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カテゴリー サブカテゴリー シリーズ名／商品名 デザイン カラー 展示方法

■内装ドア
seven doors lamp F：ホワイトオーク色 片開

(ECOシートタイプ） seven doors baby F：ホワイトオーク色 片開

seven doors slide F：ホワイトオーク色 片開

seven doors hang F：ホワイトオーク色 片開

seven doors kumiko F：ホワイトオーク色 片開

seven doors wall F：ホワイトオーク色 片開

seven doors／lamp
seven doors corner F：ホワイトオーク色 片開

EXTRA Premier G0G P：プレーンホワイト色 引出

EXTRA Premier V0G Q：クエストブラウン色 引出

EXTRA Premier 4GK D：ブラックウォールナット色 引出

EXTRA Premier 4PK E：シャトーメープル13色 引出

EXTRA Premier／V0G
EXTRA Premier 05K F：ホワイトオーク色 引出

EXTRA Living 06G P：プレーンホワイト色 引出

EXTRA Living 23M F：ホワイトオーク色 引出

EXTRA Living SK2 Q：クエストブラウン色 引出

EXTRA Living／2RD
EXTRA Living SK2 D：ブラックウォールナット色 引出

EXTRA Living CK2 D：ブラックウォールナット色 引出

EXTRA Living SK1 D：ブラックウォールナット色 引出

EXTRA Living CK1 D：ブラックウォールナット色 引出

EXTRA Living QK1 D：ブラックウォールナット色 引出

EXTRA Living 02R P：プレーンホワイト色 引出

EXTRA Living 2RD P：プレーンホワイト色 引出

EXTRA Private／01P EXTRA Private 00P Q：クエストブラウン色 引出

EXTRA Private 01P F：ホワイトオーク色 引出

EXTRA Private 04P Q：クエストブラウン色 引出

EXTRA Private 04K Q：クエストブラウン色 引出

EXTRA Lavatory 03M E：シャトーメープル13色 引出

EXTRA Lavatory／03M EXTRA Lavatory 1YG E：シャトーメープル13色 引出

EXTRA Lavatory 02L F：ホワイトオーク色 引出

クロス貼りハイドア - - 引違

スリム枠＋かぶせ扉 - WS-3141E 片開

スリム枠＋かぶせ扉（ガラス） - TE-2057 片開

スリム枠＋かぶせ扉（ガラス）／TE-2057 カバー工法ユニット - TE-2038 片開

機能ドア アウトセット ハンガーレール 01G F：ホワイトオーク色 片引

防音ドア【Ｔ２】 01G P：プレーンホワイト色 片開

防音ドア【Ｔ４】 00P Q：クエストブラウン色 片開

通期遮音ドア 00P F：ホワイトオーク色 片開

玄関収納／コ型
玄関収納 コ型148タイプ F：ホワイトオーク色 -

収納折戸 鏡面折戸 - 鏡面ホワイト色 ４枚折戸

造作家具 ステップ収納 - - -

壁面収納 Select Wall - - -

ABE KOGYO SHOWROOM　展示一覧



■内装ドア
OMEGA 203RP D：ダークオーク色 片開

（天然木タイプ） OMEGA ステンドドア OF：ナチュラルオーク色 片開

OMEGA 102P D：ダークオーク色 引出

OMEGA 06P OD：ダークオーク色 引出

OMEGA 102M F：ナチュラルオーク色 引出

OMEGA／ステンドドア
OMEGA 06G D：ダークオーク色 引出

OMEGA 202G OF：ナチュラルオーク色 引出

PRESTIGE M03P WN(鏡面)：ウォールナット色 片開

PRESTIGE VAL WO：ホワイトオーク色 片開

PRESTIGE／VAL
PRESTIGE WAV W：ホワイト色 引出

PRESTIGE 00P WN：ウォールナット色 引出

REV M1P B：モダンブラウン色 単体

calmo 82R W：ホワイト色 片開

REV／M1P
calmo 01R B：モダンブラウン色 引出

calmo 02P E：シャトーメープル色 引出

calmo 02G W：ホワイト色 引出

calmo 03M B：モダンブラウン色 引出

calmo／82R
calmo 04D D：ブラックウォールナット色 引出

calmo Natural Vintage 02M Vg：ヴィンテージグリーン色 片開

calmo Natural Vintage 04M Vb：ヴィンテージブルー色 片開

calmo Natural Vintage 02H Vw：ヴィンテージホワイト色 アウトセットハンガー片引

森のかおり 08G(杉) - 片開

calmo Natural Vintage／04M-Vb
森のかおり 39M(杉) - 片開

森のかおり 39M(檜) - 片開

森のかおり 11M(杉) - 引出

森のかおり 48G(杉) - 引出

calmo Natural Vintage／02H-Vw
森のかおり 1YP(杉) - 引出

森のかおり KGP(杉) - 引出

森のかおり 12M(檜) - 引出

森のかおり 節付02F(檜) - 引出

収納折戸 森のかおり(杉) 横目タイプ - 引出

森のかおり／39M(杉)
森のかおり(檜) 縦目タイプ - 引出



■木製玄関ドア EMBLEM 01CH(TYPE1) D：ダーク色 片袖付片開

EMBLEM 03MH(TYPE2) L：ライト色 片袖付片開

novita AT1 WN：ウォールナット色 片開

DOLCE 22G OP：オイルパイン色 片開

STYLE 04M B：モダンブラウン色 片開

EMBLEM／03MH
GRACE 58N B：モダンブラウン色 片開

RE-DOOR 06RN P2：ピコブラウン色 引出

RE-DOOR 09M P4：ダーク色 引出

RE-DOOR 06RM P2：ピコブラウン色 引出

DOLCE／22G RE-DOOR 08P W：ホワイト色 引出

RE-DOOR 104M P2：ピコブラウン色 引出

RE-DOOR 09P O ：ダーク色 引出

RE-DOOR 04RP O ：ダーク色 引出

RE-DOOR 102M D：ダーク色 引出

RE-DOOR／104M
RE-DOOR V01G D：ダーク色 引出

RE-DOOR H02M B：モダンブラウン色 引出

RE-DOOR V03M D：ダーク色 引出

■木製防火ドア 特定防火設備(黒壇調突板) - - 片開

防火設備(ECOシート) 1GD P：プレーンホワイト色 片開

防火設備(オレフィンシート) - - 片開

防火設備(カバザクラ突板) - - 片開

防火設備(ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ突板) 防火設備(ブラックウォールナット突板) - - 片引

■スマイリー
スマイリーユニット連窓連結部材 - F：ホワイトオーク色 引違

(文教施設向け商品) 造作家具 園児用流し台(ステンレス 一体型) - - -

園児用流し台(人口大理石 一体型) - - -

スライドフェンス付カウンター収納 - - -

園児用流し台(人口大理石 一体型) 園児用下足入れ - - -

屋外用家具 園児用下足入れ - - -

■ハートフル
オートスライドドア 01M E：シャトーメープル13色 片引ポケットタイプ

(福祉施設・医療施設向け商品) オートスライドドア オリジナル Q：クエストブラウン色 親子引ポケットタイプ

オートスライドドア 00P F：ホワイトオーク色 2連引込インセットタイプ

スライドドアハンガー 01M D：ブラックウォールナット色 片引ポケットタイプ

スライドドアハンガー 06
P：プレーンホワイト色・

D：ブラックウォールナット色
片引アウトセット縦枠無

２連ポケット型 引戸／00P
２連ポケット型 引戸 00P F：ホワイトオーク色 ２連ポケットタイプ

メモリーBOX - D：ブラックウォールナット色 -

オートクローザー - アルプス特選15柄 片引ポケットタイプ

自閉式折戸ドア 00P F：ホワイトオーク色 片開

ローリングドア 12K F：ホワイトオーク色 片開

造作家具 居室向けチェスト - F：ホワイトオーク色 -

居室向け床頭台 - F：ホワイトオーク色 -

ハートフルケア 洗面カウンター
ハートフルケア 洗面カウンター - - -



■建具 板戸 舞良戸 - - 引出

障子 吹寄無地障子 - - 引出

大荒雪見障子 - - 引出

あやめ猫間障子 - - 引出

太鼓貼り障子 - - 引出

舞良戸 東京猫間障子 - - 引出

大荒無地障子 - - 引出

吹寄猫間障子 - - 引出

四季障子 - - 引出

Ｐスクリーン 大荒 - - 引出

あやめ猫間障子
Ｐスクリーン 無双 - - 引出

横茂無地障子 - - 引出

夏障子 竹ひご戸/腰板透かし - - 引出

竹ひご戸/３型無地杉板 - - 引出

葦戸Ⅱ型 - - 引出

四季障子
襖 エアリング襖／山水 - - 引出

襖／細縁黒つや消し・しんせん724/しんせん731 - - 引出

襖／細縁うるみ・銀河2307/銀河2336 - - 引出

襖／細縁黒・明星611/明星605 - - 引出

書院 書院／欄間：吊筬　障子：扇面 - - -

玄関戸 玄関駒かえし戸 - - 引出

玄関腰付格子戸 - - 引出

目通り横桟入硝子戸 - - 引出

腰付両面格子／腰舞良・オイルステン塗装付 - - 引出

玄関駒かえし戸
蒲鉾面横桟硝子ドア - - 引出

格子戸 腰付立茂雪見東 - - 引出

腰付両面格子／腰板実接ぎ - - 引出

吹抜格子戸 - - 引出

大阪格子戸 - - 引出

升組格子戸 鬢太格子戸 - - 引出

升組格子戸 - - 引出

腰格子天窓付上下 - - 引出

飾り格子 格子ルーバー - - -

木製シャッター 木製シャッター　上下２段 - - 引出

格子ﾙｰﾊﾞｰ 木製シャッター　扉チーク集成材 - - 引出

木製シャッター　シナ材 - - 引出

オーダーフラッシュドア FDO／AKFD-2-024 - - 引出

FDO／AKFD-6-015 - - 引出

FDO／AKFD-4-011 - - 引出

FDO／AKFD-2-025 - - 引出

オーダーフラッシュドア／可動ルーバーガラリ 可動ルーバーガラリ - Q：クエストブラウン色 引出

可動ガラリ框戸 - - 引出



■分譲マンション向けドア
AK ドゥブロヴニク オリジナル WS-5111E 引出

(提案型扉) AK モントレー オリジナル WS-3040E 引出

AK ナンシー オリジナル TE-2022 引出

AK 17マイルドライブ オリジナル WS-5101E 引出

AK 丸額 アルテ オリジナル RIGA 62SE 引出

AK サント・ロペ オリジナル TE-2017 引出

AK バルセロナ オリジナル TE-934 引出

ラナイ　ハレ オリジナル WS-5148E 単体

グラスゴー オリジナル WS-3145E 単体

ルルド オリジナル WS-3150E 単体

エジンバラ オリジナル TE-2062 単体

イーストボーン オリジナル 2260-521 単体

サンディアゴ オリジナル ﾎﾜｲﾄﾊﾞｰﾁ突板(鏡面塗装) 単体

※写真はイメージです。


