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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

viseo Living LBG C：クイーンチーク色 片開

ROBE Living EMG K：クロックウォールナット色 片開

ROBE Lavatory CMG C：クイーンチーク色 片引

EXTRA Living 95Ｗ K：クロックウォールナット色 片引(アウトセットタイプ)
viseo Living／LBG

EXTRA Living K1G F：ホワイトオーク色 片開

EXTRA Living 3GP C：クイーンチーク色 片引

EXTRA Living 06G P：プレーンホワイト色 引出

ROBE Living／EMG 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／2RD

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 片開/引出

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 02L F：ホワイトオーク色 引出

ABE KOGYO SHOWROOM　展示一覧

EXTRA Private／01P

■内装ドア
(ECOシートタイプ）
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機能ドア SMA-TO/通気遮音引戸 00P K：クロックウォールナット色 片引(アウトセットタイプ)

SMA-TO/通気遮音ドア 00P C：クイーンチーク色 片開

コネクティングドア（防火+防音） 00P F：ホワイトオーク色 片開

SMA-TO/通気遮音ドア 収納折戸 収納折戸 - P：プレーンホワイト色 ２枚折戸
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OMEGA 102P RD：ダークオーク色 引出

OMEGA 06P OD：ダークオーク色 引出

OMEGA 102M RF：ナチュラルオーク色 引出

OMEGA 06G RD：ダークオーク色 引出

OMEGA／102P
OMEGA 202G OF：ナチュラルオーク色 引出

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／02P
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

calmo Natural Vintage／04M-Vb
calmo Natural Vintage 鎧貼り風デザイン Vw：ヴィンテージホワイト色 引出

森のかおり 48JG(杉) - 片開

森のかおり 00RK(檜) - 片開

森のかおり 11M(杉) - 引出

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

森のかおり 12M(檜) - 引出

森のかおり 節付02F(檜) - 引出

森のかおり エンコ貼り(杉) - 引出

森のかおり 39M(檜) - 引出
森のかおり／00RK(檜)

森のかおり 木製シャッ
ター(杉) - 引出

森のかおり 08G(杉) - 引出

森のかおり　アクリル木目透過パネル 48JG(檜) - 引出

収納折戸 森のかおり(檜) 縦目タイプ - 引出
森のかおり／アクリル木目透過パネル

AKナチュレ 00G U：ウレタンホワイト色 片開

raffinato 00G 枠UW：ウレタンホワイト
扉TW：ホワイトオーク 片開

raffinato 01G 枠UW：ウレタンホワイト
扉TC：人工突板チーク 片開

raffinato 00P 枠UB：ウレタンブラック
扉PU：強化紙塗装 片開

raffinato／01G raffinato 01G 扉TN：ウォールナット 引出

raffinato 01G 枠UB：ウレタンブラック
扉TN：ウォールナット 片開

raffinato 00P 枠UW：ウレタンホワイト
扉PU：強化紙塗装 引違

raffinato 01G 枠UW：ウレタンホワイト
扉TW：ホワイトオーク 片引

raffinato／01G raffinato 01G 枠UB：ウレタンブラック
扉TC：人工突板チーク 片引
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■木製玄関ドア EMBLEM 01CH 1D：ダーク色 片袖付片開

EMBLEM 03MH 2L：ライト色 片袖付片開

GRACE 51NP SG：シャビーグレー色 片開

STYLE AT1 WN2：ウォールナット2色 片開

EMBLEM／03MH STYLE 22G ウレタン塗装：各色 片開

STYLE 06M WN2：ウォールナット2色 片開

RE-DOOR 06RN P2：ピコブラウン色 引出

RE-DOOR 06RM P2：ピコブラウン色 引出

GRACE／51NP
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

STYLE／04M
RE-DOOR V01G D：ダーク色 引出

RE-DOOR H02M B：モダンブラウン色 引出

新RE-DOOR 02Ｐ 自然系塗装/レッドオーク 引出

新RE-DOOR 108Ｍ 自然系塗装/ライトオーク 引出

RE-DOOR／04M
新RE-DOOR 04Ｍ 自然系塗装/ウォールナット 引出

■木製防火ドア 特定防火設備(オレフィンシート) 00P WS-844E 片開

遮煙防火設備(オレフィンシート) 00K WS-5134E・WS-3134E 片開

防火設備(ECOシート) ガラス入 C：クインチーク色 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

特定防火設備(ホワイトオーク人工突板) - - 袖パネル付片開

特定防火設備(バール柄ブルーミング人工突板) - - 点検扉付片開

特定防火設備(ホワイトオーク板柾目突板) - - 両開(一部名栗加工)

防火設備(波状パール鏡面塗装仕上) - - 片開

■分譲マンション向けドア 間仕切戸(ユーカリ柾目突板) - - 3本引込(風紋加工付)

(提案型扉) 目地入引戸(マホガニー人工突板) - - 2連引込(オビノコ加工付)

手先框着脱式引戸(MDF) - - 片引

革編込ドア(本革+人工突板) - - 両袖FIXガラス片開

面納まり内開ドア - - 片開

■スマイリー ＡＫウッドパーテーション - - -

(文教施設向け商品) フラッシュドア lisse オリジナル F：ホワイトオーク色 引違

arutan 22E パイン集成材＋シナ合板 片引ポケットタイプ

arutan 21E パイン集成材＋シナ合板 片引

arutan 1LM AK-185GN(ポリ単色) 片引

arutan／22E arutan PGS シナ合板（クリア塗装） 片引

造作家具 園児用流し台(ワイドシンクタイプ) - E：シャトーメープル13色 -

園児用ロッカー(ハンガーパイプタイプ) - 4：スカイブルー -

園児用ロッカー(フリーロッカー扉付) - 2：オレンジ -

園児用流し台(ラウンドボウルタイプ) スライドフェンス付カウンター - 1：イエロー -

■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

スライドドアハンガー オリジナル K：クロックウォールナット色
F：ホワイトオーク色

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
K：クロ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 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 -

２連ポケット型 引戸／00P オートクローザー 01M AK-B952(オプション色) 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 -

ハートフルケア 洗面カウンター - F：ホワイトオーク色 -

ハートフルケア 洗面カウンター
居室向け床頭台 - F：ホワイトオーク色 -

ワードローブ - F：ホワイトオーク色 -

スライドパーテーション ガラス入 F：ホワイトオーク色 -
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■高級分譲マンション・
　 ホテル防火ドア
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■建具 板戸 舞良戸 - - 引出

障子 横茂無地障子 - - 引出

吹寄無地障子 - - 引出

大荒雪見障子 - - 引出
舞良戸

吹寄猫間障子(米ヒバ・SP) - - 引出

変形組子障子 - - 引出

大荒無地障子 - - 引出

東京猫間障子 - - 引出
あやめ猫間障子

あやめ猫間障子 - - 引出

太鼓障子 - - 引出

夏障子 竹ひご戸（杉腰板） - - 引出

よし戸（SP） - - 引出

変形組子障子 紙布障子（SP） - - 引出

襖 特注間仕切襖／太縁両面襖 - - 引出

エアリング襖／山水 - - 引出

襖／細縁黒・明星611/明星605 - - 引出

デザイン襖／市松貼り／細縁両面襖 - - 引出
特注間仕切襖／太縁両面襖

書院 書院／欄間：吊筬　障子：扇面 - - -

玄関戸 玄関駒かえし戸 - - 引出

目通り横桟入硝子戸 - - 引出

エンコ張ドア - - 引出

玄関駒かえし戸 格子戸 吹抜格子戸 - - 引出

指詰め防止付吹き抜け格子 - - 引出

アクリル入り横格子 - - 引出

アクリル入立て格子 - - 引出

大阪格子戸 - - 引出

立て格子戸 鬢太格子戸 - - 引出

千本格子戸 - - 引出

籠目格子 - - 引出

飾り組子二段框戸 - - 引出

飾り組子パネル入框戸(タモ) - - 引出

飾り組子二段框戸 飾り組子パネル入框戸(SP+檜) - - 引出

組子風パネル戸(SP黒マット調ウレタン) - - 引出

パネル戸(ホワイトオーク単板集成) - - 引出

市松パネル(地杉赤白) - - 引出

腰付ガラス戸(SP無垢) - - 引出

組子風パネル戸(SP黒マット調ウレタン) 腰付ガラス戸(SP集成材) - - 引出

腰付ガラス・パネル戸(SP集成材) - - 引出

腰板大和貼入ガラス戸(SP) - - 引出

飾り格子 格子ルーバー(地檜無垢集成) - - -

格子ルーバー(ウォールナット単板) - - -

格子ルーバー 嵌め殺し(1F) 飾り組子(麻の葉・胡麻柄・桜・七宝亀甲) - - -

木製シャッター 木製シャッター　上下２段 - モダンブラウン色 引出

木製シャッター　扉チーク集成材 - - 引出

フラッシュドア 格子入フラッシュ - 特殊強化シートウレタン塗装 引出

可動ルーバーガラリ - Q：クエストブラウン色 引出

格子入フラッシュ 可動ガラリ框戸 - プレーンホワイト色 引出
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■分譲マンション向けドア 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) 引出

(提案型扉) シャウエン オリジナル WS-6004E
(梨地マット調) 引出

ザグレブ オリジナル WS-909E 引出

ソグネ オリジナル GM-5171 引出

ジェルボー オリジナル WS-5160E・WS-3160E 引出

スプリット オリジナル WS-5175E 引出

ウィンザー/WS-6009E
リエカ オリジナル 2544-112 引出

チンクエ・テッレ オリジナル 人工皮革　框：
No.M25 パネル： 単体

ブレッドヤマ オリジナル 框：2537-39
中央：2537-36 単体

アンテロープキャニオン オリジナル T-2099
ルビーアラバスター柾 単体

ウィンザー オリジナル WS-6009E
(梨地マット調) 単体

アーチー オリジナル 縦框：WS-6009E
パネル：WS-5180E 単体

スプリット/WS-5175E
ストラスブール オリジナル WS-5177E

レオ柄 単体

プリトヴィッチェ オリジナル T-2098
ストライプアゲート柾 単体

■その他 AKライト・スライディングウォール - AK-184GN・188GN・
851GN 縦列収納

埼玉県民共済仕様 02G NP：ナチュラルパイン色 引出

埼玉県民共済仕様 01P D：AKダーク色 引出

お掃除ユニット オリジナル C：クインチーク色 片引

アルミ間仕切 - 電解着色　黒色 片引(アウトセットタイプ)

造作家具 テレビボード - ホワイトオーク突板（風紋加工） -

ABE KOGYO SHOWROOM　展示一覧


	p.1
	p.2
	p.3
	p.4
	p.5
	p.6

