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Color Variation

BK DA ME BJ LT PA WA

クローゼット 収納扉 玄関収納

横木目

縦木目

D-１１型

E-１2型

■木目セレクト

SW

横木目

縦木目

D-１１型

E-１2型

■木目セレクト

SW

横木目

縦木目

D-１１型

E-１2型

■木目セレクト

SW

■四方枠

チェスナット柄　ブラック色 ウォールナット柄　ダーク色 チェリー柄　ミディアム色 エルム柄　ベージュ色 オーク柄　ライト色 メープル柄　ペール色 アッシュ柄　ホワイト色
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深みのあるダークカラーと強い木目から生
まれた重厚感のある色調。格調高く落ち着
いた印象を醸し、上質な空間を演出します。

さりげない気品と重厚な存在感をあわせ持つ
ウォールナット柄。クラシック、モダン、どち
らの空間にも美しく馴染む優れた色調です。

ナチュラルな中にも上質感が漂うチェリー
柄。やさしい色調となめらかな木目があた
たかで落ち着いた印象を創り出します。

明瞭で美しい木目を持つエルム柄。しっか
りとした木質感が味わい深く、あたたかみ
のあるナチュラル空間を演出します。

親しみやすさを感じさせる淡い褐色のオーク柄。
表情豊かな木目から生まれる素朴な風合いが、
モダンな空間づくりにマッチします。

メープル特有の適度なてりと柔らかな木目を
表現。明るくあたたかみのある色調で、ナチュ
ラルなインテリア空間づくりに最適です。

アッシュ材特有の繊細な木肌感、きらめき感を
活かした仕上げ。木肌部分のパール効果で、よ
り明るく軽やかなイメージを演出します。

SW

シルキーホワイト色

IMAGE PHOTO

木目のないマットなシルキーホワイト色。多様なイ
ンテリア空間になじむナチュラルなホワイト。シン
プルでありながら爽やかな雰囲気を印象づけます。

丁番ドア黒取手・黒丁番
（オプション）

操作性にこだわったレバーハンドル

扉を付けたまま、
ドライバーで簡
単に調整できる3
方向調整丁番を
採用しています。

通し引手（取手レス）仕様 通し引手
（取手レス）仕様

通し引手
（取手レス）仕様

■扉

■三方枠

扉の木口も木目柄の美
しい仕上がり。

■棚板は樹脂成型品

棚板は樹脂成型品です
ので、汚れても取外して
水洗いができます。（ト
ールボックスの一部は
固定棚）

■天袋の天板・地板は化粧仕上げ

天袋の天板・地板は化
粧仕上げしていますの
で吹き抜けの玄関にも
きれいに納まります。

軽い力で開閉可能なショー
トストロークハンドルです。
美しく跳ね上がったデザイ
ン性の高いハンドルを採用
しています。

15°

内装ドア・引戸

D-31型
SW対応

F-H3型 D-24型 E-25型 D-28型 D-26型 D-11型 E-12型 F-H1型 D-35型 E-36型

横木目 横木目 横木目縦木目 縦木目 縦木目 縦木目

D-2９型

縦木目 縦木目 縦木目縦横木目 縦横木目

F-H２型

縦横木目

耐久性に優れた
表面化粧シート

■特殊加工を施した化粧シート
採用により、耐久性能が向上。
すりキズもつきにくく、美しさ
が長く続きます。

シルキーホワイト色（SW）の枠もご用意しています。

SW対応 SW対応 SW対応

レバーハンドル 収納取手

丁番



●お願い ・商品によっては、改良などによりしよう、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

株式会社 アイビーホーム 様 ご提案書（室内建具・造作材）

永大産業株式会社

スキスムＳ (室内ドア)

デザインバリエーション

スキスムＳ (収納ドア)

アイテムバリエーション

カラーバリエーション

◆開きドア レバーハンドル
１１ＳＭ型（シルバー色）

空錠

表示錠

◆引き戸 引き手
標準引き手（シルバー色）

表示錠（鎌錠）

ドア金具

◆開きドア・引き戸共通 スモールライト
（トイレ）

室内のあかりが外から確認できます。
使用状況や、あかりの消し忘れをチェック。

◆開きドア ドアストッパー
床付マグネットドアストッパー

シルバー色
（ｸﾞﾚｰ色）

◆開きドア 蝶番

三次元調整蝶番

デザイン

ﾚｽﾌﾗｯﾄ
デザイン

ﾚｽﾌﾗｯﾄ

◆折れ戸 （三方枠下レール無し） ◆両開き戸

カラーバリエーション

□レス（標準）
取っ手なし

□縦木目 □単色
※PH色のみ

□縦木目 □単色
※PH色のみ

※画像はPP柄

※PH単色ホワイト柄をセレクトの場合、木目方向は無効となります
※採光部は樹脂パネルとなります

□レス（標準）
取っ手なし

※画像は
LN：ネイキッドライト柄

※画像は
PP：パールペール柄

◆トイレは表示錠・スモールライト付

◆洗面室はスモールライト付
表示錠の有無都度確認

スキスムＳ (造作材)

◆幅木

◆窓枠

◆笠木

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □

□ □

□ □

□

スキスムＳ (玄関収納)

■取っ手

□レス
取っ手なし

■Ｈ２３５０ Ｗ１２００
コの字型 壁吊施工

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

◆枠セット □ 本体と同柄
□ 本体柄以外（枠の色柄＿＿＿柄）

◆枠セット □ 本体と同柄
□ 本体柄以外（枠の色柄＿＿＿柄）

フラットドア

□<YF>ﾃﾞｻﾞｲﾝ

採光ドア

□<TD>ﾃﾞｻﾞｲﾝ □<YD>ﾃﾞｻﾞｲﾝ □<TS>ﾃﾞｻﾞｲﾝ □<YS>ﾃﾞｻﾞｲﾝ □<FF>ﾃﾞｻﾞｲﾝ

※画像はCB柄 ※画像はWH柄 ※画像はGM柄 ※画像はDB柄※画像はLN柄

※床置き施工時は、
別途台輪が必要となります

2020/12

※採光ドアの価格帯は TD・YD>TS・YSとなります。

yuki ota




