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st.rainier door
&

urbany door
-Built For Your Life-
北米の洗練されたデザインと、

本物だけが持つ豊かな質感と風格から生まれる
美しさとクオリティー。

セントレイニアドアではトラディショナルな
デザインと厳選された無垢ドアパネルを、

アーバニードアでは高級レッドオーク単板貼ドアを、
オリジナルで制作。

独自の加工・塗装技術を加えることで、
最高品質のドアを誕生させることが出来ました。
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◆品質へのこだわり◆

塗装工程はヤスリがけから仕上げまで、丁寧に 1
つ 1つ手作業です。

自社工場にて加工している為、現場作業軽減・工
期短縮で安定した品質をご提供。

point 1 point 2

point 3 point 4

工場塗装 ノックダウン

バリエーション ハードウェア

デザイン・カラー・開き勝手・工法と豊富な選択
肢の中からお選び頂けます。

レイニアドアではメンテナンスのし易い 3次元丁番を
標準採用。その他、金物はお好きな組み合わせ可能です。

●レイニアドアのデザインは全 18種類
●レイニアドアの塗装は全14色+ カスタムカラー
●アーバニードアの塗装は全 5色
●開き勝手は全 12種類
● 2ｘ 4工法、在来工法に対応
●額縁納め・固定枠納めにも対応

デザインと機能の両方を常に満足させることは簡単ではありません。
私たちは木製建材に対して創業以来強いこだわりを持ち続け、素材・見せ方・取り扱いのバランスを常に考え、“ 本当に満足の行くものは自分
たちの手で創る ” という視点から開発を行っています。欧米で定番とされるドアデザインや流行に左右されず長く本物の価値を味わえるものだ
けを製品にして日本の皆様にお届け致します。
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st.rainier door

raised panel 

doors
レイズドパネルシリーズ

#66 #44 #266

輸入ドアの定番と言える 6パネル・4パネルデザイン、実は 18世紀前半には既に造られていました。ヨーロッパからキリスト教と共に新大
陸へ渡ってきた移民の国アメリカで、そのカタチから “Cross and Bible（十字架と聖書）”と呼ばれるのも納得できます。

4

マークの付いているものは在庫品です。
ドア上部の鏡板の部分をオプションガラスに入れ替える事が可能です。詳しくは P10 をご覧ください。

塗装は全14色からお選び頂けます。その他特注色も承ります。詳しくはP14をご覧ください。
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デザイン：#66
カラー：コットンホワイト

デザイン：#266
カラー：特注色
ガラス：型ガラス

デザイン：#266
カラー：特注色
ガラス：チェッカーガラス

デザイン：#66
カラー：ウォールナット

デザイン：#44
カラー：コットンホワイト

20180216RD.indd   5 2018/03/06   15:03:30



st.rainier door

flat panel

doors
フラットパネルシリーズ

#720 #782 #760

6

別名 “Shaker Style” と呼ばれるデザインで、装飾を排し実用性に徹した家具などを生み出した 18世紀後半のアメリカ東部移民教徒の生活に
由来します。直線的でシンプルなデザインはあらゆるテイストのインテリアに溶け込みます。

マークの付いているものは在庫品です。
ドア上部の鏡板の部分をオプションガラスに入れ替えや一部ひし形の明り取りにする事が可能です。詳しくは P11 をご覧ください。

塗装は全14色からお選び頂けます。その他特注色も承ります。詳しくはP14をご覧ください。
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デザイン：#760
カラー：コットンホワイト

デザイン：#760
カラー：コットンホワイト

デザイン：#760
カラー：ナチュラル
ガラス：型ガラス

デザイン：#720
カラー：クリア
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st.rainier door

glass doors
ガラスドアシリーズ

#944 #1703 #1705 #1709#1515 #1309

8

玄関を入りメインルームへ、特徴的な格子とガラスによる広がりを生む “ インテリアの顔 ”。暗くなりがちな廊下の間仕切りとして使えば、
生活音や空気の流れを適度に遮りながら明るさが保てます。

マークの付いているものは在庫品です。
ドア周りの装飾材で様々なインテリアが表現できます。詳しくは P15 のモールディングをご覧ください。

塗装は全14色からお選び頂けます。その他特注色も承ります。詳しくはP14をご覧ください。
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デザイン：#944
カラー：シルキーホワイト
ガラス：チェッカーガラス

デザイン：#1309
カラー：ナチュラル
ガラス：クリアガラス

デザイン：#944
カラー：コットンホワイト
ガラス：チェッカーガラス

デザイン：#944/#66/#266
カラー：特注色
ガラス：クリアガラス

デザイン：#1309
カラー：ウォールナット
ガラス：クリアガラス
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st.rainier door

glass option
ガラスオプション

#266 #944 #1703#266 #944 #1703

10

フラットパネルドアの鏡板をガラスに入れ替えて、全く別デザインのドアを造ることができます。明かり取り用の小さなひし形ガラスも追
加できます。

glass option

チェッカー フローラルパターン

＊標準はクリアガラスです

ウォーター ストライプ 型ガラス
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#760 #782 #720

glass option

11

チェッカー フローラルパターン ウォーター ストライプ

＊クリアガラスもご用意しております

デザイン：#944
カラー：特注色
ガラス：チェッカーガラス
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折戸ドアシリーズ

#b23 #b24 #b701 #b702

st.rainier door

bifold doors

12

物入れクローゼットやシューズクロークには欠かせない収納用扉。レイズドパネル・フラットパネル・ルーバータイプをライナップし、デ
ザインの統一感を保ちます。2枚折戸 ･4枚折戸に加え、2枚扉が左右に開く観音開きタイプもご用意。
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#b63 #b43

13
マークの付いているものは在庫品です。

塗装は全14色からお選び頂けます。その他特注色も承ります。詳しくはP14をご覧ください。
デザイン：#B23
カラー：コットンホワイト
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st.rainier door

color
カラーバリエーション

14

St.Rainier Door の最大のこだわりが塗装です。
セントレイニアシリーズでは地球と人にやさしい水性塗料の使用にこだわっています。
木目を活かしながら淡色から濃色までそれぞれ最適に調整された下地処理と着色工程を経
て、上品に抑えられたツヤ感とともに高級塗装と呼ぶにふさわしい深みを出しています。
また、ペイントカラーシリーズは根強い人気のオフホワイト系や個性豊かなカラー、エレガ
ントなインテリアにもコンテンポラリーな空間にも似合います。植物系塗料の草分けメー
カー Livos 社のウッドオイルを用いた仕上げでは、マットでカジュアルな素材感に加え、お
施主様によるDIY メンテナンスも可能です。

ナチュラル ウォッシュホワイト

水性ステイン＋クリアウレタン仕上げ 自然塗料（Livos）仕上げ水性ペイント（3分ツヤ）仕上げ

シルキーホワイト

アーモンド エスプレッソ カームブラウン

クリア

ウォールナット

コットンホワイト
OW205-1

チベタンテンプル
KM4462

ハローズゲート
KM4859

スターリッドイブ
KMA84

キープセイク
KM5071

スキレット
KMA87

コットンホワイト

エスプレッソ ※特注色も承ります。ご相談ください。
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moulding

モールディング

2X4 枠納め、在来枠納めで必要なドアケーシング ( 額縁 ) もレイニアドアと同じ高品質塗装済みにてご用意、妥協の無いインテリア空間が表現
できます。下記、ヘムロックモールディングシリーズは 25種類以上を常時国内に在庫しているため、巾木・廻縁・窓枠などとのトータルコーディ
ネートでより上質で統一感のある仕上がりをお約束できます。

◆額縁◆

◆廻り縁◆

◆巾木◆

RH3004A-7'(13x56x2200)
RH3004A-12'(13x56x3658)

RH3244-12'(14x31x3658)

RH623-12'(11x83x3658)

RH54-12'(13x58x3658)

RH625-12'(11x57x3658)

RH3249-12'(30x57x3658)

RH3111-12'(10x57x3658)

RH3241-12'(10x32x3658)

RZ3004-130-7'(13x56x2200)
RH3004-130-9'(13x56x2700)
RZ3004-145-7'(13x56x2200)
RH3004-145-9'(13x56x2700)

RH57-7'(13x57x2200)
RH57-12'(13x57x3658)

RZ13050-7'(13x57x2200)
RZ14550-7'(13x57x2200)
RZ13050-9'(13x57x2700)
RZ14550-9'(13x57x2700)

13mm

11mm
11mm 10mm

14mm 14mm

 4mm
 4mm

13mm

13mm

13mm

10mm

56
m
m

31
m
m

83
m
m

57
m
m

57
m
m

57
m
m

32
m
m

45
m
m

14mm

13mm

36mm 30mm

56
m
m

57
m
m

57
m
m

58
mm
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20180216RD.indd   15 2018/03/06   15:03:58



16

st.rainier door

order

オーダー

◆枠種別　対応・ サイズ一覧表◆

16
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⽚開き 両開き ポケットドア

⽚引き アウトセット 引き違い

2 本引き込み 2 本引き分け 3 本引き

観⾳開き⼾ 2 枚折⼾ 4 枚折⼾

17

◆開きバリエーション◆

◆工法◆
2X4枠 ( ケーシング納め )、在来枠 ( ケーシング納め )、在来固定枠 ( 枠納め ) の 2工法 3種
類の納め方に標準対応。それぞれ片引き・片開き・ポケットから始まり、現場の声から生ま
れた 2本引込み・アウトセットなど様々な開閉形式から選んでいただけるようになりました。

2x4納図 在来 納図 在来固定枠 納図

＊図は左吊元

＊図は左勝手

＊図は左勝手

construction

工法
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urbany door
アーバニードア

18

『アーバニードア』シリーズは、欧米の伝統的なデザインを基調とする従来のセントレイニアシリーズ
に加えて、インテリア空間に都会的な（Urbany）イメージを添える新たなチョイス。いま流行のニュー
ヨーク・ブルックリンスタイル、古き良き時代のミッドセンチュリーやインダストリアル、シンプル
で素材感重視のカリフォルニアスタイルや北欧スタイルまでも意識した高感度なドアシリーズ。

イメージ写真
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◆カラーバリエーション◆ ◆素材◆

◆金物◆
◆サイズ◆

①ミッドセンチュリーブラウン
（自然塗料）

②ノルディックナチュラ
（水性ウレタン塗料）

③ブルックリンブラック
（水性ウレタン塗料）

ドア表面にはプリントシートではなく天然のレッドオーク単板を使
用。内部はハニカム構造でしっかりとした造りとなっております。

クイックセット社の開き用ハンドルとシンプルな角型引手・つまみ
でドアをより引きた立たせます。

待望の折戸で 24サイズ対応！

⑤ブラック
（水性ウレタン塗料）

熟練職人による手の込んだ特殊な塗装。オークの目を活かした美しい仕上がりです。

④ウォールナット
（自然塗料）

ハンドル 平丁番 角型引手 つまみ

※1 ※1

※ 1、木目の中に白のペイントを塗布しワイピング・トップコート調整を施し木目を際立たせた仕上げです
※枠の塗装について：①②④はドアパネルと同色、③⑤は黒塗りつぶし、オプションにてしろ塗りつぶし（3分ツヤ）が選択可能

※ 2、約 150mm幅の単板を横つなぎしております。天然目の為。1点づつ異なった表情です

※2
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金物オプション

hardware

 option

20

◆hardware◆

-kwikset ultra max-

US-3 US-5 US-15 US-11P US-26

コモンウェルス

アッシュフィールド

ハンコック

ポケットドア

ペンブローク ローレル
※US-3、US-5 不可

※ US-3、US-5 不可 ※ US-26 不可

アメリカの No.1 ブランドである KWIKSET( クイックセット ) 社 ULTRAMAX シリーズのドアレバー・ドアノブを各色在庫対応しています。
オプションで EMTEK( エムテック ) 社のガラスノブ・装飾ノブ・レバー、またDELANEY( ディレイニー ) 社のラスティックなレバーなどをチョ
イス可能です。ドアが顔ならノブはピアスかネックレス、さり気なく個性をアピールしたいパーツです。
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-emtek-

-delaney-

ロープロゼット
+

ロープレバー

21

US-3

AP BL

US-7

ABR US15

US-10B

ABK US10BE

US-15 US-15A US-26

ランカスターロゼット
+

ランカスターノブ

カーブバックプレート
+

トゥルムノブ

フロリニ

ロープロゼット
+

ロープノブ

スクエアーバックプレート
+

ローサノブ

ソラド

レギュラーロゼット
+

オーバルビーズノブ

カーブバックプレート
+

ロンダレバー

カノーヴァ

ランカスターロゼット
+

ダイアモンドクリスタルノブ

レクタンギュラーロゼット
+

エボニーノブ

-その他金物 -
三次元調整丁番（2点吊） 平丁番（3点吊） ワンタッチ引手 引戸鎌錠（箱錠タイプ）表示錠 折戸つまみ

ゴールド ゴールド

木製

ゴールド ゴールドシルバー シルバー

ゴールド

サテンシルバー サテンシルバーアンバー アンバー

シルバー

黒 黒 黒
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hardware

 option
金物オプション

22

◆rustic barn door hardware◆
耐久性と柔軟性を兼ね備えた、装飾性の高い引き戸用金物『ラスティックバーンドアハードウエア』。
装飾的なデザインでインテリアのアクセント、イメージをガラッと変えてくれるアイテムです。お好きなドアを組み合わせてあなただけの
コーディネートを楽しんでみませんか？

施工写真はイメージになります。施工の際に別途必要パーツ等ございます。詳しくはお問い合わせください

キャバリエ フェリス ホイール アロウ ラスティック
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caution

注意

天然木を原材料にして製造される St.Rainier Door 及び URBANY DOOR は、元々の木が持つ性質がそのまま現れた部分と製造技術
により抑制された部分が混在しています。製品全体としましては「無垢製品」になりますので、その性質を正しくご理解いただく
事で、長く愛着を持ってお使いいただけるものと考えています。

1. 木目の出かた（柾目・板目・赤太・白太）、木材の密度・乾燥度合いによって塗料の染み込みが変化し、仕上がりは均一には
　なりません。その為、同一ロットであっても、多少の発色の差や色ムラが出ます。
2. 塗装・乾燥・現場搬入などの度に周囲の環境に合わせてドアの含水率が変化し、湿気の吸収 ･放出を繰り返しながら動きます。
　結果として枠との 間が変化したりラッチの掛かり具合が変化したり鏡板の縁がずれたように動いたりといった現象が見られる
　事があります。およそ四季を経験した 1年から 2年の間には徐々に動きが収まり安定してまいります。
3.St.Rainier Door で使用されているヘムロック ( 米栂 ) は、時間の経過とともに少しずつ「飴色」に変化する特性を持っています。
　そのため白いドアがやや黄色みを帯びてきたり、茶色が更に濃くなったりという経年変化を生じますが、落ち着いた風合いへの
　変化としてお楽しみ下さい。（パインの黄色み、米松の赤みなどと比べるとたいへん緩やかな変化です）

1. 木製ドアは湿気を嫌います。水が掛かった場合は速やかに拭き取って下さい。
2. 汚れが目立つ場合は、台所用中性洗剤を薄めた水を柔らかい雑巾に含ませて、軽く拭いて下さい。（ウレタン又はペイント塗装）
　洗剤を直接ドアにスプレーすると目地に入り込むため避けて下さい。
3. 自然塗料仕上げは表面にコーティング被膜を作らないため、油分が染み込んだ汚れなどは簡単に取れません。
  消しゴムで軽く擦って汚れが取れるか試していただき、取れない汚れは専用のクリーナー剤をご購入いただくか、
  弊社または塗装業者様へご相談下さい。セルフメンテナンスは同等塗料による重ね塗りが基本になります。
4. ガラス掃除の際は、クリーナー液などが押え縁に掛からないように注意して下さい。
　また手荒くこするとわずかなささくれに布が引っ掛かり一部が剥離したり指にトゲが刺さったりする恐れがあります。

価格や納期のついては http://info.santatsusho.co.jp/lp/rainier/door/ もしくは右のQRコードから
ダウンロード可能です。

◆長くお使い頂くために◆

◆木製ついて◆

◆お手入れについて◆

◆価格・納期◆
納期確認は
コチラ↓

価格確認は
コチラ↓

23
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ご予約制

当社 MO ビル 4 Ｆ

「いいものはいい｣と考えたい。 ◆東京本社◆東京都渋⾕区東 3-14-15 MO ビル 4F  Tel:03-5464-1360
◆⼤阪⽀店◆⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島7-1-26  オリエンタル新⼤阪ビル4F  Tel:06-6101-0360

◆シアトル⽀店◆ 4208 170 CT.N.E. REDMOND. WA 98052 USA  Tel:010-1-425-497-1007
◆中国⽀店◆⼭東省 煙台市莱⼭区 桐林路 77 号 四季花城 23-403  Tel:010-86-186-1535-3696 

Showroom

明治通り

駒
沢
通
り

東京メトロ⽇⽐⾕線
恵⽐寿駅1番・2 番出⼝

JR 東⽇本
恵⽐寿駅⻄⼝改札

渋⾕橋交差点

東三丁⽬
交差点

渋⾕区ひがし
健康プラザ 福昌寺

恵⽐寿エコー劇場

MO ビル 4階
サンタ通商東京ショールーム

JR 恵⽐寿駅

Access map

〒 150-0011
東京都渋⾕区東 3-14-15 MO ビル 4F
営業時間：10:00-17:00( ⽇曜・祝⽇定休⽇ ) 

ショールームではデザイン性が⾼い輸⼊建材を数多く展
⽰・お取扱いしております。
お取扱い品
キッチン・家具・⽊製サッシ・⽞関ドア・室内ドア・ハン
ドルセット・フローリング・モールディング・装飾材・塗料など

株式会社サンタ通商 東京ショールーム

- ご予約は下記電話⼜は web から -
TEL:03-5464-1128( ショールーム直通 )

http://www.santatsusho.jp/
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