
※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。 01_ 断熱玄関引戸_PGシリーズ_エレンゼ_商品特長

商品特長エレンゼ PG断熱玄関引戸

アルミ色

木目調

オータムブラウン ブラックシャイングレー

ポートマホガニーミルブラウン プレシブグリーン

モダンスタイルから、コンテンポラリー、洋風スタイ
ルまで、幅広い住宅デザインに応える｢エレンゼＰ
Ｇ｣。多彩なカラーで親しみやすいデザインを展開
しています。

スタイリッシュなデザインと多彩なカラーのモダン・
洋風デザイン

エレンゼ ＰＧ 【１０型 アルミ色】

・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。

暗くなると光ります

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

・広い有効開口

・スムーズで静かな連動開閉機構

使いやすさを追求した 袖付２枚引

・小さな段差

・ケガをしにくい、引き残しストッパー

錠破り対策

外側の障子を開閉すると中障子も連動して動く構造の
ため、スムーズで静かに開閉できます。

・お掃除がラク！
格子はガラスの中に

特許出願中

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
キ
ュ
リ
テ
ィ

使
い
や
す
さ
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※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_エレンゼ_商品一覧

2枚建戸 アルミ色① 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

PGEL－１０型 PGEL－１１型 PGEL－１２型 PGEL－１３型 PGEL－１４型

ハンドルL3A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルF3A

\519,000 \369,000 \343,000 \420,000 \447,000

PGEL－１５型 PGEL－１６型 PGEL－１７型 PGEL－１８型 PGEL－１９型

ハンドルL3A ハンドルF2A ハンドルF3A ハンドルF3A ハンドルF2A

\378,000 \419,000 \419,000 \451,000 \268,000

H22

ランマ無

２
枚
建
戸

ガラス入完成品 ガラス入完成品（デザイン入ガラス）ガラス別途 ガラス別途 ガラス別途

ガラス別途 ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス別途

※掲載価格はハンドルセット［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。

オータムブラウン
アルミ色

SPD99999005728



※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_エレンゼ_商品一覧

2枚建戸 アルミ色② 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

PGEL－１０型 PGEL－１１型 PGEL－１２型 PGEL－１３型 PGEL－１４型

ハンドルL3A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルF3A

\519,000 \369,000 \343,000 \420,000 \447,000

PGEL－１５型 PGEL－１６型 PGEL－１７型 PGEL－１８型 PGEL－１９型

ハンドルL3A ハンドルF2A ハンドルF2A ハンドルF2A ハンドルF2A

\378,000 \419,000 \419,000 \451,000 \268,000

H22

ランマ無

２
枚
建
戸

ガラス入完成品 ガラス入完成品（デザイン入ガラス）

※掲載価格はハンドルセット［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。

シャイングレー
アルミ色

ガラス別途 ガラス別途 ガラス別途

ガラス別途 ガラス別途ガラス入完成品（デザイン入ガラス）ガラス入完成品（デザイン入ガラス）ガラス入完成品（デザイン入ガラス）

SPD99999005730



※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_エレンゼ_商品一覧

2枚建戸 アルミ色③ 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

※掲載価格はハンドルセット［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。

PGEL－１０型 PGEL－１１型 PGEL－１２型 PGEL－１３型 PGEL－１４型

ハンドルL3A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルF2A

\519,000 \369,000 \343,000 \420,000 \447,000

PGEL－１５型 PGEL－１６型 PGEL－１７型 PGEL－１８型 PGEL－１９型

ハンドルL3A ハンドルF3A ハンドルF3A ハンドルF3A ハンドルF3A

\378,000 \419,000 \419,000 \451,000 \268,000

H22

ランマ無

２
枚
建
戸

ガラス入完成品 ガラス入完成品（デザイン入ガラス）ガラス別途 ガラス別途 ガラス別途

ガラス別途 ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス別途

※掲載価格はハンドルセット［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。

ブラック
アルミ色

SPD99999005732



※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。05_断熱玄関引戸_PGシリーズ_エレンゼ_商品一覧

袖付2枚引 アルミ色 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

※掲載価格はハンドルセット［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。

PGEL－W１０型 PGEL－W１１型 PGEL－W１２型 PGEL－W１０型 PGEL－W１１型 PGEL－W１２型
ハンドルF3A ハンドルF3A ハンドルF3A ハンドルF2A ハンドルF2A ハンドルF2A
\470,000 \509,000 \509,000 \470,000 \509,000 \509,000

PGEL－W１０型 PGEL－W１１型 PGEL－W１２型
ハンドルF3A ハンドルF3A ハンドルF2A
\470,000 \509,000 \509,000

H22
ランマ無

袖
付
２
枚
引

ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス）

ガラス入完成品（格子入ガラス）

ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス）

ガラス入完成品（格子入ガラス）ガラス入完成品（デザイン入ガラス）

オータムブラウン ブラックシャイングレー

アルミ色

SPD99999005734



※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。06_断熱玄関引戸_PGシリーズ_エレンゼ_商品一覧

2枚建戸 木目調① 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

PGEL－１１型 PGEL－１２型 PGEL－１３型 PGEL－１４型 PGEL－１５型

ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルF3A ハンドルL3A

\436,000 \404,000 \499,000 \538,000 \445,000

PGEL－１６型 PGEL－１７型 PGEL－１８型 PGEL－１９型

ハンドルF2A ハンドルF1A ハンドルF1A ハンドルF2A

\502,000 \502,000 \542,000 \316,000

H22

ランマ無

２
枚
建
戸

ガラス入完成品 ガラス入完成品（デザイン入ガラス）ガラス別途 ガラス別途

ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス）

ガラス別途

ガラス別途

※掲載価格はハンドルセット［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。
※掲載価格はハンドルセット［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。

プレシブグリーン
木目調

SPD99999005736



※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。07_断熱玄関引戸_PGシリーズ_エレンゼ_商品一覧

2枚建戸 木目調② 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

PGEL－１１型 PGEL－１２型 PGEL－１３型 PGEL－１４型 PGEL－１５型

ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルF3A ハンドルL3A

\436,000 \404,000 \499,000 \538,000 \445,000

PGEL－１６型 PGEL－１７型 PGEL－１８型 PGEL－１９型

ハンドルF1A ハンドルF1A ハンドルF1A ハンドルF1A

\502,000 \502,000 \542,000 \316,000

H22

ランマ無

２
枚
建
戸

ガラス入完成品 ガラス入完成品（デザイン入ガラス）ガラス別途 ガラス別途

ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス）

ガラス別途

※掲載価格はハンドルセット［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。

ガラス別途

※掲載価格はハンドルセット［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。

ポートマホガニー
木目調

SPD99999005738



※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。08_断熱玄関引戸_PGシリーズ_エレンゼ_商品一覧

3枚建戸 木目調③ 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

PGEL－１１型 PGEL－１２型 PGEL－１３型 PGEL－１４型 PGEL－１５型

ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルK2A ハンドルF3A ハンドルL3A

\436,000 \404,000 \499,000 \538,000 \445,000

PGEL－１６型 PGEL－１７型 PGEL－１８型 PGEL－１９型

ハンドルF2A ハンドルF1A ハンドルF1A ハンドルF2A

\502,000 \502,000 \542,000 \316,000

H22

ランマ無

２
枚
建
戸

ガラス入完成品 ガラス入完成品（デザイン入ガラス）ガラス別途 ガラス別途

ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（デザイン入ガラス）

ガラス別途

ガラス別途

※掲載価格はハンドルセット［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。

※掲載価格はハンドルセット［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。

ミルブラウン木目調

SPD99999005740



※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。09_断熱玄関引戸_PGシリーズ_エレンゼ_商品一覧

袖付2枚引 木目調 商品一覧エレンゼ PG断熱玄関引戸

PGEL－W１０型 PGEL－W１１型 PGEL－W１２型 PGEL－W１０型 PGEL－W１１型 PGEL－W１２型
ハンドルF1A ハンドルF3A ハンドルF1A ハンドルF1A ハンドルF3A ハンドルF2A
\569,000 \618,000 \618,000 \569,000 \618,000 \618,000

PGEL－W１０型 PGEL－W１2型 PGEL－W１２型
ハンドルF1A ハンドルF3A ハンドルF2A
\569,000 \618,000 \618,000

H22
ランマ無

袖
付
２
枚
引

ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス）

※掲載価格はハンドルセット［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。

ガラス入完成品（格子入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス）

ガラス入完成品（デザイン入ガラス） ガラス入完成品（格子入ガラス）

ガラス入完成品（デザイン入ガラス）

ガラス入完成品（格子入ガラス）

ポートマホガニーミルブラウン プレシブグリーン
木目調

SPD99999005742



※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。10_断熱玄関引戸_PGシリーズ_エレンゼ_ハンドル一覧

ハンドル一覧エレンゼ 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

●：設定有 －：設定なし●：設定有 －：設定なし

。※網戸を取り付ける場合、室内側に｢把手｣は使用できません

SPD99999006332
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