボルト付き） アーム式シリンダー錠

把手形状 プレートタイプ（プッシュプル錠） レバータイプ バータイプ（プッシュプル錠） レバータイプ

デザイン・
名称

プッシュプルUT片錠 シリンダーRJ片錠 プッシュプルRB片錠 シリンダーRD片錠（S）
※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。
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アーキシャット
アルミ形材門扉

狭いアプローチにもスッキリ納まる
間口にも奥行きにもスペースが取りづらい、そんな狭いアプローチに最適なノンレール & ノンキャスター伸縮門扉。

主要材質： アルミ形材、  アルミ形材＋ラッピング形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

玄関ポーチがすぐ道路に面
していて、子供が一人で飛
び出さないか心配です。

Before After

アーキシャットなら…
扉本体を伸縮させる開閉方
式なので、引きしろがなくても
十分な開口幅を確保します。L

柱と本体の高さラインをそろえたフラットデザイン。 ネジを隠したフラットなフォルム

50m
m

ノンレール・ノンキャスター

ディンプル
シリンダーキー

門扉を開けるときは、黒いレ
バーを握ってロックを外します。
※ 安全のため、開閉時には錠
レバー以外にはふれないで
ください。

両面
シリンダー錠

錠部分
L

省スペース施工を実現する、アプローチ用伸縮門扉。

ノンレールなので、床面の仕上げを
気にする必要がありません。
また、キャスターもないため、
開閉音が静かです。

ノンレール・ノンキャスター

90°回転収納
※ 施工条件によっては、180°回転収
納ができない場合があります。

180°回転収納※

本体を回転収納して、開口部を広く確保することができます。

コンパクトに収納
家側からもキーを使って施・解錠する両面シリンダー錠を装備。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。

操作性と防犯性にすぐれた錠金具

本体の奥行きは50mmとスリムな設計。
モダン系住宅にマッチする
フラットなフォルムです。

スリムでフラットなフォルム

本体ベース色 カラー材色 アルミ色

マテリアルカラー

シャイングレーSC ブロンズBR ブラックBK ナチュラルシルバーFPW シャイングレーSC

クリエペールPA

H:1,000
本体ベース色：シャイングレー　カラー材色：クリエラスク
アンカー柱仕様　130S　 全幅＝1,323mm　高さ＝1,000mm

￥233,400
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ブロンズBR ブラックBK ナチュラルシルバーFPW

柿渋KBクリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA

本体ベース色：ナチュラルシルバーF　カラー材色：柿渋
150S　 全幅＝1,523mm　高さ＝1,200mm

￥218,500
H:1,200

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
150S　 全幅＝1,523mm　高さ＝1,000mm

￥194,100
H:1,000

本体ベース色：ブラック　カラー材色：ブラック
150S　全幅＝1,523mm　高さ＝1,200mm

￥203,100
H:1,200

カラー材色

本体ベース色
カラー材色
アルミ色

マテリアルカラー

ブラック ナチュラルシルバーF

ブロンズシャイングレー ブラック ナチュラルシルバーF

クリエペール 柿渋クリエラスク クリエモカ クリエダーク

組み合わせの一例

本体ベース色：ブラック
カラー材色：ブラック

本体ベース色：
ナチュラルシルバーF
カラー材色：柿渋

本体ベース色：アルミ色

ブロンズシャイングレー

カラーは、本体ベース色はアルミ形材の4色。
縦桟のカラー材は、アルミ形材色（4色）かマテ
リアルカラー（5色）から選ぶことができます。

選べるカラー

施錠方式 両面シリンダー錠
把手形状 レバータイプ

デザイン・
名称

オモテ ウラ

アーキシャット錠

アーキシャットに取付可能な錠タイプ
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ダブルエントランス　

アルミ形材門扉（引戸門扉）

耐風圧強度
風速34m/秒相当

LED
独立タイプ

主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材、強化ガラス

独立タイプ
上質なデザインに機能をスタイリッシュに集約した「門の新しいカタチ」
を実現。さまざまな組み合わせで新しいエントランスシーンを提案します。

壁付タイプ
玄関ドアと屋外の間、「ミッドテリア」空間で住まいの機能性と快
適性が向上します。

さまざまな組み合わせが選べる仕様。
用途やプランに合わせて吊引戸仕様、スクリーン仕様、アーチ仕様、スク
リーン単独仕様（1連または2連）の4タイプの仕様が選べます。

上質なデザインに機能を集約した「門の新しいカタチ」。

クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA

シャイングレーSC ナチュラルシルバーFPW

吊引戸と高尺スクリーン、ファンクション
パネルを組み合わせた新しい門構えス
タイルです。

●吊引戸仕様

ファンクションパネルとスリムなフレーム
がスタイリッシュなアーチを形成します。

●アーチ仕様

ファンクションパネルと演出効果の高い
スクリーンをコンパクトに融合。

●スクリーン仕様

存在感のある高尺スクリーンがエントラ
ンスを演出します。玄関前の目隠しとし
ても効果的です。

●スクリーン単独仕様

室内と屋外の間の空間が収納や
暮らしに役立つ多機能スペース
に。風の道がうまれ、外からの風を
採り入れることで室内に心地よさを
もたらします。

風の通り道をつくる仕組み
ダブルエントランス、採風ド
ア、通風ルーバー建具を組
み合わせることで室内にさ
わやかな風の通り道をつく
ります。

ダブルエントランス

玄関前と屋外を結ぶエントランススペース。
ちょっとした便利がつまったお役立ちスペースとして住まいの機能性をアップ
させます。

お願い ●降雨時におけるエントランススペースへの雨水の吹込み、浸水を防ぐことはできません。
　吊引戸やファンクションパネルの内側に濡れてはいけない物を置かないでください。

室内側にポストがあるので雨が降っていても
スムーズにアプローチ。お子さんの敷地外へ
の飛び出し防止にも効果的です。

L

アウトドアグッズやベビーカーなどを置いておく
収納スペースとして役立ちます。

L

ダブルエントランス

通風ルーバー建具 採風ドア

室内

ミッドテリア空間

アルミ色

マテリアルカラー

独立タイプ
壁付タイプ
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右ファンクション（吊引戸：縦板張/ガラススクリーン）
シャイングレー+クリエラスク ￥

吊引戸仕様 縦板張

薄型で一体感のあるスリムなフレーム。 LED照明でライトアップ（オプション）。

スクリーンは、高級感のあるマット調の強化ガラス。

握りやすさをデザインした専用ハンドル。

道路側

開口部のレールがなく、段差のないフラットな床
仕上げです。

右ファンクション（ガラススクリーン）
シャイングレー+クリエラスク ￥

スクリーン仕様 ガラススクリーン

高い機能性を集約した
ファンクションパネル。

上質で使いやすく、バリアフリーにも対応。

内蔵できるカラーテレビドアホ
ンは機種が限定されています。
それ以外の機種は面付け取り
付けとなります。

スリム縦型
ポスト

カラーテレビドアホン

サイン

シャッター付き
シリンダー

必要な機能はすべ
てファンクションパ
ネルに集約したス
マートな構造です。

ファンクションパネルにすっきりと納
まった鍵穴とインターホン。

ガラスサイン 江戸硝子サイン 備前焼サイン

独立タイプ

左ファンクション（吊引戸：縦格子）
ナチュラルシルバーF+クリエモカ ￥

縦格子
左ファンクション（吊引戸：縦板張）
シャイングレー+クリエラスク ￥

縦板張

壁付タイプ

L
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アウタースライド
アルミ形材門扉（引戸門扉）

狭小地にも対応する魅せる門扉
スライド門扉だから開き門扉が取り付けられない狭小地にも対応。門扉を開けた時も壁の後ろに隠さない、魅せることにこだわった門扉です。

主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラッピング形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

開けても絵になる新発想
アウタースライド方式。

引き込みレールを道路側に設置。門扉を開けても
隠さない、魅せるデザインにこだわりました。

戸当り柱使用

ウィルモダンスリム使用ウィルモダン使用

ファンクションユニットとの
組み合わせでさらに便利に。

基本的な戸当り柱使用だけでなく、スタイリッシュなファンクション
ユニットを組み合わせることも可能です。

L

段差がない
フラットレールで
出入りもスムーズ。

ベビーカーや車イスの出入りも、気に
なる段差のガタツキがなく快適です。

スライド門扉だから敷地を最大限に活用。

アウタースライドは引戸だから、アプローチ階段が門扉の目前に迫っていても設置できます。
従来、ファンクションユニットしか取り付けられなかった敷地にもアウタースライドは対応します。

アルミ色

マテリアルカラー

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

クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA 柿渋KB ミディアムチェリーWJ

施錠方式 シリンダー錠

把手形状 バータイプ（オモテ）＋
バータイプ（ウラ）

バータイプ（オモテ）＋
引手タイプ（ウラ）

引手タイプ（オモテ）＋
引手タイプ（ウラ）

デザイン・
名称

アウタースライドA錠 アウタースライドB錠 アウタースライドC錠

オモテ ウラ オモテ ウラ オモテ ウラ

※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アウタースライドに取付可能な錠タイプ
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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

マイルドブラック アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

F型【アルミ鋳物】
～YURAGI（ゆらぎ）～ ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用

SC MB

￥366,800

シャイングレー＋ミディアムチェリー アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用
D型【横目隠し】

アルミ色 SC 　マテリアルカラー SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + WJ

SC + KB PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA

￥334,800

ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用
シャイングレー アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

A型【細横格子】

AB SC MB PW

￥267,300
ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用
オータムブラウン アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

B型【細縦格子】

AB SC MB PW

￥267,300
ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用
シャイングレー＋柿渋 アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

C型【太縦格子】

アルミ色 AB SC MB 　マテリアルカラー SC + QA SC + KB

￥301,800

シャイングレー アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

E型【パンチ穴】
～LACE（レース）～ ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用

SC PW

￥345,800

ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

E型【パンチ穴】
～SAKURA（さくら）～ ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用

SC PW

￥345,800

ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

E型【パンチ穴】
～FLAG（フラッグ）～ ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用

SC PW

￥345,800

ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

E型【パンチ穴】
～SQUARE（スクエア）～ ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用

SC PW

ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

E型【パンチ穴】
～SHIOSAI（しおさい）～ ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用

SC PW

ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

E型【パンチ穴】
～KOKAGE（こかげ）～ ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用

SC PW

ガイド柱仕様（左引き用）戸当り柱使用
ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12  幅＝1,500mm  高さ＝1,250mm

G型【ガラス】

SC PW

￥345,800特注品

特注品 特注品
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アーキスライド
アルミ形材門扉（引戸門扉）

狭い敷地を効果的に仕切る、ノンレールスライド門扉
奥行きが狭く、開き門扉が設置できないアプローチに最適な、ノンレールスライド門扉です。

主要材質： アルミ形材、  アルミ形材＋ラッピング形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）

アルミ色

マテリアルカラー

Before

防犯上、門扉を付けたかっ
たけど、アプローチが狭い
から無理って言われたの
よね。

L

After

F型　15-12 ￥203,600
PW

開戸W04＋引戸W15サイズの全閉時 引戸W15サイズの全開時全開時

最大：1,362.5mm 950mm

広い開口スペース
開口サイズは、片引きでW13（750mm）とW15（950mm）、開戸付きでW04+W13
（1,162.5mm）とW04+W15（1,362.5mm：最大）です。
※開戸付きの数値は、開戸を最大限に開けたときのものです。

スムーズな開閉
上下桟にコンパクトに組み込まれたガイドローラーで、
スムーズな開閉を実現します。

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

柿渋KBクリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA

ディンプル
シリンダーキー

蓄光リング
昼間に光を蓄えて日
没後、約2時間発光
します。

オプションで、家側はツマミで施
解錠をする片面シリンダー錠も
ご用意しています。

アーキスライド錠
引手框のふれ止めガイドで
本体のふれを抑え、鍵のか
までしっかりと施錠します。

ふれ止め
ガイド

かま

錠金具
ウラ（家側）からもキーを使って施・解錠する両面シリン
ダーを装備。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。
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省スペース施工を実現する、ノンレール・ノンキャスターの引戸門扉。
ノンレール引戸で出入り楽々

床面にレールがないノンレールタイプなので車イスでもスムーズに出入りできます。
また、床面の仕上げを気にする必要がありません。

ガイド柱

ガイドレールとガイドローラー（上側）
ガイド柱と引戸本体の高さライン
をそろえています。写真は15-12 L全閉 全開

ノンレール・ノンキャスター



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

施錠方式 シリンダー錠

把手形状 バータイプ

デザイン・
名称

アーキスライド錠
（両面シリンダー）

アーキスライド錠
（片面シリンダー）

オモテ オモテウラ ウラ

※ 取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アーキスライドに取付可能な錠タイプ 

ブラック　片引き　標準柱
15-12　幅＝1,500mm　高さ＝1,200mm

A型【細横桟】

AB SC BK PW

￥148,600

シャイングレー　片引き　標準柱
15-12　幅＝1,500mm　高さ＝1,200mm

D型【太縦桟】

アルミ色 SC PW 　マテリアルカラー SC + QA SC + KB

￥170,600

オータムブラウン　片引き　標準柱
15-12　幅＝1,500mm　高さ＝1,200mm

B型【細縦桟】

AB SC BK PW

￥142,000
シャイングレー＋柿渋　片引き　標準柱
15-12　幅＝1,500mm　高さ＝1,200mm

C型【太横桟】

アルミ色 SC PW 　マテリアルカラー SC + QA SC + KB

￥181,600

シャイングレー＋クリエラスク　片引き　標準柱
15-12　幅＝1,500mm　高さ＝1,200mm

E型【横板塀】

SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB

PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA

￥213,700
ナチュラルシルバーF　片引き　標準柱
15-12　幅＝1,500mm　高さ＝1,200mm

F型【ポリカ】

PW ポリカーボネート板…クリアマット<すりガラス調>

￥203,600
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アルミ鋳物門扉・フェンス

高級アルミ鋳物門扉

ロレアルグレーLN

ニュー大手門
主要材質：アルミ鋳物

門柱使用　
15-18　両開き　 幅＝1,500+1,500mm 

高さ＝1,800mm

￥8,711,600

シャトーグランデ
主要材質：アルミ鋳物

門柱使用　
20-18　両開き　 幅＝2,000+2,000mm 

高さ＝1,800mm

￥6,948,600 SQ

シルバーグリーンVGスモークゴールドSQ 2色アンティックグリーンAG スモークグリーンSG スウェードグレーSN

柱使用　
09-16　両開き　 幅＝900+900mm 

高さ＝1,600mm 

￥738,300 AG

チェリムール
主要材質：アルミ鋳物

柱使用　
09-16　両開き　 幅＝900+900mm 

高さ＝1,600mm

￥738,300 SG

グローシャス
主要材質：アルミ鋳物

柱使用　
08-14　両開き　 幅＝800+800mm 

高さ＝1,400mm

￥452,300 SN

カミール
主要材質：アルミ鋳物

SQ
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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

いぶし銀GVレインボーグレーRN カームブラウンCB ブラックBK

柱使用　
09-16　両開き　 幅＝900+900mm 

高さ＝1,600mm

￥520,300 AG

モーレン
主要材質：アルミ鋳物

柱使用　
09-16　両開き　 幅＝900+900mm 

高さ＝1,600mm

￥536,300 CB

バルセリア
主要材質：アルミ鋳物

柱使用　
10-18　両開き　 幅＝1,000+1,000mm 

高さ＝1,800mm

￥918,700 SQ

バトワール
主要材質：アルミ鋳物

柱使用　
09-16　両開き　 幅＝900+900mm 

高さ＝1,600mm

￥616,300 SG

ブロンジェ
主要材質：アルミ鋳物

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.53

柱使用　
08-14　両開き　 幅＝800+800mm 

高さ＝1,400mm

￥566,300 VG

ラファール
主要材質：アルミ鋳物

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.53

柱使用　
08-14　両開き　 幅＝800+800mm 

高さ＝1,400mm

￥566,300

潮紋（ちょうもん）
主要材質：アルミ鋳物

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.53

RN
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ヴィア・ル・クラシコ
ヴィア・ル・デコ

アルミ鋳物門扉・フェンス

ジェードグリーンPGロイヤルブラックQK プレミアムグレーPNシャンパーニュホワイトSW シャイングレーSCアンティークカッパー+ブラックPK

本物志向に応える５つの上質デザイン。
伝統的デザインのヴィア・ル・クラシコ、革新デザインのヴィア・ル・デコ。
芸術的な造形美と個性が際立つ本物志向のエクステリアです。

主要材質： アルミ鋳物、強化ガラス（クインセのみ）

Serious  ─シリアス─　
細部の造りやマテリアルに宿る、誠実なものづくり精神。

個性的なデザイン性で住まいを飾る、
ヴィア・ル・デコシリーズ。

重厚さとモダンさをあわせ持つグリーユ 立体的なかりんのオブジェが優雅なクインセ

ドゥビネットには、水面のようなうねりが美しい江戸硝子６色と、炎と灰が生み出す風合い
が魅力の備前焼２種類が取付可能

Security  ─セキュリティ─　
随所に施した万一への備えが、安心・安全を深める。

「おでかけサムターン」と「エマージェンシー」で外側からの
解錠をしにくくし、防犯性を高めます。

「おでかけサムター
ン」を外出時に抜い
て携帯することで、
外側からの解錠動
作を防ぎます。
L

「エマージェンシー」
を差し込んでおけ
ば、内側からコイン
などで解錠すること
もできます。
L

１つの鍵で２カ所を施錠。
セキュリティ性が向上します。
（トラッドのH14サイズは1カ所の施錠です。）

ピッキングしにくい
シャッター付き鍵穴

鎌内蔵デッドボルトで
ガッチリ施錠
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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

ヴィア・ル・クラシコ トラッド 電気錠付門扉
対応 ⇒ P.52

アンティークカッパー+ブラック  柱使用　
08-16　両開き   幅＝800+800mm 

  高さ＝1,600mm
￥702,800 PGSWQKPK

ヴィア・ル・クラシコ ハンナ
アンティークカッパー+ブラック  柱使用　
08-18　両開き   幅＝800+800mm 

  高さ＝1,800mm
￥772,400 PGSWQKPK

ヴィア・ル・デコ グリーユ
シャイングレー  柱使用　
09-16　両開き   幅＝900+900mm 

  高さ＝1,600mm
￥666,900 SWSC QK

ヴィア・ル・デコ ドゥビネット 電気錠付門扉
対応 ⇒ P.52

ロイヤルブラック  柱使用  江戸硝子付き（琥珀色+銀鼠）
08-16　両開き   幅＝800+800mm 

  高さ＝1,600mm
￥653,900 PNSWQKPK

ヴィア・ル・クラシコ フェンス
アンティークカッパー+ブラック  間仕切りタイプ
T-16　 幅＝1,200mm 

高さ＝1,600mm ￥322,600
本体1枚＋主柱1本＋ギボシ1コ PGSWQKPK

ヴィア・ル・デコ クインセ 電気錠付門扉
対応 ⇒ P.52

プレミアムグレー  柱使用　
08-16　両開き   幅＝800+800mm 

  高さ＝1,600mm
￥978,900 PNSWQKPK
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アーキキャスト 門扉・フェンス
アルミ鋳物門扉・フェンス

小さな敷地の可能性と
開放感を広げる、
鋳物門扉・フェンスシリーズ。
スマートなアイデアで
狭小地でも門扉のある暮らしをかなえます。

今まで門扉を付けられなかった場所に、簡単に施工ができます。
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アーキキャスト ポーチ取付仕様なら…
ポーチまわりを囲うことでちょっとしたプライベートスペース
が生まれます。

ストポ チ取付仕様なら

CASE

2
ポーチに置いている
お気に入りの自転車。不在時に
盗まれたりしないか心配です。

アーキキャストBK型  08-10
片開き+アーキキャストフェンスFK型  
W09×2+W02
埋込施工用柱使用  ブラック

After Before

CASE

1
玄関を開けるとすぐに道路。
子供が一人で
飛び出さないかしら。

アーキキャスト ポーチ取付仕様なら…
ポーチ上に門扉を付けることで、玄関の出入りにワンクッ
ション入り、道路への飛び出しを防ぎます。

アーキキャストBC型  04・08-10  
親子仕様+アーキキャストフェンスFK型
W09×2＋W02  
埋込施工用柱使用（柱カバー付き）
シャイングレー

AfterBefore



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

こだわりの把手デザイン

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠

把手形状 レバータイプ

デザイン・
名称

CF錠

アーキキャストに取付可能な錠タイプ

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠

把手形状 レバータイプ

デザイン・
名称

アーキキャストDSC錠

アーキキャスト  に取付可能な錠タイプ

アクセントパネルでカスタマイズ。

親子仕様の子扉にアルミ鋳物以外の異素材パネルをはめ込むことができます。
また、フェンスにも同様のアクセントパネルをご用意しています。

AP型クリアマット
（ポリカーボネート）

DA型

AR型シャイングレー
パンチング・レース（アルミ）

DA型

DA型　アーキキャストD-style子扉専用（03-12、05-12）

子扉・フェンス アクセントパネル

AA型ブラック
（アクリル）

BA型

AS型ヘアーライン
（ステンレス）

BA型

BA型　アーキキャスト子扉専用（04-12）

AA型ホワイト
（アクリル）

BA型
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門扉面から飛び出さない一体型の把
手（CF錠）は省スペースかつ使いや
すい形状。

オブジェのようなフォルムの把手
（DSC錠）がアーキキャストD-Style
のデザインを際立たせます（錠パネル
はヘアーラインです）。



アルミ鋳物門扉・フェンス

BC型
シャイングレー　標準門柱使用
04・08-12　親子仕様　幅＝400+800mm　高さ＝1,200mm

￥165,600 PWBKSC

BT型
ナチュラルシルバーF　標準門柱使用
04・08-12　親子仕様　幅＝400+800mm　高さ＝1,200mm

￥165,600 PWBKSC

BY型
ナチュラルシルバーF　標準門柱使用
04・08-12　親子仕様　幅＝400+800mm　高さ＝1,200mm

￥165,600 PWBKSC

アーキキャスト
主要材質： アルミ鋳物

PWBKSC

BK型
ブラック　標準門柱使用
04・08-12　親子仕様　幅＝400+800mm　高さ＝1,200mm

￥165,600

シャイングレーSC ブラックBK ナチュラルシルバーFPW

BT型　ポーチ取付仕様
ナチュラルシルバーF　埋込施工用門柱使用　柱カバー付き
08-10　片開き　幅＝800mm　高さ＝1,000mm

￥135,500 門扉部分のみ PWBKSCPWBKSC

BC型　ポーチ取付仕様
シャイングレー　埋込施工用門柱使用　柱カバー付き
04・08-10　親子仕様　幅＝400+800mm　高さ＝1,000mm

￥172,200 門扉部分のみ
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BY型　ポーチ取付仕様
ナチュラルシルバーF　埋込施工用門柱使用
08-10　片開き　幅＝800mm　高さ＝1,000mm

￥134,200 門扉部分のみ PWBKSCPWBKSC

BK型　ポーチ取付仕様
ブラック　埋込施工用門柱使用
04・08-10　親子仕様　幅＝400+800mm　高さ＝1,000mm

￥170,900 門扉部分のみ

アーキキャスト・アーキキャスト
主要材質： アルミ鋳物

 DT型
シャイングレー　デザイン門柱A使用
03・09-12　親子仕様　幅＝300+900mm　高さ＝1,200mm

￥238,000 PWBKSC PWBKSC

 DY型
ブラック　デザイン門柱A使用
03・09-12　親子仕様　子扉DA型（パネル AP型 クリアマット）使用
幅＝300+900mm　高さ＝1,200mm

￥260,900

PWBKSC

 DK型
ナチュラルシルバーF　デザイン門柱A使用
03・09-12　親子仕様　幅＝300+900mm　高さ＝1,200mm

￥238,000
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アルミ鋳物門扉・フェンス

アーキキャストフェンス
主要材質： アルミ鋳物

シャイングレーSC ブラックBK ナチュラルシルバーFPW

FT型
シャイングレー　間仕切りタイプ
T-12　幅＝900mm　高さ＝1,290mm
￥68,700
本体1枚＋主柱1本＋金具1セット PWBKSC

FY型
ナチュラルシルバーF　間仕切りタイプ
T-12　幅＝900mm　高さ＝1,290mm
￥68,700
本体1枚＋主柱1本＋金具1セット PWBKSC

FK型
シャイングレー　間仕切りタイプ
T-12　幅＝900mm　高さ＝1,290mm
￥68,700
本体1枚＋主柱1本＋金具1セット PWBKSC

FK型
シャイングレー　フリーポールタイプ
T-6　幅＝1,000mm　高さ＝600mm
￥26,200
本体1枚＋柱1セット PWBKSC

アーキキャスト
スリムフィックスフェンス
シャイングレー　幅＝150mm　高さ＝765mm
￥24,000
本体1枚＋取付部品1セット PWBKSC

FT型　ポーチ取付仕様
シャイングレー　埋込施工用柱使用
T-10（W09)　幅＝892mm　高さ＝1,050mm
￥79,300
本体1枚＋柱2本＋部品1セット PWBKSC

FY型　ポーチ取付仕様
ナチュラルシルバーF　埋込施工用柱使用
T-10（W09)　幅＝892mm　高さ＝1,050mm
￥79,300
本体1枚＋柱2本＋部品1セット PWBKSC

FK型　ポーチ取付仕様
ブラック　埋込施工用柱使用
T-10（W09)　幅＝892mm　高さ＝1,050mm
￥79,300
本体1枚＋柱2本＋部品1セット PWBKSC

オータムブラウンAB マイルドブラックMB スモークグリーンSG

バロックチークWV ピュアノーチェWBエルマージュ化粧材

110



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

キャスティナフェンス
主要材質： アルミ鋳物

施錠方式 アーム式シリンダー錠 ラッチ式シリンダー錠（鎌内蔵デッドボルト付）
把手形状 レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

鋳物アームA錠 鋳物アームU錠 キャスティナB錠 キャスティナC錠

エルマージュに取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

T-8  幅＝1,000mm  高さ＝800mm ￥40,400
  本体1枚＋柱1セット

D型 オータムブラウン　フリーポールタイプ
MBAB SG

T-8  幅＝1,000mm  高さ＝800mm ￥40,400
  本体1枚＋柱1セット

F型 マイルドブラック　フリーポールタイプ
MBAB SG

エルマージュ
主要材質： アルミ鋳物

マイルドブラック+ピュアノーチェ　フリーポールタイプ
T-6　幅＝1,000mm  高さ＝600mm

1型フェンス＋デザインフェンスB
07-12  両開き 幅＝700+700mm
 高さ＝1,163mm ￥156,200

1型 マイルドブラック+ピュアノーチェ　柱使用　鋳物アームU錠
WBMB +WVMB + WBMB +WVMB +

￥32,400
本体1枚＋柱1セット
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アルミ鋳物門扉・フェンス

マイルドブラックMBシャイングレーSCオータムブラウンAB セピアブラウンXCアルミ色

アプローチ ミオ
主要材質： アルミ鋳物

アプローチ ルナ
主要材質： アルミ鋳物

オータムブラウン  柱使用  04・08-10  親子仕様
幅＝400+800mm  高さ＝1,200mm

ナチュラルタイプ ￥159,000

AB MB
オータムブラウン  柱使用  04・08-10  親子仕様
幅＝400+800mm  高さ＝1,330mm

剣先タイプ ￥161,100

AB MB

EL型フェンス セピアブラウン MB XC

CU型フェンス マイルドブラック MB XC

CL型フェンス マイルドブラック MB XC

EL型
セピアブラウン

MB XC

CU型
セピアブラウン

MB XC

CL型
マイルドブラック

MB XC
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フリーポールタイプ
T-6   幅＝1,000mm　高さ＝610mm、655mm（CL型）

￥28,300（各型同価格）
本体1枚＋柱1セット

フェンス 各型共通仕様

サイズ

■子扉の角度を自由に設定できるので、間口の都合に合わせた取付が可能です。

柱使用  錠なし把手使用  05R・09-10  親子仕様
幅＝500R+900mm
高さ＝ 1,169.5mm（EL型）、1,168.5mm（CU型）、1,153mm（CL型）、 

1,120mm（WA型）、1,000mm（LA・AN・VE型）

￥149,800（各型同価格）

門扉 各型共通仕様

WA型フェンス セピアブラウン MB XC

WA型
セピアブラウン

MB XC

LA型
シャイングレー

SC MB

AN型
マイルドブラック

SC MB

VE型
シャイングレー

SC MB VE型フェンス シャイングレー SC MB

AN型フェンス マイルドブラック SC MB

LA型フェンス シャイングレー SC MB
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ラフィーネ門扉・フェンス
アルミ鋳物門扉・フェンス

上品なテクスチャが醸し出す、アルミ鋳物ならではの造形美

欧風住宅をエレガントに演出する、鋳物門扉・フェンスシリーズ。
鋳物の造形美を最大限に活かしたデザインは、白壁の欧風住宅はもちろん、モダン住宅もエレガントに演出。

本体
装飾性の高いデザイン部分は鋳物ならでは
の造形美を活かし、ロートアイアンの上品な
ハンマートーンを全体に表現することで、こだ
わり抜いた美しいデザインに仕上げました。

塗装
デザインを一層引き立て重厚感と
味わいのある「アイアンブラック」、
柔らかな印象としながらも凛とした
表情を見せる「フロスティホワイト」
の２色を標準カラーとしました。さら
にオーダーカラー（11色）からお選
びいただくことも可能です。門柱

本体の味わい深い質感が際立つように、標準
でエンボス調の艶消し塗装を施しました。

剣先C 剣先D 剣先E剣 剣

剣先B剣先A 剣剣

剣

剣先

デザインパーツ下デザインパーツ上

バスケット（角） バスケット（角）

唐草

唐草
アンティーク

ツイスト

ツイスト

デザインセミオーダー（イージーオーダー特注）
2型のデザインをベースに、剣先とデザインパーツ部分2ヵ所を自分で選べるセミオーダーが可能です。
60種類のデザインバリエーションからお好みのデザインをお作りいただけます。

オーバードアS
ラフィーネタイプ

ラフィーネサイン
Aタイプラフィーネフェンス1型 ラフィーネ門扉1型

オーナメント

フラワーボックス窓飾り

※セミオーダーの場合、すべてバスケット（角）となります。
※規格品の場合、バスケット（丸）となりセミオーダーと形状が異なります。

バスケット（角） バスケット（丸）

カゴの断面：□6.5 カゴの断面：φ7
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施錠方式 アーム式シリンダー錠 ラッチ式シリンダー錠
把手形状 レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

アームRF錠 ELA錠
※2型 H18サイズ専用

ラフィーネ門扉
主要材質： アルミ鋳物

2型
アイアンブラック　75角門柱使用
07-12　両開き　  幅＝700+700mm 

高さ＝1,200mm
￥128,400

3型
アイアンブラック　75角門柱使用
07-12　両開き　 幅＝700+700mm 

高さ＝1,200mm
￥109,200

1型
アイアンブラック　75角門柱使用
07-12　両開き　 幅＝700+700mm 

高さ＝1,200mm
￥109,200 FHDK FHDK FHDK

5B型
フロスティホワイト　75角門柱使用
パネル：エクリュアイボリー
07-12　両開き　 幅＝700+700mm 

高さ＝1,200mm
￥130,600

5A型
フロスティホワイト　75角門柱使用
クラッシュガラスB：ブルー
08-12　両開き　 幅＝800+800mm 

高さ＝1,200mm
￥134,800

4型
フロスティホワイト　75角門柱使用
07-12　両開き　 幅＝700+700mm 

高さ＝1,200mm

￥109,200 FHDKFHDKFHDK

オーダーオーナメント
（イージーオーダー特注） オーナメント（オプション）

デザインをさらにエレガントに美しく。
職人の手作業による溶接対応をオーダーでお受けします。

門扉やフェンスにアクセサリーをプラスして、上品で華やかなアクセントに。

立体オーナメント  

A

B

3型

トップオーナメント  ペンダント リース ブローチ ブーケ（門扉のみ）

1型 3型 4型

A B

1型 4型

A B

1型 3型 4型1型 3型 4型 1型 3型 4型

※オーダーオーナメント、オーナメントの価格は、ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

アイアンブラックDK フロスティホワイトFH

ラフィーネ門扉に取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。

〈複合色系〉〈単色系〉

標準カラー

色設定　全13色（単色系9色、複合色系4色）
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アルミ鋳物門扉・フェンス

ラフィーネフェンス
主要材質： アルミ鋳物

アイアンブラックDK フロスティホワイトFH

FHDK

アイアンブラック
間仕切りタイプ  キャップ（標準）
T-18　 幅＝1,000mm 

高さ＝1,890mm
￥153,700

剣先

剣先C

剣先

剣先B 剣先D

剣先A 剣先E

※ セミオーダーの場合、すべてバスケット（角）となります。
※ 規格品の場合、バスケット（丸）となりセミオーダーと形状が異なります。

デザインパーツ

ツイスト 唐草
バスケット（角）

1800mmの
高尺サイズにも対応

デザインセミオーダー
（イージーオーダー特注）

本体1枚＋柱1本＋キャップ（標準）1コ＋
部品（中間用）1セット

5型 アイアンブラック  間仕切りタイプ  キャップ（標準）  クラッシュガラスB：ブルー
T-10  幅＝1,000mm　高さ＝1,000mm

￥56,800 

FHDK

フロスティホワイト  フリーポールタイプ
クラッシュガラスC：ピンク
T-6  幅＝1,000mm  高さ＝600mm

￥35,300 

本体1枚＋柱1本＋キャップ（標準）1コ＋
部品（中間用）1セット＋クラッシュガラス1コ

本体1枚＋柱1セット＋
クラッシュガラス1コ

1800
mm

2型のデザインをベースに、剣先とデザインパーツ部分
を自分で選べるセミオーダーが可能です。 ※T-6のみ

異素材を組み合わせた5型（設定色の中からいずれかを選択）
フィックスフェンス
ラフィーネ
左：アイアンブラック 
T-8  幅＝330mm   高さ＝765mm

￥24,000
本体1枚＋取付部品1セット

￥21,300

右：フロスティホワイト
T-6  幅＝150mm  高さ＝565mm

本体1枚＋取付部品1セット

クラッシュガラスA
（クリア）

クラッシュガラスB
（ブルー）

クラッシュガラスC
（ピンク）

1型 アイアンブラック  間仕切りタイプ  キャップ（Bタイプ）
T-10  幅＝1,000mm　高さ＝1,000mm

￥50,800 

FHDK

フロスティホワイト  フリーポールタイプ
T-6  幅＝1,000mm  高さ＝600mm
￥24,600 本体1枚＋柱1セット

本体1枚＋柱1本＋キャップ（Bタイプ）1コ＋
部品（中間用）1セット

4型 フロスティホワイト  間仕切りタイプ  キャップ（Aタイプ）
T-10  幅＝1,000mm　高さ＝1,000mm

￥49,800 

FHDK

アイアンブラック  フリーポールタイプ
T-6  幅＝1,000mm  高さ＝600mm
￥24,600 本体1枚＋柱1セット

本体1枚＋柱1本＋キャップ（Aタイプ）1コ＋
部品（中間用）1セット

3型 アイアンブラック  間仕切りタイプ  キャップ（標準）
T-10  幅＝1,000mm　高さ＝1,000mm

￥46,100 

FHDK

フロスティホワイト  フリーポールタイプ
T-6  幅＝1,000mm  高さ＝600mm
￥24,600 本体1枚＋柱1セット

本体1枚＋柱1本＋キャップ（標準）1コ＋
部品（中間用）1セット

2型 フロスティホワイト  間仕切りタイプ  キャップ（標準）
T-10  幅＝1,000mm　高さ＝1,000mm

￥56,200 

FHDK

アイアンブラック  フリーポールタイプ
T-6  幅＝1,000mm  高さ＝600mm
￥29,900 本体1枚＋柱1セット

本体1枚＋柱1本＋キャップ（標準）1コ＋
部品（中間用）1セット

2型

￥10,700（1コ） 

バスケット（角） バスケット（丸）

カゴの
断面：□6.5

カゴの
断面：φ7
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コラゾン
主要材質： アルミ鋳物

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB

1型
オータムブラウン　鋳物アームU錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥119,400 SCAB MB

3型
マイルドブラック　キャスティナC錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥133,900 SCAB MB

2型
シャイングレー　鋳物アームA錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥116,200 SCAB MB

1型フェンス
オータムブラウン　フリーポールタイプ　
T-6　幅＝1,000mm　高さ＝600mm

￥26,500　本体1枚＋柱1セット SCAB MB

2型フェンス
シャイングレー　フリーポールタイプ
T-6　幅＝1,000mm　高さ＝600mm

￥26,500　本体1枚＋柱1セット SCAB MB

3型フェンス
マイルドブラック　フリーポールタイプ
T-6　幅＝1,000mm　高さ＝600mm

￥26,500　本体1枚＋柱1セット SCAB MB

施錠方式 アーム式シリンダー錠 ラッチ式シリンダー錠
（鎌内蔵デッドボルト付）

把手形状 レバータイプ レバータイプ

デザイン・
名称

鋳物アームA錠 鋳物アームU錠 キャスティナB錠 キャスティナC錠

コラゾンに取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。
※ 取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。
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アルミ鋳物門扉・フェンス

キャスグレード
主要材質： アルミ鋳物

施錠方式 ラッチ式シリンダー錠（鎌内蔵デッドボルト付）
把手形状 レバータイプ

デザイン・
名称

キャスティナB錠 キャスティナC錠

キャスグレードに取付可能な錠タイプ

※錠の機能はP.44を参照してください。

オータムブラウンAB シャイングレーSC アイボリーホワイトJWマイルドブラックMB シルバーグリーンVG スウェードグレーSN セピアブラウンXC

MB

ロマン
キャスティナB錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,250mm

￥231,700

SN

楡（にれ）
キャスティナC錠　
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥269,500 SN

みぎわ
キャスティナC錠　
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥265,900

VG

双樹（そうじゅ）
キャスティナB錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,250mm

￥291,900 VG

トレビ
キャスティナB錠
08-14　両開き　幅＝800+800mm　高さ＝1,450mm

￥384,200

118



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

ピリカ
主要材質： アルミ鋳物

JW MB

1型
フリーポールタイプ
T-4　 幅＝1,000mm 

高さ＝400mm

￥31,400 
本体1枚＋柱1セット

2型
フリーポールタイプ
T-4　 幅＝1,000mm　

高さ＝400mm

￥35,000 
本体1枚+柱1セット

ミニフェンス
主要材質： アルミ鋳物

A型
シャイングレー
塀取付仕様
T-2 幅＝1,000mm
 高さ＝200mm ￥20,100

本体1枚＋取付部品1セット

B型
マイルドブラック
塀取付仕様
T-2 幅＝1,000mm
 高さ＝206mm ￥21,300

本体1枚＋取付部品1セット

オータムブラウン
フェンス取付仕様（ライシス
フェンス2型の上部に取り付け）
T-1 幅＝1,000mm
 高さ＝100mm

￥14,100
本体1枚＋取付部品1セット

マイルドブラック
塀取付仕様
T-1 幅＝1,000mm
 高さ＝80mm

￥12,500
本体1枚＋取付部品1セット

AB SC MB JW AB SC MB JW

アプローチ ルナ フィックスフェンス
主要材質： アルミ鋳物

本体1枚＋取付部品1セット

EL型
マイルドブラック
幅＝360mm
高さ＝405mm

CU型
マイルドブラック
幅＝360mm
高さ＝405mm

CL型
セピアブラウン
幅＝360mm
高さ＝453mm

￥25,200
MB XC

スリム フィックスフェンス
主要材質： アルミ鋳物

A
マイルドブラック
幅＝150mm
高さ＝765mm

￥22,400
本体1枚＋
取付部品1セット

B
オータムブラウン
幅＝141mm
高さ＝730mm

￥20,000
本体1枚＋
取付部品1セット

AB SC MB

エレナフェンス
主要材質： アルミ鋳物

カーションフェンス
主要材質： アルミ鋳物

シルバーグリーン  フリーポールタイプ
T-6  幅＝1,000mm　高さ＝600mm

￥43,400 本体1枚＋柱1セット

固定柱（T-10のみ）
T-10  幅＝1,000mm　高さ＝1,000mm

￥72,100 本体1枚（柱一体）VGMB JW MB

マドレー
主要材質： アルミ鋳物

マイルドブラック  フリーポールタイプ
T-6  幅＝1,000mm　高さ＝600mm

￥28,600 本体1枚＋柱1セット MB JW
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アルミ鋳物門扉・フェンス

個性ゆたかにデザインされたモチーフは、元気いっぱいのミッキーの世界そのもの。
シンプルでかわいい表情からアクティブな姿まで、多彩に揃う4デザインをラインアップしました。

ミッキー A型 ミッキー B型 ミッキー C型 ミッキー D型

100エーカーの森で仲間たちと楽しく暮らすプーさんがモチーフ。
植栽と合わせやすい4種類のデザインをご用意しました。

プーさん A型 プーさん B型 プーさん C型 プーさん D型

プリンセスの優美な雰囲気を繊細に再現した美しいデザイン。
唐草模様のやわらかな曲線をベースにロマンチックなシンデレラのストーリーが描かれています。

シンデレラ城 かぼちゃの馬車 馬 ガラスの靴 唐草

ディズニー門扉・フェンス
ファンタジックな理想の家づくりを華やかに彩ります。
ようこそ我が家へ──。
住まいのイメージ作りに欠かせないエクステリア空間を、夢いっぱいの物語の世界観でつくってみませんか。
お気に入りのキャラクターたちに囲まれて、暮らしがかわいくもシックに彩られます。

Disney
 series
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ブラウンBB シャイングレーSCブラックBK ホワイト（アイボリー）JW モスグリーンGB いぶし銀EB ファンタジーグリーンXB フルカラーYB

©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

ミッキー A型

ミッキー C型

プーさん B型

ミッキー B型

プーさん A型

プリンセス A型

ブラック　両開き・丸門柱式 ZCK型錠使用
幅＝700mm（1枚）　高さ＝1,200mm
ギボシ・インターホン台座・サイン（シール付）・
ポスト・ポスト台座付

ブラック　両開き・丸門柱式 ZCK型錠使用
幅＝700mm（1枚）　高さ＝1,200mm
インターホン台座・サイン（シール付）・
ポスト・ポスト台座付

ブラック　両開き・丸門柱式 ZCK型錠使用
幅＝700mm（1枚）　高さ＝1,200mm
インターホン台座・サイン（シール付）・
ポスト・ポスト台座付

ブラック　両開き・丸門柱式 ZCK型錠使用
幅＝700mm（1枚）　高さ＝1,200mm
照明・インターホン台座・サイン（シール付）・
ポスト・ポスト台座付

ブラック　両開き・丸門柱式 ZCK型錠使用
幅＝700mm（1枚）　高さ＝1,200mm
ギボシ・インターホン台座・サイン（シール付）・
ポスト・ポスト台座付

ブラック　両開き・丸門柱式 ZDK型錠使用
幅＝700mm（1枚）　高さ＝1,200mm
ギボシ付

¥233,900

¥218,700

¥218,700

¥288,900

¥233,900

¥181,300

GBBK BB EBSC JW

GBBK BB XBSC JW GB YB+

GBBK BB EBSC JW

GBBK BB XBSC JW GB YB+GBBK BB EBSC JW BK YB+

GBBK BB EBSC JW

ディズニー門扉
主要材質： アルミ鋳物

※ プリンセス A型は、シンデレラ城・かぼちゃの馬車・馬・唐草のモチーフがございます。
両開き門扉の場合、別々のモチーフを組み合わせてご使用いただけます。
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ブラウンBB シャイングレーSCブラックBK ホワイト（アイボリー）JW モスグリーンGB いぶし銀EB ファンタジーグリーンXB フルカラーYB

アルミ鋳物門扉・フェンス

GBBK BB XBSC JW GB YB+

GBBK BB XBSC JW GB YB+

GBBK BB EBSC JW BK YB+

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝600mm 自在脚使用
￥24,500 本体1枚+取付脚

ディズニーフェンス ミッキー A型

GBBK BB EBSC JW

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝600mm 自在脚使用
￥24,500 本体1枚+取付脚

ディズニーフェンス ミッキー B型

GBBK BB EBSC JW

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝600mm 自在脚使用
￥24,500 本体1枚+取付脚

ディズニーフェンス ミッキーC型
ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝600mm 自在脚使用
￥24,500 本体1枚+取付脚

ディズニーフェンス プーさん A型

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝600mm 自在脚使用
￥24,500 本体1枚+取付脚

ディズニーフェンス プーさん B型
ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝600mm 自在脚使用
￥24,500 本体1枚+取付脚

ディズニーフェンス プリンセス A型

GBBK BB EBSC JW

※プリンセス A型は、シンデレラ城・かぼちゃの馬車・馬のモチーフがございます。

隣合ったフェンスのキャラクター同士を向かい合わせて設置したり、
連結部を装飾することができます。

連結金具

花（ブラック）
￥4,700（2個入り）

連結金具

星（ブラック）
￥4,700（2個入り）

‒フェンス連結金具（別売部品）‒

ディズニーフェンス・ミニフェンス・スリムフェンス
主要材質： アルミ鋳物
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©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

GBBK BB XBSC JW GB YB+

GBBK BB XBSC JW GB YB+ GBBK BB XBSC JW GB YB+

GBBK BB EBSC JW BK YB+

BK YB+

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝200mm
￥21,400 本体1枚+取付脚

ディズニーミニフェンス ミッキー A型

GBBK BB EBSC JW

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝200mm
￥21,400 本体1枚+取付脚

ディズニーミニフェンス ミッキー C型

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝200mm
￥21,400 本体1枚+取付脚

ディズニーミニフェンス ミッキー D型

GBBK BB SC JW

ブラック　幅＝1,000mm（1枚）　高さ＝200mm
￥21,400 本体1枚+取付脚

ディズニーミニフェンス プーさん D型

ブラック　幅＝330mm　高さ＝560mm
￥20,500 本体1枚+取付脚

ディズニースリムフェンス
プーさん A型

ブラック　幅＝330mm　高さ＝560mm
￥20,500 本体1枚+取付脚

ディズニースリムフェンス
ミッキー A型

GBBK BB EBSC JW

ブラック　幅＝330mm　高さ＝560mm
￥20,500 本体1枚+取付脚

ディズニースリムフェンス
ミッキー B型

GBBK BB EBSC JW

ブラック　幅＝330mm　高さ＝560mm
￥20,500 本体1枚+取付脚

ディズニースリムフェンス
ミッキー C型

GBBK BB EBSC JW

ブラック　幅＝330mm　高さ＝560mm
￥20,500 本体1枚+取付脚

ディズニースリムフェンス
プーさん B型

ブラック　幅＝330mm　高さ＝560mm
￥20,500 本体1枚+取付脚

ディズニースリムフェンス
プリンセス A型

GBBK BB EBSC JW

アクセサリーパーツ
（別売部品）

門扉・フェンスの唐草部に取
付けできるアクリル製のアク
セサリーです。

￥4,700（2個入り）
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樹脂製門扉・フェンス

ボレロ
主要材質： FRP

アルトグリーンAFアルトブラウンAD

3型
アルトブラウン　75角門柱使用
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,240mm

￥279,800

1型
アルトブラウン　75角門柱使用
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,210mm

￥279,800

2型
アルトグリーン　75角門柱使用
06-10　両開き　幅＝600+600mm　高さ＝1,008mm

￥293,300AFAD AFAD AFAD

S-オールナットWP

M1型
S-TOEXブラウン
T-8　幅＝1,200mm　高さ＝800mm

￥34,500
本体1枚＋柱1本 WPWQ

M2型
S-オールナット
T-8　幅＝1,200mm　高さ＝800mm

￥39,300
本体1枚＋柱1本 WPWQ

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施錠時）ステイウッド門扉

主要材質： 木粉入り樹脂＋アルミ形材

1型
S-TOEXブラウン　支柱A使用　ステイウッドC錠
07-12　両開き　幅＝700+700mm　高さ＝1,200mm

￥195,100 WPWQ

2型
S-オールナット　支柱A使用　ステイウッドA錠
04・08-12　親子仕様　幅＝400+800mm　高さ＝1,200mm

￥167,500 WPWQ

S-TOEXブラウンWQ ライトブラウンPLP ミディアムブラウンPMP

ステイウッドフェンス
主要材質： 木粉入り樹脂＋アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当
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J8型 【横スリット】
ライトブラウンP　自在柱式
高：800　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥58,900
本体1枚＋自在柱1本

J3型 【横ルーバー】
ミディアムブラウンP  自在柱式
高：800  幅＝2,000mm  高さ＝800mm

￥61,700
本体1枚＋自在柱1本

8型 【横スリット】
ミディアムブラウンP　間柱式
高：800　幅＝1,195mm　高さ＝800mm

￥38,800
本体1枚＋間柱1本

J1型 【ラチス】
ライトブラウンP　自在柱式
高：800　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥52,300
本体1枚＋自在柱1本

J5型 【密ラチス】
ミディアムブラウンP　自在柱式
高：800　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥58,900
本体1枚＋自在柱1本

9型 【横ルーバー（開閉式）】
ライトブラウンP　間柱式
高：1,800　幅＝795mm　高さ＝1,800mm

￥130,300
本体1枚＋間柱1本+操作部品1セット

フェンス
主要材質： 木粉入り樹脂＋アルミ形材

MPLP MPLP

MPLP MPLP

1型 【ラチス】
ミディアムブラウンP　間柱式
高：800　幅＝1,195mm　高さ＝800mm

￥34,100
本体1枚＋間柱1本 MPLP

3型 【横ルーバー】
ライトブラウンP　間柱式
高：800　幅＝1,195mm　高さ＝800mm

￥47,400
本体1枚＋間柱1本 MPLP

5型 【密ラチス】
ライトブラウンP　間柱式
高：800　幅＝1,195mm　高さ＝800mm

￥38,800
本体1枚＋間柱1本 MPLP

MPLP MPLP
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木製門戸・アルミ門戸

数寄屋門（すきやもん）
主要材質： ネズコ芯去り（黒檜）、いぶし銅板、みかげ束石・敷居

白木2型　基本
白木色　屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅（屋根）＝2,810mm
最大高さ＝2,815mm

￥3,058,000（専用瓦含）

民芸2型　基本
民芸色　屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅（屋根）＝2,810mm
最大高さ＝2,815mm

￥3,058,000（専用瓦含）

ふきよせ型
白木色　屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅（屋根）＝2,740mm
最大高さ＝2,810mm

￥2,794,000（専用瓦含）

白木2型　片袖
白木色　屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅（屋根）＝3,705mm
最大高さ＝2,815mm

￥4,268,000（専用瓦含）

民芸2型　両袖
民芸色　屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅（屋根）＝4,600mm
最大高さ＝2,815mm

￥5,467,000（専用瓦含）

車庫門
白木色　屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅（屋根）＝4,800mm
最大高さ＝2,975mm

￥5,357,000（専用瓦含）

特選3型　基本
白木色  屋根…純銅板一文字葺き
最大幅（屋根）＝2,400mm
最大高さ＝2,590mm

￥1,903,000（銅板）

特選3型　片袖
白木色　屋根…純銅板一文字葺き
最大幅（屋根）＝3,010mm
最大高さ＝2,590mm

￥2,497,000（銅板）

特選3型　両袖
白木色　屋根…純銅板一文字葺き
最大幅（屋根）＝3,620mm
最大高さ＝2,590mm

￥3,113,000（銅板）

トラッドグレー色TU白木色WY マイルドブラックMB ブロンズBR
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ニュー和風門
主要材質： ネズコ芯去り、みかげ束石・敷居

1型
白木色　屋根…特殊耐候性塗装鋼板段葺き
最大幅（屋根）＝2,435mm
最大高さ＝2,570mm

￥2,134,000

2型
トラッドグレー色　屋根…特殊耐候性塗装鋼板段葺き
最大幅（屋根）＝3,145mm
最大高さ＝2,730mm

￥3,476,000

3型
白木色　屋根…特殊耐候性塗装鋼板段葺き
最大幅（屋根）＝4,010mm
最大高さ＝2,730mm

￥4,818,000TUWY TUWY TUWY

ニュー福寿門（ふくじゅもん）
主要材質： アルミ形材、樹脂

切妻屋根付き
機能付柱＋標準柱　マイルドブラック
障子＝縦格子タイプ　欄間なし　袖＝袖壁＋くぐり戸
最大幅＝3,845mm　高さ＝2,362mm

￥1,197,500（福寿塀・表札・インターホンは含まず）

切妻屋根付き
標準柱＋標準柱　マイルドブラック
障子＝連子格子タイプ　欄間＝おさ欄間  袖＝袖壁＋くぐり戸
最大幅＝3,845mm　高さ＝2,362mm

￥1,109,700（表札は含まず）

冠木門（かぶきもん）タイプ
マイルドブラック
障子＝縦格子タイプ
最大幅＝2,320mm　高さ＝2,159mm

￥373,000

切妻屋根付き
標準柱＋標準柱（控柱付き）  ブロンズ
障子＝縦桟タイプ  欄間＝おさ欄間
最大幅＝2,622mm  高さ＝2,362mm

￥696,700（表札は含まず）

MB BR MB BR

MB BRMB BR
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和風竹垣フェンス

京香（きょうか）
主要材質： ASA樹脂、ABS＋SAS、塩化ビニール（2色成形）、アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

京香 細美垣（ほそみがき）
真竹　ユニット型  間仕切りタイプ
両面仕様　角柱：木目調
T-18　 幅＝2,000mm　高さ＝1,840mm

￥204,600
本体1スパン分＋柱1本

京香 建仁寺垣（けんにんじがき）
しみじみ洗い青竹　ユニット型　間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：木目調
T-18   幅＝2,000mm　高さ＝1,840mm

￥239,500
本体1スパン分＋柱1本

京香 建仁寺垣扉
真竹　門柱：木目調
07-18（両面）　片開き
幅＝700mm　高さ＝1,800mm

￥146,300真竹 S
真竹枯竹 S

枯竹

S
ゴマ竹

S
虎竹

S
洗青竹

S
さらし竹

真竹 S
真竹枯竹 S

枯竹

S
ゴマ竹

S
虎竹

S
洗青竹

S
さらし竹

真竹 ゴマ竹 虎竹

京香 建仁寺垣フリーポールフェンス
しみじみ真竹
T-6　 幅＝1,800mm　高さ＝600mm

￥55,100
本体1スパン分＋柱1本

京香 御簾垣（みすがき）
真竹　ユニット型  間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：真竹調
T-18   幅＝2,000mm　高さ＝1,850mm

￥142,300
本体1スパン分＋柱1本

京香 御簾垣扉
真竹　門柱：木目調
07-18（両面）　片開き
幅＝700mm　高さ＝1,800mm

￥140,300
真竹 S

真竹枯竹 S
枯竹

S
ゴマ竹 黒竹真竹 部分

黒竹 黒竹真竹 部分
黒竹

京香 デザイン御簾垣1型
真竹　ユニット型  間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：真竹調
T-18   幅＝1,000mm　高さ＝1,850mm

￥84,700
本体1スパン分＋柱1本

京香 デザイン御簾垣2型
真竹　ユニット型  間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：木目調
T-18   幅＝1,000mm　高さ＝1,850mm

￥79,800
本体1スパン分＋柱1本

京香 デザイン御簾垣3型
真竹　ユニット型  間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：ブロンズ
T-18　 幅＝1,000mm　高さ＝1,850mm

￥75,900
本体1スパン分＋柱1本黒竹真竹 部分

黒竹 黒竹真竹 部分
黒竹 黒竹真竹 部分

黒竹

S
真竹 しみじみ真竹 S

枯竹 しみじみ枯竹真竹 真竹 S
ゴマ竹 しみじみゴマ竹枯竹 枯竹 S

さらし竹 しみじみさらし竹 S
洗青竹 しみじみ洗い青竹ゴマ竹ゴマ竹 虎竹虎竹
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黒竹 黒竹 部分
黒竹 部分黒竹（真竹＋黒竹）S

虎竹 しみじみ虎竹

黒竹真竹 黒竹真竹

真竹

真竹

真竹

真竹

真竹

真竹

京香 四つ目垣
真竹　ユニット型　間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：真竹調
T-9　 幅＝2,000mm　高さ＝950mm

￥56,500
本体1スパン分＋柱1本

京香 清水垣（しみずがき）
真竹　ユニット型　間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：真竹調
T-18　 幅＝2,000mm　高さ＝1,850mm

￥174,750
本体1スパン分＋柱1本

京香 大津垣（おおつがき）
真竹　ユニット型　間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：真竹調
T-18　 幅＝2,000mm　高さ＝1,850mm

￥198,400
本体1スパン分＋柱1本

京香 光悦寺垣（こうえつじがき）
真竹
3尺　 幅＝900mm　高さ＝900mm

￥38,500

京香 玉袖垣（たまそでがき）
真竹　玉袖垣
        （建仁寺垣タイプ）
3尺　 幅＝883mm 

高さ＝1,700mm

￥78,100

真竹　玉袖垣
        （御簾垣タイプ）
2尺　 幅＝583mm 

高さ＝1,700mm

￥52,400

京香 清水垣扉
真竹　門柱：ブロンズ
07-18（両面）　片開き
幅＝700mm　高さ＝1,800mm

￥144,300

京香 金閣寺垣
真竹　ユニット型　間仕切りタイプ
両面仕様　丸柱：真竹調
T-10　 幅＝2,000mm　高さ＝1,050mm

￥71,900
本体1スパン分＋柱1本

黒竹　御簾垣T-9（上）＋四つ目垣T-6（下）
両面仕様　丸柱：マイルドブラック
T-15　 幅＝2,000mm　高さ＝1,550mm

￥118,500
本体1スパン分＋柱1本
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UF8型
ブラック　フリーポールタイプ
T-6　幅＝2,000mm　高さ＝600mm

￥7,000
本体1枚＋柱1本

剣先1型
シャイングレー  間仕切りタイプ
T-20  幅＝2,000mm  高さ＝2,025mm

￥36,800
本体1枚＋主柱・部品1セット

剣先2型
ビーナスツリーグリーン　フリーポールタイプ
T-20　幅＝2,000mm　高さ＝2,025mm

￥34,300
本体1枚＋柱・部品1セット

11型
アイボリーホワイト　フリーポールタイプ
T-12　幅＝2,000mm　高さ＝1,200mm

￥17,300
本体1枚＋柱・部品1セット

スチールフェンス・門扉

ハイグリッドフェンス
主要材質： スチール、アルミ形材

ビーナスツリーグリーンDG

N1型
シャイングレー　間仕切りタイプ　柱：アルミ形材
T-8　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥14,600
本体1枚＋主柱・部品1セット AB BK DBSC JW DG

N8型
オータムブラウン　フリーポールタイプ　柱：アルミ形材
T-8　幅＝2,000mm  高さ＝800mm

￥9,700
本体1枚＋柱1本 AB BK DBSC JW DG

AB BKSC JW

AB BK DBSC JW DG AB BK DBSC JW DG

AB BK DBSC JW

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB アイボリーホワイトJW ブラックBK ダークブラウンDB
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R型
アイボリーホワイト　フリーポールタイプ
T-8　幅＝2,000mm　高さ＝800mm

￥13,700
本体1枚＋柱1本

グリッドフェンス
主要材質： スチール

DBJW

ハイグリッド門扉
主要材質： スチール、アルミ形材

NF1型
シャイングレー　レバー式内蔵錠　09-20　両開き
幅＝900+900mm　高さ＝2,000mm

￥225,700 AB SC JW DBMB +

NF8型
シャイングレー　レバー式内蔵錠　09-18　両開き
幅＝900+900mm　高さ＝1,800mm

￥210,200 AB SC JW DBMB +

N8型
ダークブラウン　08-12　両開き
幅＝800+800mm　高さ＝1,200mm

￥100,200

N1型
ダークブラウン  08-12  両開き
幅＝800+800mm  高さ＝1,200mm

￥127,700 AB BK DBSC JW DG AB BK DBSC JW DG

対応門扉 N1型用 N8型用 NF1型・NF8型用

方式 アーム式レバータイプ
H:10・12用

打掛け錠
H:15・18・20用 打掛け錠 打掛け錠 ノブ式内蔵錠 レバー式内蔵錠

意匠
※写真は片錠

施錠方法
市販品の南京錠

（φ11mm）が必要。
（家側のみ施錠可能）

市販品の南京錠
（φ10mm）が必要。

市販品の南京錠
（φ8mm）が必要。

市販品の南京錠
（φ7mm）が必要。 シリンダー錠 シリンダー錠

ハイグリッド門扉に取付可能な錠タイプ

※ 取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。
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スチールフェンス・門扉

マイアミフェンス
主要材質： スチール、アルミ形材

8M型　ブラック  間柱式

高：800用  幅＝2,000mm  高さ＝800mm

￥12,200
本体1枚＋間柱・部品1セット BBBK SS HH

8A型　ブラウン　自在柱式（アルミ）

高：800用　幅＝1,984mm　高さ＝800mm

￥9,600
本体1枚＋柱1本 BBBK SS HH

A型　ブラック　自在柱式（アルミ）

高：800用  幅＝2,000mm  高さ＝800mm

￥11,000
本体1枚＋柱1本 BBBK SS HH

AM型　ステン　間柱式

高：800用  幅＝2,000mm  高さ＝800mm

￥12,600
本体1枚＋間柱・部品1セット BBBK SS HH

メッシュフェンス
主要材質： スチール、アルミ形材

ブラックBK ブラウンBB ステンSS ホワイトHH
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マイアミ門扉
主要材質： スチール

メッシュ門扉
主要材質： スチール

BBBK SS HHBBBK SS HH

8A型
ホワイト
両開き　 幅＝800+800mm 

高さ＝1,200mm

￥102,100

ステン
片開き　 幅＝800mm 

高さ＝1,200mm

￥64,500

BBBK SS HHBBBK SS HH

A型
ホワイト
両開き　 幅＝700+700mm 

高さ＝1,200mm

￥173,400

ブラック
片開き　 幅＝700mm 

高さ＝1,200mm

￥98,400

対応門扉 マイアミ門扉
8A型用

メッシュ門扉
A型用

方式 内外掛け錠 内外掛け錠

意匠
※写真は両錠

施錠方法
市販のアルファ南京錠
40mmまたは45mm 
同等品が必要。

市販のアルファ南京錠
40mmまたは45mm 
同等品が必要。

マイアミ門扉・メッシュ門扉に取付可能な錠タイプ
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クリエペールPA

シャイングレーSCアルミ色

マテリアルカラー

アルミ形材スクリーン

Gスクリーン
主要材質： アルミ形材、ラッピング形材、ポリカーボネート板

下段のクリアマットパネルは、
あり・なしが選択できます。

Aタイプ

Bタイプ

Bタイプ

BタイプAタイプ

スタンダードな横スリットのAタイプ、
目隠し率の高いBタイプを
自由に組み合わせできます。

〈全開時〉
 光と風を室内に 採り入れます。

〈全閉時〉
内側、外側ともに意匠性に配慮したフラッ
トな納まりに。気になる外からの視線も
しっかり遮断します。

ルーバーは可動ルーバー、
固定ルーバーが選択できます。

［固定ルーバー］  ルーバー角度30°に固定。ほど良い日射調整と通風を確保します。
［可動ルーバー］  日差しや視線をコントロールします。

 

表示価格は、
連結用の1ス
パンに必要な
部材のセット
価格です。

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

耐風圧強度
風速34m/秒相当
ルーバータイプ ルーバータイプ

アイボリーホワイトJW ナチュラルシルバーFPW

クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA シルキーアイボリーSH 柿渋KB

アルミ色 SC PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA

ルーバータイプ
クリエモカ　W10×H24  可動ルーバー
幅＝1,000mm　高さ＝2,450mm

￥205,800

アルミ色 SC JW PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA KB

縦長格子タイプ
クリエペール　W20×H29　下段クリアマットパネルあり
幅＝2,000mm　高さ＝2,905mm

￥313,900

アルミ色 SC JW 　マテリアルカラー QA RA SA KB

横スリット Aタイプ/Bタイプ
クリエモカ　W20×H29　上段・中段 Bタイプ/下段 Aタイプ
幅＝2,000mm　高さ＝2,905mm

￥278,100

〈下段クリアマットパネルなしの場合〉
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マテリアルカラー RA KB アルミ色 SC JW 　マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB

木虫籠（きむすこ）タイプ
柿渋　W10×H29
幅＝1,000mm　高さ＝2,905mm

￥206,700

板塀タイプ
柿渋　W10×H24
幅＝1,000mm　高さ＝2,450mm

￥149,800

細縦格子タイプ
シャイングレー　W15×H24
幅＝1,500mm　高さ＝2,450mm

￥134,800
アルミ色 SC JW PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB アルミ色 SC JW 　マテリアルカラー PA QA RA SA KB

縦格子タイプ
シルキーアイボリー　W20×H29　パネルH:24
幅＝2,000mm　高さ＝2,905mm

￥207,000

アルミ色 SC JW PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB アルミ色 SC JW PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB

角格子タイプ
クリエラスク　W20×H29　クリアマットパネル3段
幅＝2,000mm　高さ＝2,905mm

￥280,900

横格子タイプ
ナチュラルシルバーF　W20×H29　クリアマットパネル5段
幅＝2,000mm　高さ＝2,905mm

￥218,900
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ウォールスタイル（持ち出しタイプ）
35×55たて格子
シャイングレー  W2,184mm×H2,000mm

￥195,800（1セット）

アルミ色 BK AB SC 　ラミネート色 CE DE

パーゴラスタイル
35×55たて格子
ブラック  W1,200mm×H3,000mm×D2,000mm
基本セット＋連結セット×3

￥861,300

BK AB SC

フェンススタイル
35×55たて格子
シャイングレー  W1,200mm×H2,000mm
基本セット＋連結セット＋直角コーナーセット

￥366,300

アルミ色 BK AB SC 　ラミネート色 CE DE アルミ色 BK AB SC 　ラミネート色 CE DE

ビームスタイル
35×55たて格子
シャイングレー  W1,820mm×H3,000mm×D3,000mm
基本セット＋連結セット

￥582,400

フェンススタイル用 専用門扉
シャイングレー  W1,200mm×H2,000mm（×2スパン）＋専用門扉（両開き）  
門扉W1,030mm×H1,880mm（×2枚）

￥617,300

BK AB SC アルミ色 BK AB SC 　ラミネート色 CE DE

ウォールスタイル（壁内タイプ）
35×55たて格子
シャイングレー  W4,000mm×H2,000mm
￥383,900

アルミ形材スクリーン

アルミ色

ラミネート色

シャイングレーSC ブラックBK オータムブラウンAB

クリアバーチCE ダークメープルDE

スリットライン
主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋ラミネート

アイボリーホワイトまたはホワイト（アイボリー）JWマイルドブラックMB ブロンズBR
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アルミ多段柱／2段柱・3段柱
主要材質： アルミ形材

オータムブラウン  T-30（10-10-10）  幅＝1,975.5mm  高さ＝2,826mm
上段：ライシスフェンス13型
中段：ライシスフェンス13型
下段：ライシスフェンス1型

￥211,720
本体3枚＋柱2本＋上下ブラケット2セット＋

中間ブラケット4セット＋継手3セット

シャイングレー＋クリエラスク
T-30（10-10-10）　幅＝1,975.5mm  高さ＝2,813mm
上段：ジオーナフェンスTS型
中段：ジオーナフェンスTS型
下段：ジオーナフェンスB2型

￥315,250
本体3枚＋柱2本＋上下ブラケット2セット＋

中間ブラケット4セット＋継手3セット

クリエモカ＋ナチュラルシルバーF
T-20（10-10）  幅＝1,975.5mm  高さ＝1,891.5mm
上段：ジオーナフェンスYS型
下段：ジオーナフェンスYS型 ￥163,000

本体2枚＋柱1本＋上下ブラケット1セット＋
中間ブラケット1セット＋継手2セット

ブラック
T-20（10-10）  幅＝1,975.5mm  高さ＝1,891.5mm
上段：ジオーナフェンスLP型
下段：ジオーナフェンスB3型 ￥126,900

本体2枚＋柱1本＋上下ブラケット1セット＋
中間ブラケット1セット＋継手2セット

オータムブラウン  T-20（8-10）  幅＝1,975.5mm  高さ＝1,903mm
上段：ライシスフェンスP型
下段：ライシスフェンス13型

￥91,330
本体2枚＋柱1本＋上下ブラケット1セット＋

中間ブラケット1セット＋継手2セット

シャイングレー  T-20（10-10）  幅＝1,975.5mm  高さ＝1,903mm
上段：プレスタフェンス7Y型
下段：プレスタフェンス7Y型

￥84,530
本体2枚＋柱1本＋上下ブラケット1セット＋

中間ブラケット1セット＋継手2セット

ナチュラルシルバーF  T-30（10-10-10）  幅＝1,975.5mm  高さ＝2,826mm
上段：プレスタフェンス8型
中段：プレスタフェンス8S型
下段：プレスタフェンス8型

￥218,820
本体3枚＋柱2本＋上下ブラケット2セット＋

中間ブラケット4セット＋継手3セット

アルミ多段柱 AB SC MB BR JW BK PW
取付可能フェンス ライシスフェンス1型～13型・P型、プレスタフェンス1型～6型・7Y型・8型・8S型、ハイミレーヌ

R4型～6型フェンス、アルメッシュフェンス1型～3型、ハイスクリーンフェンスA型～D型

アルミ多段柱Ⅱ AB SC BK PW 取付可能フェンス ジオーナフェンスYA型・YS型・YP型・LP型・TS型・B1型・B2型・B3型・B4型・BP型

アルミ多段柱・アルミ多段柱Ⅱ・2段柱［60角］

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

ナチュラルシルバーFPW
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2段柱［60角］ライシス・プレスタフェンス専用 AB SC BR JW BK PW

アルミ2段柱2型 AB MB BR JW

マイルドブラック  T-08-08  幅＝2,000mm  高さ＝1,483mm
上段：ルーバーフェンス2型
下段：ルーバーフェンス2型

￥95,400
本体2枚＋柱1本+部品1セット

取付可能フェンス ハイサモア、ルーバーフェンス2型

シャイングレー＋クリエラスク  自在柱式
高：1800用  幅＝2,000mm  高さ＝1,723mm
上段：セレビューフェンスRP3型
下段：セレビューフェンスRP3型

2段柱［35×45（高：18控え柱付）］
自在柱式 SC

シャイングレー  自在柱式
高：2300用  幅＝2,000mm  高さ＝2,245mm
上段：セレビューフェンスR3型
中段：セレビューフェンスR3型
下段：セレビューフェンスR3型

3段柱［控え柱なし・75角］自在柱式
 AB SC BK

ライトブラウンP  自在柱式
高：2900用  幅＝2,000mm  高さ＝2,848mm
上段：木樹脂フェンスJ8型
中段：木樹脂フェンスJ8型
下段：木樹脂フェンスJ5型

2段柱（60角）・3段柱（75角）
［控え柱なし・75角］自在柱式 LP MP

￥267,700
本体3枚＋柱1本＋上下固定金具
1セット＋中間固定金具2セット

￥92,500
本体3枚＋柱1本＋上下固定金具
1セット＋中間固定金具2セット

￥99,500
本体2枚＋柱2本＋上下固定金具2セット＋

中間固定金具2セット＋控え柱1本

取付可能フェンス セレビューフェンスRP3型・4型

ハイミレーヌ1型・2型・3型
ハイサモア 2段柱 MB BR JW

ブロンズ  T-08-08  幅＝1,976mm  高さ＝1,523mm
上段：ハイミレーヌ3型
下段：ハイサモア

￥79,300
本体2枚＋柱2本+部品2セット＋控え柱1本

取付可能フェンス ハイミレーヌ1型・2型・3型、ハイサモア

2段柱［控え柱なし・60角］自在柱式 AB SC BK

オータムブラウン  自在柱式
高：2000用  幅＝2,000mm  高さ＝1,923mm
上段：セレビューフェンスR3型
下段：セレビューフェンスR3型

￥68,300
本体2枚＋柱1本＋上下固定金具1セット＋

中間固定金具1セット

2段柱［控え柱なし・60角］間柱式 SC

シャイングレー＋クリエラスク  間柱式
高：1800用  幅＝2,002mm  高さ＝1,820mm
上段：セレビューフェンスRP3型
下段：セレビューフェンスRP3型

￥107,220
本体2枚＋柱1本＋フェンスホルダー
2段用1セット＋エンドキャップ2セット

取付可能フェンス セレビューフェンスR3型・4型、RP3型・4型 取付可能フェンス セレビューフェンスRP3型・4型

取付可能フェンス セレビューフェンスR3型・4型、RP3型・4型 取付可能フェンス 木樹脂フェンスJシリーズ

アルミ形材スクリーン

ナチュラルシルバーF  T-20（10-10）
幅＝1,975.5mm  高さ＝1,923mm
上段：プレスタフェンス7Y型
下段：プレスタフェンス7Y型

￥87,180
本体2枚＋柱1本＋上下ブラケット1セット＋

中間ブラケット1セット＋継手2セット

シャイングレー  T-20（10-10）
幅＝1,975.5mm  高さ＝1,923mm
上段：プレスタフェンス8S型
下段：プレスタフェンス7Y型

￥109,080
本体2枚＋柱1本＋上下ブラケット1セット＋

中間ブラケット1セット＋継手2セット

取付可能フェンス ライシスフェンス1型～13型・P型、プレスタフェンス1型～6型・7Y型・8型・8S型

アイボリーホワイトJWアルミ色

マテリアルカラー

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMB ブラックBK

クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA アンティークオークEA エクリュアイボリーEH

ブロンズBR
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ホワイト（アイボリー）
（すやや）

JW ナチュラルシルバーFPW

ライトブラウンPLP ミディアムブラウンPMP

ハイスクリーンフェンス
主要材質：アルミ形材

ブラック　高：1000×3段＋下部ふさぎ板  幅＝1,998mm  高さ＝2,845mm
R3型【吸音パネル】

￥359,100 本体3枚+柱1本+中間固定金具2セット+上下固定金具1セット+下部ふさぎ板1セット JWSCBK

シャイングレー　高：1000×3段＋下部ふさぎ板  幅＝1,998mm  高さ＝2,845mm
R1型【遮音パネル】

￥301,200 本体3枚+柱1本+中間固定金具2セット+上下固定金具1セット+下部ふさぎ板1セット JWSCBK

ホワイト（アイボリー）　高：1000×3段＋下部ふさぎ板  幅＝1,998mm  高さ＝2,845mm
R2型【採光パネル】

￥359,100 本体3枚+柱1本+中間固定金具2セット+上下固定金具1セット+下部ふさぎ板1セット JWSCBK

本体断面

ルーバータイプ

オータムブラウン　T-14　幅＝1,967.5mm　高さ＝1,400mm
A型

￥58,990 本体1枚＋柱1本＋継手1セット AB SC MB

本体断面

完全目隠し

シャイングレー　T-14　幅＝1,967.5mm　高さ＝1,400mm
B型

￥58,990 本体1枚＋柱1本＋継手1セット AB SC MB

本体断面

オータムブラウン　T-14　幅＝1,967.5mm　高さ＝1,400mm
C型

￥58,990 本体1枚＋柱1本＋継手1セット AB SC MB

完全目隠し

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

耐風圧強度
風速34m/秒相当（柱ピッチ2m以下）
風速38m/秒相当（柱ピッチ1m以下）

防音フェンス すやや
主要材質： アルミ形材、ポリカーボネート板、アルミ樹脂積層複合材
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エコリス メッシュパネル
主要材質： スチール（メッシュパネル）、アルミ形材/ラッピング形材（柱）

エコリス グリーンメッシュ
主要材質： スチール（メッシュパネル）、アルミ形材/ラッピング形材（柱）

上のポケット部分に植栽を入
れれば、自分流の緑のフェンス
がデコレーションできます。

W20H10  パネル：シャイングレー  柱：シャイングレー
幅＝1,970mm  高さ＝1,000mm
※プランター、植栽は別途手配してください。 ￥44,200（上の写真）
本体パネル SC JW

フレーム アルミ色 AB SC JW BK PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA EA EH WJ WK WF KB SH

限られたスペースでも、手軽に緑化が楽
しめるアルミ製のフレームです。

本体パネル SC JW

フレーム アルミ色 SC JW PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA KB SH

アイボリーホワイト
幅＝2,090mm  高さ＝2,450mm
※プランター、植栽は別途手配してください。 ￥227,000（上の写真）

つる性植物が絡まりやすいメッシュ状のフェ
ンス。目隠しや緑のカーテンに最適です。

アルミ形材スクリーン・スチールスクリーン

メッシュパネルに立体的
なくぼみ部分をつくること
で植物が壁面から離れ、
より絡みやすい構造に
なっています。

ポットホルダー
は、現場で自由
に取りはずしが
できます。

W10H16  パネル：アイボリーホワイト  柱：シルキーアイボリー
幅＝981mm  高さ＝1,646mm
※プランター、植栽は別途手配してください。

本体パネル SC JW

フレーム アルミ色 AB SC JW BK PW 　マテリアルカラー PA QA RA SA EA EH WJ WK WF KB SH

￥71,500（上の写真）

エコリス ウォールメッシュパネル
主要材質： スチール（メッシュパネル）、アルミ形材/ラッピング形材（柱）

アイボリーホワイトJWアルミ色

マテリアルカラー

オータムブラウンAB シャイングレーSC ブラックBK

クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA アンティークオークEA エクリュアイボリーEH

ハンドダウンチェリーWF

ミディアムチェリーWJ

ポートマホガニーWK 柿渋KB シルキーアイボリーSH

ナチュラルシルバーFPW
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柱は、スリムな角柱と、施工性に優れた丸
柱の2種類を用意しています。

3種類の柱仕様を用意しています。
また、［樹ら楽ステージ］のデッキ上施工も可能です。新築、リフォームでも、設置条
件に合わせて柱仕様を選べます

上面ベース用柱（写真は角柱）

側面ベース用柱（写真は角柱）

カバーなし カバー付き

埋込用角柱 埋込用丸柱

角柱・カバー付き 丸柱・カバー付き
傾斜角度15°まで

φ20の穴で柱を固定でき、施工の手間を省き
ます。（アンカー柱の埋込部分はφ16です。）

ベース柱には、床面に取り付ける上面ベース
用柱と、階段などの壁面に取り付ける側面ベー
ス用柱から選べます。
※ 同梱のレベル調整板で水匂配にも対応（傾
斜角3°）します。

角柱 丸柱

アルミ色＋マテリアルカラー
の見え方
※ マテリアルカラーは前後
の2面です。
※コーナー柱は、1面のみです。

アルミ色 SC BK PW

マテリアルカラー  SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB SC + WJ

PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA PW + KB PW + WJ

FH + SH

アルミ色 SC BK PW FH

笠木 柱

柱仕様

フラットな形状で全11色から選べます。
また、端部キャップのデザインも豊富です。

横桟2段付き
※安全のため横桟の斜め使用はできません。

横桟+欧風縦桟付き
※欧風縦桟は切断不可

形材縦桟付き

欧風B欧風A 欧風C 欧風D 欧風E

縦桟・横桟（オプション）
くぐり抜け防止やアプローチのアクセントに最適なパーツを用意しています。
縦桟と横桟の取り付けは、現場で切断加工し、位置を自由に決めることができ
ます。

クリエダーククリエラスククリエペール 柿渋 ミディアムチェリー シルキーアイボリークリエモカ

マテリアルカラー

フラットタイプ L字タイプ 欧風キャップA 
（アイアンブラック）

欧風キャップC 
（アイアンブラック）

欧風キャップB 
（アイアンブラック）

端部キャップ

シャイングレー ブラック ナチュラルシルバーF ステンレスヘアーライン

アルミ色 ステンレスラッピング

角柱

丸柱

埋込柱 ベース柱

アンカー柱

アーキレール
アルミ形材歩行補助手すり

LED

アルミ色

マテリアルカラー

主要材質： アルミ形材／アルミ形材＋ラッピング形材、ステンレスラッピング

シャイングレーSC ブラックBK ナチュラルシルバーFPW フロスティホワイトFH

クリエペールPA クリエラスクQA クリエモカRA クリエダークSA 柿渋KB ミディアムチェリーWJ シルキーアイボリーSH

アプローチがアートになる。スタイリッシュな補助手すり。
高齢者やお子様のいらっしゃるご家庭のアプローチに欠かせない手すり。
スリムでスクエアなフォルムと多彩なカラーリングが、洗練されたモダン住宅をはじめ、さまざまな住宅に調和します。
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笠木：クリエダーク  柱：シャイングレー
上面ベース用角柱使用
T-8  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥59,520
写真のセット価格

笠木：ブラック  柱：ブラック　埋込用丸柱使用
オプション：横桟1本、縦桟2本＋欧風E2コ付き
T-8  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥227,560
写真のセット価格

笠木：ナチュラルシルバーF  柱：ナチュラルシルバーF＋クリエモカ
埋込用角柱使用
T-8  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥63,760
写真のセット価格

笠木：柿渋
壁付け仕様
幅＝1,200mm

￥51,020
写真のセット価格

笠木：シルキーアイボリー  柱：フロスティホワイト＋シルキーアイボリー
埋込用角柱使用　オプション：横桟2本付き
T-8  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥135,460
写真のセット価格

笠木：ステンレスラッピング  柱：ナチュラルシルバーF
埋込用角柱使用
T-8  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥44,410
写真のセット価格

ステンレスラッピング ステンレスヘアーラインVS
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L

誰もが使いやすい2タイプの手すり。

手のひらで支えられるだ円手すり
手のひらにフィットするだ円手すりなら、手のひらや肘
で体重を支えて歩行するのに最適。指も掛けやすく安
心感のある手すりです。

しっかりと握れるφ38手すり

38

図は樹脂タイプです。

 

65

図は樹脂タイプです。 手のひらで支える 肘で支える

ネジ、ボルトを出さない安全設計

柱仕様 壁付け仕様 壁付けブラケット

溝ふさぎ材

人にやさしい安心・安全設計
安心の強度

柱仕様、壁付け仕様ともに十分な設計強度を持っています。壁付け仕様
には、丸みを持たせたブラケットを採用し、安心の強度を実現しています。

手が触れる部分は、溝や突起
をできるだけ抑えています。

指をはさまないスムーズな手触り

障害などにより、手すりをしっかりと握れない方の
場合、主に手のひらで体重を支えることになりま
す。
実際に調査を行った結果、最も使いやすい手すり
は、まず手のひらで支えられること、さらに、ある程度
は握ることもできる、だ円形状でした。だ円手すり
は、しっかりと握れる方にも、うまく握ることができな
い方にも、すべての人にやさしい形状です。

実際に使用していただき、ご意見をいただきました。

L L

●介護保険
屋外における「手すりの取り付け」並びにこれに付帯して必要となる住宅改修は、介護保険給付の対象と
されています。
介護保険では、要介護認定を受け、要支援または要介護と認定されるとサービスが利用できます。
要介護（支援）被保険者が実際に居住するお住まいで、改修の必要性が認められた場合、要介護度に関
わらず住宅改修工事が1人あたり上限20万円まで、1割の自己負担で行えます。
住宅改修の工事代は、自費で代金を払った後、市区町村の窓口に申請後、9割が払い戻される償還払いと
なっています。
※ 介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので、市区町村の介護保険窓口
で事前にご確認ください。

「グリップライン」のお取り付けに際しては、介護保険の住宅改修給付を受けられる 
場合があります。

オータムブラウン シャイングレー マイルドブラック S-TOEXブラウン S-オールナット

アルミタイプ 樹脂タイプ

グリップライン 歩行補助手すり/
転落防止柵

アルミ形材歩行補助手すり

LED

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。
ユニバーサルデザインの視点から、すべての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、
細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。
また、転落のおそれのある高台などには、「グリップライン 転落防止柵」も用意しています。

主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋オレフィン系樹脂

S-TOEXブラウン（木目付き）WQ S-オールナット（木目付き）WP

オータムブラウンAB シャイングレーSC マイルドブラックMBアルミタイプ

樹脂タイプ

しっかりと握るのに最適な太さのφ38手すり。
子どもからお年寄りまで、誰もが握りやすい
サイズです。

しっかり握れる
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抗菌性試験結果

歩行補助手すり  トップビーム1段
ビーム：S-TOEXブラウン  柱：オータムブラウン
だ円手すり  埋込柱仕様
T-8  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥55,730
写真のセット価格

歩行補助手すり  フロントビーム2段
ビーム：シャイングレー  柱：シャイングレー
上下ともφ38手すり  埋込柱仕様
T-8  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥77,160
写真のセット価格

歩行補助手すり  壁付け仕様
ビーム：シャイングレー
φ38手すり
幅＝1,200mm

￥33,340
写真のセット価格

転落防止柵（手すり付き）＋歩行補助手すり  フロントビーム1段
φ38手すり：S-TOEXブラウン
幅＝1,200mm  高さ＝1,100mm

転落防止柵（手すり付き）転落防止柵（手すり付き） 歩行補助手すり歩行補助手すり

培養時間菌数

無機系抗菌剤を練り込んだサンプルに大腸菌を付着させた場合、
4.2×105の菌数が6時間後には10以下に減少します。

0時間
4.2×105

1時間後
1.2×102

6時間後
10以下

転落防止柵で高台でも安心
高台施工の住宅に対応する転落防止柵。階段などに取り付けて、転落の危険から大切な家族を
守ります。手すりと組み合わせて、転落の危険を防ぐとともに歩行もサポートします。

滑りにくく、グリップ感のある手すり

手すりとの組み合わせ

手すり素材は、アルミタイプとアルミにオレフィン系エラスト
マーを被覆（ひふく）した樹脂タイプを用意しています。滑り
にくく、手になじむオレフィン系エラストマーは、階段などで
手を滑らせる危険を軽減させます。また、温度が伝わりにく
い素材のため、冷たくなりすぎたり、熱くなりすぎたりするの
を比較的抑えることができ、抗菌処理を施しているので衛
生的です。

転落防止柵の内側には、手すり
の取り付けが可能。

歩行補助手すりと転落防止柵
の連続施工も可能で、アプロー
チ全体に途切れないラインをつ
くることができます。

連続施工が
可能

転落防止柵
手すり

樹脂タイプ

オレフィン系
エラストマー
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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。



上部笠木1段仕様
笠木：ライトブラウンP  柱：シャイングレー
樹脂笠木（φ40）  ベースプレート式（足元カバー付）
高800用  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥78,140
写真のセット価格

上部笠木2段仕様
笠木：オレンジ  柱：シャイングレー
樹脂笠木（上段φ40、下段φ34）  埋込み式（足元カバー付）
高800用  幅＝1,200mm  高さ＝800mm

￥122,000
写真のセット価格

フロント笠木1段仕様
笠木：ブルー  柱：シャイングレー
樹脂笠木（φ40）  ベースプレート式（足元カバー付）
高1000用  幅＝1,200mm  高さ＝1,000mm

￥97,620
写真のセット価格

フロント笠木2段仕様
笠木：ブラック  柱：ブラック
アルミ笠木（上段φ40、下段φ34） ベースプレート式（足元カバー付）
高1000用  幅＝1,200mm  高さ＝1,000mm

￥111,980
写真のセット価格

●笠木色は7カラー

●柱の色は5カラー

ブラック

ブラック

ミディアムブラウンP

オータムブラウン

ブルー

シャイングレー

オレンジライトブラウンP

オータムブラウン シャイングレー ライトブラウンP ミディアムブラウンP

壁付け仕様
笠木：シャイングレー  壁付部品1型：シャイングレー
アルミ笠木（φ40）  幅＝1,200mm ￥28,920 

写真のセット価格

ブルーLL オレンジEE

歩行者用補助手すり UD手すり
アルミ形材歩行補助手すり

アルミタイプ

樹脂タイプ

快適な暮らしをサポートするユニバーサルデザインのUD手すり。
ユニバ－サルデザインに合致した笠木部材と柱または直付け部品を組み合わせることで、
だれもが使いやすく便利な手すりを目的・用途に合わせてつくることができます。

主要材質： アルミ形材、アルミ形材＋オレフィン系エラストマー

ブラックBK オータムブラウンAB シャイングレーSC

ライトブラウンPLP ミディアムブラウンPMP
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MEMO
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