
※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。断熱引戸_PGシリーズ

引戸という、美しい顔を知っていますか。
引戸の、新しい美しさに出会ってほしい。

引戸の、さりげないやさしさに気づいてほしい。

いまだからこそ、その価値が分かる。

快適な暮らしに欠かせない最新の性能を押さえつつ、

現代の住宅デザインにあわせて進化を続ける、美しい佇まい。美しい所作。

いま、生まれ変わった｢玄関引戸｣に惹かれる。

引戸は、惹き戸へ。

断熱玄関引戸ＰＧシリーズ
引戸は、惹き戸へ。

断熱玄関引戸ＰＧシリーズ
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さまざまな住宅スタイルを彩る、デザインの競演。
５ブランド揃った断熱玄関引戸ＰＧシリーズ。

断熱玄関引戸ＰＧシリーズでは、優れた機能・性能を共有
しながらデザインとしての個性を極めた、
５つのブランドをご用意。
先進のモダン住宅から伝統的な和風住宅まで、スタイルに
合わせてお選びいただけます。

面で魅せる、フラットでシンプルな
デザイン。はっきりした木目柄をあしらい、
スライドの新たな魅力を引きだしました。

面で魅せる、フラットでシンプルな
デザイン。はっきりした木目柄をあしらい、
スライドの新たな魅力を引きだしました。

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。

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。

大きく裾を広げた屋根、鬼瓦や欄間
などの豪華な装飾。日本の伝統的な
住宅スタイルである｢入母屋｣に
ふさわしい、重厚感あふれるデザイン
をラインナップしています。

大きく裾を広げた屋根、鬼瓦や欄間
などの豪華な装飾。日本の伝統的な
住宅スタイルである｢入母屋｣に
ふさわしい、重厚感あふれるデザイン
をラインナップしています。

和の持つ、粋や遊び心をさりげなく
現代風にアレンジした｢現代和風｣。
木の表情を生かしつつ、装飾性を
省いたシンプルなデザインで、洗練された
大人の雰囲気を演出する｢モダン和風｣。

和の持つ、粋や遊び心をさりげなく
現代風にアレンジした｢現代和風｣。
木の表情を生かしつつ、装飾性を
省いたシンプルなデザインで、洗練された
大人の雰囲気を演出する｢モダン和風｣。

幅広い住宅デザインに応える
｢エレンゼＰＧ｣。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。

幅広い住宅デザインに応える
｢エレンゼＰＧ｣。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。
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スクエアを組み合わせたシンプルな外観ながら、
部分的に木や石をあしらい、ナチュラルで
味わい深い表情に。

スクエアを組み合わせたシンプルな外観ながら、
部分的に木や石をあしらい、ナチュラルで
味わい深い表情に。

Natural ModernNatural Modern
井桁格子という和の要素がタイルの目地と
呼応しあい、洋風デザインとして美しく
溶け込んでいます。

井桁格子という和の要素がタイルの目地と
呼応しあい、洋風デザインとして美しく
溶け込んでいます。

ContemporaryContemporary
和の情緒と現代らしいシャープさを
融合させたデザインです。
和の情緒と現代らしいシャープさを
融合させたデザインです。

エレガントなデザインが、華やかな印象を
際立たせ、住宅の顔となっています。
エレガントなデザインが、華やかな印象を
際立たせ、住宅の顔となっています。

全体としてのクール感をよりいっそう
高めています。
全体としてのクール感をよりいっそう
高めています。

Simple ModernSimple Modern Japanesque ModernJapanesque Modern TraditionalTraditional

きっと、
あなたの玄関イメージも、
スライドする。

使いやすさに素直になって、
誰もが知っている機能を、
もう一度問い直したら、
玄関の、新しいスタイルが見えてきました。

あなたも納得のスタイルが、きっとみつかる。
トステムからの新しい提案です。

スムーズな通過スムーズな通過
扉が横に移動するスライドは、

開けた位置で扉を止めて
おくことができます。

荷物がある時も、ゆっくり余裕を
もって通れます。

扉が横に移動するスライドは、
開けた位置で扉を止めて

おくことができます。
荷物がある時も、ゆっくり余裕を

もって通れます。

｢土間｣がつなぐ空間｢土間｣がつなぐ空間

外から内へ、内から外へと、
自然に“つなぐ”ことができるスライド。

これを生かし、室内と室外の中間的な空間として
｢土間｣を設ける。

外から内へ、内から外へと、
自然に“つなぐ”ことができるスライド。

これを生かし、室内と室外の中間的な空間として
｢土間｣を設ける。

開けたままコミュニケーション開けたままコミュニケーション

｢一度開けた扉をそのまま止めておく｣
機能は、日常さまざまな場面で

さりげなく役に立ちます。

｢一度開けた扉をそのまま止めておく｣
機能は、日常さまざまな場面で

さりげなく役に立ちます。

扉の内側で、魅せる扉の内側で、魅せる

扉を開け放しておくことが
できる、それは開けた状態の

美しさも計算されている
ということ。

扉を開け放しておくことが
できる、それは開けた状態の

美しさも計算されている
ということ。

家から出るときも、
気兼ねなく

家から出るときも、
気兼ねなく

駐車スペース前の玄関や、
道路に面した玄関など、
アプローチのとりにくい
場所でも、スライドなら

外の様子をうかがうことなく、
自然に扉を開けることが

できます。

駐車スペース前の玄関や、
道路に面した玄関など、
アプローチのとりにくい
場所でも、スライドなら

外の様子をうかがうことなく、
自然に扉を開けることが

できます。

玄関前の有効利用玄関前の有効利用
開閉のためのスペースが

不要なので、扉の前に花を
置いたり、扉ぎりぎりまで

エントランス空間を庭代わりに
使うことができます。

開閉のためのスペースが
不要なので、扉の前に花を

置いたり、扉ぎりぎりまで
エントランス空間を庭代わりに

使うことができます。

すべての人にやさしくすべての人にやさしく
体の位置を変えることなく

開閉でき、そのまままっすぐ
通過することができるスライドは、

すべての人にやさしい、
すぐれたユニバーサル

デザインです。

体の位置を変えることなく
開閉でき、そのまままっすぐ

通過することができるスライドは、
すべての人にやさしい、
すぐれたユニバーサル

デザインです。
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使いやすさ

セキュリティ

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。

カギが
閉まっている
状態

カギが
開いている
状態

[室外側]  シリンダー

｢ガラス破り｣に強い
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。

[室内側]  サムターン 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。

オーナーキー
（１本入り）

標準キー
（４本入り）

ほこりに強い、
シャッター付
操作性を損なうことなく、
メンテナンス性も向上。

広い有効開口
広い有効開口幅がとれるため、スーツケースを引きながらやお子様と
手をつなぎながらの出入り、大きな荷物の運び入れもゆったりです。

さらに、袖付２枚引は

自動で障子を開閉できる｢リニアスライドシステム｣
仕様にできます。
把手を手やひじで軽く押し出す、あるいは近づくだけで、
自動で開閉する便利な｢リニアスライドシステム｣。車イ
スの方だけでなく、荷物や傘で両手がふさがっていると
きなど、あらゆる人に便利でやさしいシステムです。

※リニアスライドシステムは、袖付２枚引Ｗ１８７のみの設定です。

カギの煩わしさを解消するエントリーシステム

・カギの開け閉め、出し入れの手間を省く

・２世帯住宅にも便利

エントリーシステムは３タイプからお選びいただけます。

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。

カードをかざすだけ、あるいはボタンを押すだけ、近づくだけでカ
ギが開きます。カギをバッグから取り出したり、カギ穴に差し込ん
だりする煩わしさを解消できます。

ひとつのカード・リモコンで、２つの玄関を開けられるようにもでき
るので、２世帯住宅など玄関が複数ある場合にも便利です。

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。

大型把手大型引手

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。

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。

｢こじ開け｣に強い、煙返し構造

召合せ部にある煙返し構造。
室外側と室内側の障子をかみ合わ
せる構造のため、障子のすき間から
室内をのぞきこむことができません。

ＣＡＺＡＳシステム

ボタンを押して、
カードを“かざす”だけで施解錠

簡易タッチキーシステム

リモコンをバッグやポケットの中に入れたまま、
ボタンを押すだけで施解錠

タッチ/ノータッチ切替キーシステム

ノータッチモードだとリモコンをバッグやポケットの
中に入れておけば、近づくだけで施解錠

無締まり対策

ガラス破り対策

錠破り対策

特許出願中

錠破り対策 こじ開け対策

錠破り対策

こじ開け対策

※4枚建戸には、エントリーシステムの設定はありません。

選択品

こんな経験ありませんか？

引き残しストッパー

ストッパーにより、

手が障子にぶつかりにくく
なっています。

特長紹介
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エントリーシステム
カギの閉め忘れを防ぎ、
出し入れの手間を省く
トステムのエントリーシステム。
暮らしや目的に合わせて、
お好みのキースタイルが選べます。
※４枚建戸には、エントリーシステムの設定はありません。

手動キー

［カザス］

ＣＡＺＡＳ
システム

簡易タッチキー
システム

タッチ/ノータッチ
切替キーシステム

＋ ￥１０５,０００～

＋ ￥７５,０００

＋ ￥５０,０００

２ ＡＣＴＩＯＮ ＫＥＹ ＳＴＹＬＥ

１ ＡＣＴＩＯＮ ＫＥＹ ＳＴＹＬＥ

ＮＯ ＡＣＴＩＯＮ ＯＲ １ ＡＣＴＩＯＮ
ＫＥＹ ＳＴＹＬＥ

カードをかざして
施解錠。

ボタンを押して、
カードキーを
“かざす”だけで、
スピーディーに
施解錠します。

ワンタッチで
施解錠。

リモコンをバッグや
ポケットの中に
入れたまま、
ボタンを押すだけで、
施解錠します。

ノータッチモードだと

手を触れずに
施解錠。

リモコンをバッグや
ポケットの中に
入れておけば、
近づくだけで、
施解錠します。

帰宅時

室 外 室 内

外出時

室 内 室 外

カギを
取り出す

カギを
カギ穴に
入れる

カギを
回し
解錠

カギを
カギ穴に
入れる

カギを
回し
解錠

内カギを
閉める

内カギを
閉める

カードを
取り出す

ボタンに
タッチ

カードを
かざす

ボタンに
タッチ

近づくだけ

カギのかけ忘れも
防止します。

２ロックだと解錠動作が２回も！

自
動
で
２
ロ
ッ
ク

音
と
サ
ム
タ
ー
ン
で
施
錠
確
認

内カギを
開ける

内カギを
開ける

カギを
取り出す

カギを
カギ穴に
入れる

カギを
回し
施錠

カギを
カギ穴に
入れる

カギを
回し
施錠

施錠
確認

内カギを
開ける

内カギを
開ける

カードを
取り出す

ボタンに
タッチ

カードを
かざす

ボタンに
タッチ

近づくだけ

カギのかけ忘れも
防止します。

カギのかけ忘れも
防止します。

２ロックだと施錠動作が２回も！

自
動
で
２
ロ
ッ
ク

音
と
光
で
施
錠
確
認

こんな経験ありませんか？
カギの煩わしさ、エントリーシステムが解消します！

●カード・タグ・リモコンなど、
好みのキースタイルを
自由に選択。

●自動施錠してくれるから、カギの閉め忘れを防止。
（CAZASシステムでの外出時は自動施錠になりません。）

●カード・リモコンをなくしても、残ったカード・リモコンを設定し
なおすだけで紛失したものは使用不能に。

●カギの開け閉めや、出し入れの手間を省く。
●ひとつのカード・リモコンで２つの玄関を開け
るようにもできるので、 ２世帯住宅にも便利。

大きな荷物のある、
買い物帰りに便利。

リモコンを持たずに出てしまっても
閉め出される心配はありません。

リモコンを持っていないとエントリー機能でカギを開けられませんので、手でサムターンを操作して解錠することになります。
手でサムターンを操作した場合は自動施錠されませんので、閉め出されることはありません。
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