
カラーセレクト

選べる４色。多彩な樹種パターンがあります。

（デザイン呼称） （デザイン呼称） （デザイン呼称） （デザイン呼称）

縦２方框 縦２方框

デザイン デザイン

※トイレ・洗面標準 ※トイレ・洗面標準

　 チェルード

　　　

S-301 （セパレート）

巾木 Ｍ型

SOFTART ソフトアート

Ｒ型 シルバー

PL
ペール色

それぞれの樹種がもつ独特の味わいを生かした、４色のカラーバリエーション。
木の風合いを引き立てる豊富な色調が揃い、暮らしのテイストに合わせて、
お望み通りの空間デザインを実現することができます。

DESIGN SELECT デザインセレクト

ガラスドア

COLOR SELECT DK
ダークブラウン色

 LB
  ライトブラウン色

WH
 ホワイト色

Ｅ型 シルバー

FT

笠木

アール形状を施しながらも
シャープに見せ、手に馴染
むくぼみが特長です。

LB ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色（ﾌﾞﾗｯｸﾁｪﾘｰ柄）

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。　※イラスト内の矢印は、木目方向を表示しています。

パネルドア クローゼット 収納両開き戸 玄関収納 洋風造作材

XG XJ

□ PL ﾍﾟｰﾙ色(ﾒｰﾌﾟﾙ柄) □ WH ﾎﾜｲﾄ色（ﾒｰﾌﾟﾙ柄）

　レバーハンドル

窓枠 Ａ型

□ DK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄） □

□ PL ﾍﾟｰﾙ色 □ WH ﾎﾜｲﾄ色

  MEMO

□ □ LB ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色DK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色

Interior Parts

コンビットリアージュ１５２木質柄 ＬＶ階段

空　錠 表示錠 Ｓ型 シルバー 空　錠 表示錠

フラットデザイン
に縦長の乳半合
わせガラスを組
み込み、洗練さ
れた印象に仕上
げました。

フラットパネルの
凹凸の大胆な組
み合わせがシン
プルながら個性
的なデザインで
清楚なイメージ
を広げます。

どこかやさしい雰囲気を
醸し出す丸型引き手は暮
らしにゆとりを演出します。

FLOOR SELECT 床材セレクト STAIRS SELECT 階段材セレクト

　引き戸引き手 収納取っ手

FT

標 準 仕 様 

E160215009



カラーセレクト

選べる６色。多彩な樹種パターンがあります。

M-GP

SOFTART ソフトアート

M-RD

DESIGN SELECT デザインセレクト

ガラスドア

 LB
ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色

WH
ﾎﾜｲﾄ色

PL
ﾍﾟｰﾙ色

それぞれの樹種がもつ独特の味わいを生かした、6色のカラーバリエーション。

木の風合いを引き立てる豊富な色調が揃い、暮らしのテイストに合わせて、

お望み通りの空間デザインを実現することができます。

DK
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色

LC
ﾗｲﾄｸﾘｱ色

DE
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ色

パネルドア

M-YF M-YJ M-YG M-RP M-YP

Etype

無 垢PINOEARTH ピノアース

COLOR SELECT

M-RF M-RS M-YD

カラーセレクト

カラーセレクト

無 垢PINOEARTH ピノアース

NATURAL SELECTION ナチュラルセレクション

S-VS S-VF S-VV S-VW S-VA S-VP S-VE

  COLOR SELECT

COLOR PAINT DOOR カラーペイントドア

  COLOR SELECT

WH
ホワイト色

DE
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ色

UH
自然塗料ｸﾘｱ色

NL
ﾅﾁｭﾗﾙ色

HB
ﾊﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ色

MB
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ色

B4 ﾌﾞﾙｰ G4 ｸﾞﾘｰﾝ Y4 ｲｴﾛｰ

P4 ピンク R4 ﾚｯﾄﾞ

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。

S-SM S-SJ S-SC S-SD S-SF S-SA S-SE

E160314185



カラーセレクト

選べる６色。多彩な樹種パターンがあります。

(デザイン呼称) (デザイン呼称) (デザイン呼称) (デザイン呼称)

大一枚 中帯 縦２本 縦スリット

ガラスデザイン デザイン ガラスデザイン ガラス

(デザイン呼称) (デザイン呼称) (デザイン呼称) (デザイン呼称) (デザイン呼称)

　※トイレ・洗面標準 　※トイレ・洗面標準 ※トイレ・洗面標準

　※トイレ・洗面標準 　※トイレ・洗面標準

空　錠

　　やさしく手になじむ
　　木製ハンドルが
　　ぬくもりとアクセント
　　を生み出します。

　Ｊ型 木製シルバー

   （横木目）
   DE・LC・DK色

   （縦木目）
   全色

　レバーハンドル

  Ｓ型 シルバー 空　錠

　収納取っ手

　　どこかやさしい雰囲気
　　を醸し出す丸型引き手
　　は暮らしにゆとりを
　　演出します。

空　錠 表示錠　Ｂ型 ブラック

　　M-CE（横木目）
　　DE・LC・DK色

　　M-CR（縦木目）
　　WH・PL・LB色

　　M-LF（横木目）
　　DE・LC・DK色

　　M-XF（縦木目）
　　全色対応

ガラス部分にミスト
模様の型板熱処理
ガラスを使用。エレ
ガントな印象を漂わ
せます。

　　M-CY（横木目）
　　DE・LC・DK色

　　M-CH（縦木目）
　　WH・PL・LB色

　　M-LK（横木目）
　　DE・LC・DK色

　　M-XK（縦木目）
　　WH・PL・LB色

　　　M-FY（横木目）
　　　DE・LC・DK色

　　　M-FT（縦木目）
　　　全色

クローゼット 収納両開き戸

FT／FY

M-FY（横木目）
DE・LC・DK色

M-FT（縦木目）
 全色

LM／XM

玄関収納

FT／FY

DESIGN SELECT デザインセレクト

ガラスドア

パネルドア

　　M-LM（横木目）
　　DE・LC・DK色

　　M-XM（縦木目）
　　WH・PL・LB色

CE／CR LF／XF LK／XK T-301 （トール）

縦長の２枚のミスト熱
処理ガラスがモダンで
スタイリッシュなデザ
インテイストを醸し出
します。

伝統的な中帯仕様に
より、落ち着きのある
表情を演出。上部ガ
ラス部分にはミスト
熱処理ガラスを使用。

CY／CH

縦に伸びたスリット
ガラスが、伸びやか
でスマートな印象。
空間に心地よいアク
セントを添えます。

CW CK

DK
ダークブラウン色

LC
ライトクリア色

DE
ディープブラウン色

COLOR SELECT  LB
  ライトブラウン色

WH
 ホワイト色

PL
ペール色

それぞれの樹種がもつ独特の味わいを生かした、6色のカラーバリエーション。
木の風合いを引き立てる豊富な色調が揃い、暮らしのテイストに合わせて、
お望み通りの空間デザインを実現することができます。

SOFTART ソフトアート

表示錠　Ｂ型 ブラック

　　スタイリッシュなデザ
　　インが、完成度の高い
　　インテリア空間を実現
　　します。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。　※イラスト内の矢印は、木目方向を表示しています。

  MEMO

Ｅ型 シルバー

　　どこかやさしい雰囲気
　　を醸し出す丸型引き手
　　は暮らしにゆとりを
　　演出します。

　引き戸引き手

空　錠 表示錠

　　スタイリッシュな
　　デザインが、イン
　　テリア空間を実現
　　します。

表示錠

空　錠 表示錠　Ｓ型 シルバー

オプション仕様 

E160215009



T-301 （トール）

FLOOR SELECT 床材セレクト

□ CP ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝｸ色 □

コンビットリアージュ１５２木質柄

□ LC ﾗｲﾄｸﾘｱ色(ｵｰｸ柾柄) □ DE ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ色（ｱｯｼｭ柄）

WH ﾎﾜｲﾄ色（ﾒｰﾌﾟﾙ柄）

STAIRS SELECT 階段材セレクト

□ Q ｸﾞﾗﾝﾁｰｸ

□ LC ﾗｲﾄｸﾘｱ色 □ DE ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ色

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。　

W ｸﾞﾗﾝﾅｯﾄ

WH ﾎﾜｲﾄ色

□ DK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色（ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄） □ LB ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色（ﾌﾞﾗｯｸﾁｪﾘｰ柄）

LB ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色□ DK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色

□

□ PL ﾍﾟｰﾙ色(ﾒｰﾌﾟﾙ柄)

PL ﾍﾟｰﾙ色

GE ｸﾞﾚｰｼﾞｭ色（ｵｰｸ柄）※階段材は近似色となります。

□

コンビットニューアドバンスＶ１５２

□ DK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色 □ LB ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色 □ □

□ WH ﾎﾜｲﾄ色

□

□ NP ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾟﾝｸ色□ DE ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ色

□ NP ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾟﾝｸ色 CP ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝｸ色

ＬＶ階段

チェルード

□ PL ﾍﾟｰﾙ色□

オプション仕様 

E160215009



　熱処理チェッカーガラス 　ミスト熱処理ガラス

スリットパネル Ｍ型

マットブラック

無垢の木の収納 無垢一本芯ニュージーパイン

一本芯ニュージーパイン

ニュージーパイン

　　　棚柱 ニュージーパイン

仕様：一本芯　塗装：NL

棚柱用ブラケット ブラック

※画像は印刷のため、実際の色・柄とは異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。　

ブラック

植林木の美しい質感を大切にした
こだわりの一本芯の棚板です。

一枚あたりの耐荷重 10㎏

可動棚　厚み12㎜ミミ付き棚板
無垢の木の風合いを形状にも
生かしたミミ付きカウンターです。

PINOEARTH  COLOR PAINT DOOR
無垢のカラードアで暮らしに遊び心を。

S-SE

彩り豊かな５色のカラードア
木の温もり溢れる無垢材のドアに、５色のカラーリングを施しました。
アクセントの効いた遊び心のある空間づくりができます。

 B4  ブルー  G4  グリーン  Y4  イエロー  P4  ピンク  R4  レッド

S-SD S-SF

落し込み中帯框組

ドアを上下にわける中
帯。伝統的なドア表情
を演出するアクセントに
なっています。

万一割れても安全性の高い

「熱処理ガラス」

安心してお使いいただける
熱処理ガラス採用。

レトロで、かわいさも感じられる格子状デザインの
チェッカーガラス。その懐かしさあふれるガラスを通
し、やわらかな光が広がります。熱処理ガラスなので
強度もあり、安全性の高い素材です。
※チェッカーガラスの線はまっすぐではありません。

片面にミスト柄模様をデザインした型板熱処理ガラ
ス。カスミ柄に比べ、より幾何学的な粒状模様が特長
です。

パネル部分にはス
リットを施しており
ます。スリットが更
にデザインを引き
立てます。

S-SC S-SAS-SM S-SJ

熱処理ガラス両面に特殊な樹脂を熱焼付し、ステンド
グラス風のデザインガラスに仕上げています。樹脂が
盛り上がっているので立体感があり、光が当たるとス
テンドグラス的な色彩感にあふれます。

　ステンド調熱処理ガラス

レバーハンドル 引き戸引き手

熱処理ガラスは、普通のガラスの
約３～５倍の強度を持つガラス。
万一割れても、破片が小さな粒状
になり、防傷性に優れています。

ざらっとした触り心
地の落ち着きのあ
るマットな仕上げで
す。

ウッドワンでは安全性の高い熱処理ガラス
を使用。万一破損しても、ガラスの破片で傷
付きにくい粒状になったり飛散しにくい、安
全性の高いガラスを採用しています。

熱処理ガラスの割れた場合 

E160404364 



F-RD

SOFTART   Etype  ソフトアート　Ｅタイプ

Ｍ型
マットブラック

Ｍ型
マットブラックZP 型

98,200円

ライト
ブラウン色

LB
ペール色
PL

ダーク
ブラウン色

DK
ライト
クリア色

LC
ホワイト色
WH

パール
ホワイト色

（木目柄なし）

PW
ディープ
ブラウン色

DE

固定枠
（155 ㎜幅）

COLOR
VARIATION

熱処理チェッカーガラス
レトロで、かわいさも感じられる格
子状デザインのチェッカーガラス。
その懐かしさあふれるガラスを通
し、やわらかな光が広がります。
※チェッカーガラスの線はまっすぐではありません。

F-YD

ZP 型

98,200円固定枠
（155㎜幅）

熱処理チェッカーガラス
レトロで、かわいさも感じられる格
子状デザインのチェッカーガラス。
その懐かしさあふれるガラスを通
し、やわらかな光が広がります。
※チェッカーガラスの線はまっすぐではありません。

S-VF

PINOEARTH ORDER PEINT DOOR  ピノアース　オーダーペイントドア

148,600円

ディープ
グレー

Ｅ6
レッド
Ｒ4

自然塗料
ブラック

Ｕ2
ディープ
グリーン

Ｇ6
グリーン
Ｇ4

ブルー
B4

自然塗料
ローズウッド

Ｕ4

固定枠
（155 ㎜幅）

COLOR
VARIATION

ミスト熱処理ガラス
オーソドックス故に落ち着いた印
象を生みだす「中帯仕様」。上部の
ガラス面にはミスト熱処理ガラス
を使用しています。

S-SD

214,800円固定枠
（155㎜幅）

熱処理チェッカーガラス
レトロで、かわいさも感じられる格
子状デザインのチェッカーガラス。
その懐かしさあふれるガラスを通
し、やわらかな光が広がります。
※チェッカーガラスの線はまっすぐではありません。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。  ※価格はシングルドア３方・固定枠（15 5 ㎜幅）のセット価格（税別）です。　 I 1 7 0 6 1 4 2 1 1

リビングドア  グレードアップ
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