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商品特長花伝 PG断熱玄関引戸

簡素な茶室の世界を受け継ぐ｢数寄屋｣の繊細か
つ洗練された美しさ。庶民の暮らしの中から生ま
れてきた、生命力を感じさせる｢町家｣の落ち着い
た雰囲気。

上品で趣のある空間を演出する、伝統的な和風
デザインをラインナップしています。

花伝ＰＧ 【７０型 柳格子】

・目で確認しやすい施解錠表示

室内側からの施解錠は、サムターン（つま
み）を上下して行います。

施解錠の状態は、大きな色付き表示で遠
くからでも見えやすくなりました。万一のカ
ギの締め忘れ防止に役立ちます。

カギが
開いている状態

・｢ガラス破り｣に強いセキュリティサムターン

サムターン（つまみ）を動かしても解錠できないようにする
セキュリティサムターン。外出時や就寝時に機能させて
おけば、ガラスを割られて手を入れられてもサムターンで
操作できないので開けられる心配がありません。

ほこりに強い、
シャッター付

[室内側]  サムターン

[室外側]  シリンダー

オーナーキー（１本入り） 標準キー（４本入り）

特許出願中

・ピッキング対策に優れた、ＤＮシリンダー

ピッキングによる錠破りを防ぐため、シリンダー内部がカギを破られにくい
構造になっています。また、カギ穴壊しにも強い構造です。

・開閉しやすい
大型のハンドル

大きくて開け閉めしやすい
ハンドルです。 カラーや
デザインなど豊富に取り
揃えています。

・摩耗やサビに強いステンレス下枠

開閉が激しく、水に触れやすい下枠は、ステンレス
（ＳＵＳ３０４）製。摩耗やサビに
強く耐久性に優れています。

※２枚建戸・４枚建戸はオールステンレス製、
袖付２枚引はアルミ下枠＋ステンレスカバー
レールです。

大型把手

・差し込みやすいシリンダー

カギ挿入部のまわりがすり鉢状な
ので、キーをカギ穴へとスムーズ
に誘導します。また、カギは上下
の向きを気にせず差し込めるリ
バーシブルキーです。

ガラス破り対策

無締まり対策

錠破り対策

大型引手

操作性を損なうことなく、
メンテナンス性も向上。

・さらに侵入させにくい仕様

ピッキングによる錠破りを防ぐため、室外側
からは２か所で施錠できます。鎌錠が枠と
障子のかみ合わせを強固にし、こじ開けにも
強さを発揮します。

錠破り対策

こじ開け対策

・小さな段差

錠破り対策

カギが
閉まっている状態

きっと、
あなたの玄関イメージも、
スライドする。

家から出るときも、
気兼ねなく

スムーズな通過

すべての人にやさしく開けたまま
コミュニケーション

0１ 02

03 04

玄関のカギは “カザス”玄関のカギは “カザス”

玄関のカギ、
２つともしっかり掛けていますか？

ＩＣカードキー｢カザス｣は、一度の操作で２つの
カギを施解錠できる、簡単→安心システムです。

セ
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ュ
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ィ

使
い
や
す
さ

暗くなると光ります

・ケガをしにくい、引き残しストッパー

障子を開ける際、手をはさみにくいよう、ストッパー
を取り付けています。把手を採用しても、把手と障
子がぶつからないためキズの防止にもなります。

数寄屋
シリーズ

町家
シリーズ

檜調槇調

柿渋調

SPD99999005718



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。02_断熱玄関引戸_PGシリーズ_花伝_商品一覧

数奇屋シリーズ_檜調 商品一覧花伝 PG断熱玄関引戸

ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ

ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＡ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ

ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＢ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＢ

\511,000 \525,000 \364,000

２枚建戸
７８型 万本格子横目腰付 ７９型 面付格子 ８０型 横太格子

７７型 万本格子横目

\428,300 \485,300 \431,500 \459,000

２枚建戸
７４型 千本格子横目 ７５型 千本格子横目腰付 ７６型 万本格子

７３型 千本格子

\461,000 \429,000 \448,300 \415,300

２枚建戸
７０型 柳格子 ７１型 木連格子 ７２型 横太格子横目

檜調数寄屋シリーズ

※掲載価格の仕様は、ハンドルセット[ラッチ機構付（室外側）把手 （室内側）引手] 、網戸：なし となります。 ※７９型 面付格子のみ障子部：ガラス入完成品となります。

Ａ型/おさ

Ｂ型/面付

Ｃ型/千本

Ｄ型/中おさ

ランマ飾りバリエーション

SPD99999005720



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。03_断熱玄関引戸_PGシリーズ_花伝_商品一覧

数奇屋シリーズ_槇調 商品一覧花伝 PG断熱玄関引戸

ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ

ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＡ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ

ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＤ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＢ ハンドルＭ２Ａ ランマ飾りＢ

\511,000 \525,000 \364,000

２枚建戸
７８型 万本格子横目腰付 ７９型 面付格子 ８０型 横太格子

７７型 万本格子横目

\428,300 \485,300 \431,500 \459,000

２枚建戸
７４型 千本格子横目 ７５型 千本格子横目腰付 ７６型 万本格子

７３型 千本格子

\461,000 \429,000 \448,300 \415,300

２枚建戸
７０型 柳格子 ７１型 木連格子 ７２型 横太格子横目

ランマ飾りバリエーション

Ａ型/おさ

Ｂ型/面付

Ｃ型/千本

Ｄ型/中おさ

槇調

※掲載価格の仕様は、ハンドルセット[ラッチ機構付（室外側）把手 （室内側）引手] 、網戸：なし となります。 ※７９型 面付格子のみ障子部：ガラス入完成品となります。

数寄屋シリーズ

SPD99999005722



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。04_断熱玄関引戸_PGシリーズ_花伝_商品一覧

町家シリーズ 商品一覧花伝 PG断熱玄関引戸

ハンドルＦ３Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＦ３Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＦ３Ａ ランマ飾りＤ

ハンドルＦ３Ａ ランマ飾りＡ ハンドルＦ３Ａ ランマ飾りＣ ハンドルＦ３Ａ ランマ飾りＢ

２枚建戸
９０型  板子格子 ９１型 井桁格子腰付 ９２型 井桁格子

\460,300 \482,300 \435,000

２枚建戸
９３型 柳格子 ９４型 千本格子 ９５型 横太格子

\421,500 \385,300 \334,000

Ａ型/おさ Ｂ型/面付 Ｃ型/千本 Ｄ型/中おさ

ランマ飾りバリエーション

柿渋調
町家シリーズ

※掲載価格の仕様は、ハンドルセット[ラッチ機構付（室外側）把手 （室内側）引手] 、網戸：なし となります。

SPD99999005724
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ハンドル一覧花伝 PG断熱玄関引戸

ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ ｸﾞﾚｲｽｺﾞｰﾙﾄﾞ ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ
ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ

〈J-ﾌﾞﾗｯｸ〉

ﾌﾞﾗｯｸ

〈ﾒｯｷ調〉

ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ

〈木目調〉
ｸﾞﾚｲｽｺﾞｰﾙﾄﾞ ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ

ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ

〈J-ﾌﾞﾗｯｸ〉

ﾌﾞﾗｯｸ

〈ﾒｯｷ調〉

ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ

〈木目調〉

A2A型 A3A型 F1A型 F2A型 F3A型 K2A型 L3A型 M2A型 F1F型 F2F型 F3F型 K2K型 L3L型 M2M型

F型PG ― ― ― ● ― ― ● ― ― ● ― ― ● ―

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ― ● ● ● ● ● ― ● ● ● ● ●

室内側

袖付２枚引

４枚建戸

２枚建戸

形状

色

型番

室外側

引手＋引手
（室外側）（室内側）

引手

把手＋引手
（室外側）（室内側）

把手＋把手
（室外側）（室内側）

アーチ ツートーン アーチ ツートーン

※網戸を取り付ける場合、室内側に｢把手｣は使用できません。

●：設定有 －：設定なし●：設定有 －：設定なし

SPD99999006334
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