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

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

※３方の場合は、下記金額がマイナスされます。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ふかし枠（７０㎜）４方
ふかし枠 カーテンレール取付仕様（7０㎜） ４方

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

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

※３方の場合は、下記金額がマイナスされます。

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

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

ふかし枠下部補強部材
●ふかし枠20mmにはご使用いただけません。

引違い用 開き窓用 ＦＩＸ窓用

商品コード ■-01-CFJC ■-01-CFJD ■-01-CFJE

価格 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200

ふかし枠連段窓用ドリルねじセット

段差スペーサー
商品コード Z-01-CFHW

価格 ¥2,000 ※入数２本

出来寸法
H（mm） 連窓方立 コーナー方立

600 ¥8,000 ¥8,000

1,000 ¥10,000 ¥10,000

1,400 ¥12,000 ¥12,000

1,900 ¥14,000 ¥14,000

2,500 ¥16,000 ¥16,000

連窓方立・コーナー方立

出来寸法 
W(mm) 1,000 1,500 2,030

¥11,500 ¥14,000 ¥16,500

段窓無目

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

600 ¥2,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥5,500

1,000 ¥3,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥6,500

1,400 ¥4,000 ¥5,000 ¥7,500 ¥8,500

1,900 ¥5,500 ¥7,000 ¥9,500 ¥10,500

2,325 ¥7,000 ¥8,500 ¥12,000 ¥13,500

組子（ＦＩＸ窓用）
●Ｗ寸法は最大1,525㎜となります。
●ガラスH≦262の場合は横格子、
　ガラスW≦213の場合は縦格子がありません。
　ガラス寸法をご確認ください。

W
H 500 700

600 ¥2,500 ¥3,000

1,000 ¥3,000 ¥3,500

1,400 ¥4,000 ¥4,500

1,560 ¥5,500 ¥6,000

組子（開き窓用）
●ガラスH≦262の場合は横格子、
　ガラスW≦213の場合は縦格子がありません。
　ガラス寸法をご確認ください。

W

H

２枚建 ４枚建

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

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

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

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

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

2,343 ¥14,000 ¥15,000 ¥17,000 ¥24,000 ¥28,000 ¥30,000 ¥34,000 ¥48,000

組子（引違い窓用）
●ガラスH≦262の場合は横格子がありません。
　ガラス寸法をご確認ください。

※テラスタイプ中桟付の場合は、下記金額がプラスされます。

W

H

２枚建 ４枚建

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

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

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

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

商品コードについて
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出来寸法
Ｗ（mm） 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000

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

平板
●化粧部材として使用する場合は、施工テープもあわせて発注ください。

皿木ねじ
（Φ3.5×55×20本）

皿木ねじ
（Φ3.5×55×100本）

商品コード 価格 商品コード 価格

Ｓ色（ショコ
ラーデＧ用） S-02004-BZNX ¥600 S-10004-BZNX ¥2,800

Ｙ色（キャラメ
ルウッドＧ用） Y-02004-BZNX ¥600 Y-10004-BZNX ¥2,800

Ｎ色（ニュートラ
ルウッドＧ用） N-02004-BZNX ¥600 N-10004-BZNX ¥2,800

Ｌ色（ライト
ウッドＧ用） L-02004-BZNX ¥600 L-10004-BZNX ¥2,800

Ｗ色（ホワイ
ト用） W-02004-BZNX ¥600 ECZW98 ¥2,700

Ｇ色（ライトグ
レーＧ用） G-02004-BZNX ¥600 G-10004-BZNX ¥2,800

真壁取付用ねじ

２ｍｍ用 ３ｍｍ用 ４ｍｍ用 ５ｍｍ用 ６ｍｍ用 6.8ｍｍ用

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

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

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

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

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

３ｍｍ用 ４ｍｍ用 ５ｍｍ用 ６ｍｍ用

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

価格 ¥12,800 ¥11,000 ¥9,200 ¥12,600

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

価格 ¥3,500 ¥3,000 ¥2,500 ¥3,300

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

開き窓

引違い窓 FIX窓

テラスドア充てん材
継ぎ目・すき間を埋めるのに便利な
チューブタイプの充てん材 （500g入り）です。
※詳しくは、リビング建材商品カタログ（カタログコード：VJ9100）の
Webカタログにてご確認ください。

皿木ねじ
（Φ3.8×38×20本） 

皿木ねじ
（Φ3.8×38×100本） 

商品コード 価格 商品コード 価格

Ｓ色（ショコ
ラーデＧ用） S-02000-BXXY ¥500 S-10000-BXXY ¥2,400

Ｙ色（キャラメ
ルウッドＧ用） Y-02000-BXXY ¥500 Y-10000-BXXY ¥2,400

Ｎ色（ニュートラ
ルウッドＧ用） N-02000-BXXY ¥500 N-10000-BXXY ¥2,400

Ｌ色（ライト
ウッドＧ用） L-02000-BXXY ¥500 L-10000-BXXY ¥2,400

Ｗ色（ホワイ
ト用） W-02000-BXXY ¥500 W-10000-BXXY ¥2,400

Ｇ色（ライトグ
レーＧ用） G-02000-BXXY ¥500 G-10000-BXXY ¥2,400

ボード取付用ねじ

ボード納まり用アンカー

商品コード Ｚ-01-ＣＦＤＹ

価格 ¥2,500

ボード納まり用アンカー（入数35本/袋）

テープ幅 68mm

商品コード Z-01-CGBL

価格 ¥14,000

入数 11m/巻×1

施工テープ
●平板を化粧部材として使用する場合に発注ください。

20-15 
（5本入）

30-30 
（5本入）

Ｌ寸法（ｍｍ） 3,800 3,800

商品コード ■-01-CFZL ■-02-CFZL

価格 ¥7,500 ¥9,500

Ｌ型アングル

20×15
20

15

2

2.5

30×30

1.
5

30

30

開き窓

引違い窓 FIX窓

テラスドア

納まり調整用部材をご用意しました。
納まりにより自由にご使用いただけ
ます。 ※長さ3,800mm、5本入り

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

商品コードについて


