
※消費税は外税となります。
※価格は為替レート、仕⼊先メーカーの値上げ等で予告なく変更となる場合がございます。

※網⼾（外部アルミ⾊と同⾊）は窓の価格に含まれております。
※網⼾は可動式でありません。

品番 ITDH○○（幅呼称）○○（高さ呼称）(例)ITDH2236(572mm X 921mm)

ITDH2236
(ELDH2236) 572 x 921mm ¥74,900

ITDH2240
(ELDH2240) 572 x 1022mm ¥77,800

ITDH2244
(ELDH2244) 572 x 1124mm ¥84,000

ITDH2248
(ELDH2248) 572 x 1226mm ¥84,000

ITDH2252
(ELDH2252) 572 x 1327mm ¥86,400

ITDH2256
(ELDH2256) 572 x 1429mm ¥87,800

ITDH2636
(ELDH2636) 673 x 921mm ¥76,900

ITDH2640
(ELDH2640) 673 x 1022mm ¥79,500

ITDH2644
(ELDH2644) 673 x 1124mm ¥87,400

ITDH2648
(ELDH2648) 673 x 1226mm ¥87,400

ITDH2652
(ELDH2652) 673 x 1327mm ¥89,700

ITDH2656
(ELDH2656) 673 x 1429mm ¥93,300

ITDH3036
(ELDH3036) 775 x 921mm ¥79,500

ITDH3040
(ELDH3040) 775 x 1022mm ¥83,600

ITDH3044
(ELDH3044) 775 x 1124mm ¥90,900

ITDH3048
(ELDH3048) 775 x 1226mm ¥90,900

ITDH3052
(ELDH3052) 775 x 1327mm ¥95,300

ITDH3056
(ELDH3056) 775 x 1429mm ¥99,500

¥112,900

¥112,900

¥117,200

¥121,500

¥101,000

¥102,200

¥98,900

¥101,400

¥109,400

¥109,400

¥111,700

¥105,700

¥106,900

¥112,500

¥118,200

¥95,900

¥99,300

¥101,400

¥87,600

¥91,000

¥100,000

¥101,400

¥98,600

¥105,000

¥109,800

¥91,600

¥97,100

¥115,300

¥101,400

¥105,500

¥83,800 ¥89,500

¥87,800 ¥92,600

¥94,800 ¥98,600

インテグリティ（エレベート）プライスリスト

品番 ラフ開口 本体価格(2x4) オプション
型ガラス GBG格子

ダブルハング＜上げ下げ窓＞
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※消費税は外税となります。
※価格は為替レート、仕⼊先メーカーの値上げ等で予告なく変更となる場合がございます。

※網⼾は窓の価格に含まれております。
※網⼾は可動式でありません。
※単窓の品番には、外観の吊元を指示してください。
※吊元表示 L:外観左吊り元　S:FIX　R:外観右吊り元

品番 ICA○○（幅呼称）○○（高さ呼称）（例）ICA1731(432mm X 803mm)

S L/R S L/R S L/R
ICA1731

(ELCA1731) 432 x 803mm ¥58,900 ¥71,100 ¥64,900 ¥77,100 ¥62,700 ¥74,900

ICA1735
(ELCA1735) 432 x 905mm ¥63,000 ¥75,200 ¥69,500 ¥81,700 ¥66,600 ¥79,000

ICA1739
(ELCA1739) 432 x 1006mm ¥68,300 ¥80,900 ¥75,700 ¥88,100 ¥73,700 ¥86,000

ICA1743
(ELCA1743) 432 x 1111mm ¥73,800 ¥86,400 ¥82,100 ¥94,500 ¥79,200 ¥91,900

ICA1747
(ELCA1747) 432 x 1210mm ¥73,800 ¥86,400 ¥82,800 ¥95,300 ¥79,200 ¥91,900

ICA1755
(ELCA1755) 432 x 1413mm ¥80,400 ¥93,400 ¥90,700 ¥103,800 ¥87,600 ¥100,700

ICA2131
(ELCA2131) 533 x 803mm ¥59,900 ¥72,300 ¥67,000 ¥79,500 ¥67,000 ¥79,500

ICA2135
(ELCA2135) 533 x 905mm ¥63,300 ¥76,400 ¥71,600 ¥84,700 ¥70,600 ¥83,800

ICA2139
(ELCA2139) 533 x 1006mm ¥69,400 ¥82,400 ¥78,500 ¥91,600 ¥80,400 ¥93,400

ICA2143
(ELCA2143) 533 x 1111mm ¥74,900 ¥88,300 ¥84,800 ¥98,300 ¥85,900 ¥99,500

ICA2147
(ELCA2147) 533 x 1210mm ¥74,900 ¥88,300 ¥85,700 ¥99,100 ¥85,900 ¥99,500

ICA2155
(ELCA2155) 533 x 1413mm ¥81,700 ¥95,500 ¥94,500 ¥108,100 ¥96,400 ¥110,000

ICA2531
(ELCA2531) 635 x 803mm ¥65,200 ¥77,600 ¥73,800 ¥86,200 ¥72,500 ¥85,000

ICA2535
(ELCA2535) 635 x 905mm ¥65,800 ¥78,800 ¥75,600 ¥88,600 ¥73,000 ¥86,200

ICA2539
(ELCA2539) 635 x 1006mm ¥71,900 ¥85,400 ¥82,800 ¥96,200 ¥83,000 ¥96,500

ICA2543
(ELCA2543) 635 x 1111mm ¥79,200 ¥92,900 ¥91,000 ¥104,800 ¥90,300 ¥103,900

ICA2547
(ELCA2547) 635 x 1210mm ¥79,000 ¥92,900 ¥92,200 ¥106,000 ¥90,300 ¥103,900

ICA2555
(ELCA2555) 635 x 1413mm ¥87,900 ¥101,500 ¥103,100 ¥116,800 ¥102,600 ¥116,300

ICA2931
(ELCA2931) 737 x 803mm ¥71,100 ¥84,200 ¥81,100 ¥94,100 ¥82,300 ¥95,200

ICA2935
(ELCA2935) 737 x 905mm ¥71,900 ¥85,400 ¥83,100 ¥96,700 ¥83,000 ¥96,500

ICA2939
(ELCA2939) 737 x 1006mm ¥79,000 ¥92,600 ¥91,600 ¥105,000 ¥95,500 ¥109,100

ICA2943
(ELCA2943) 737 x 1111mm ¥89,700 ¥103,600 ¥103,800 ¥117,400 ¥106,300 ¥119,900

ICA2947
(ELCA2947) 737 x 1210mm ¥89,700 ¥103,600 ¥105,000 ¥118,600 ¥106,300 ¥119,900

ICA2955
(ELCA2955) 737 x 1413mm ¥96,900 ¥111,200 ¥114,400 ¥128,700 ¥118,700 ¥133,000

インテグリティ（エレベート）プライスリスト

ラフ開口 本体価格(2x4)
オプション

型ガラス GBG格子

ケースメント（たてすべり出し）

品番
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※消費税は外税となります。
※価格は為替レート、仕⼊先メーカーの値上げ等で予告なく変更となる場合がございます。

オーニング（よこすべり出し）
※網⼾は窓の価格に含まれております。
※網⼾は可動式でありません。
※吊元表示 S:FIX　ROTO:可動

品番 IAWN○○（幅呼称）○○（高さ呼称）（例）IAWN2519 (635mm X 498mm)

S ROTO S ROTO S ROTO
IAWN2519

(ELAWN2519) 635 x 498mm ¥49,600 ¥67,100 ¥54,900 ¥72,800 ¥57,000 ¥74,700

IAWN2523
(ELAWN2523) 635 x 600mm ¥54,100 ¥71,900 ¥60,400 ¥78,300 ¥61,500 ¥79,200

IAWN2527
(ELAWN2527) 635 x 702mm ¥59,700 ¥77,400 ¥66,400 ¥84,700 ¥66,300 ¥84,800

IAWN2919
(ELAWN2919) 737 x 498mm ¥56,300 ¥74,200 ¥62,500 ¥80,200 ¥67,300 ¥85,000

IAWN2923
(ELAWN2923) 737 x 600mm ¥61,800 ¥80,200 ¥69,400 ¥87,800 ¥72,800 ¥91,200

IAWN2927
(ELAWN2927) 737 x 702mm ¥68,000 ¥86,600 ¥76,600 ¥95,300 ¥79,000 ¥97,600

品番 ラフ開口 本体価格(2x4) オプション
型ガラス GBG格子

インテグリティ（エレベート）プライスリスト
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※消費税は外税となります。
※価格は為替レート、仕⼊先メーカーの値上げ等で予告なく変更となる場合がございます。

※網⼾は付きません。
※強化ガラス仕様です。

品番 IOFD○○（幅呼称）○○（高さ呼称）（例）IOFD2665(796mm X 2032mm)

XL/XR
※1枚パネル

XXL/XXR
※2枚パネル

XL/XR
※1枚パネル

XXL/XXR
※2枚パネル

IOFD2665
(ELOFD2665) 795 x 2032mm ¥298,600 - ¥326,000 -

IOFD2668
(ELOFD2668) 795 x 2096mm ¥302,800 - ¥330,100 -

IOFD5065
(ELOFD5065) 1524 x 2032mm - ¥553,200 - ¥607,900

IOFD5068
(ELOFD5068) 1524 x 2096mm - ¥560,800 - ¥615,500

スライディングパティオドア
※網⼾（外部アルミ⾊と同⾊）は窓の価格に含まれております。
※強化ガラス仕様です。
※品番のXは開閉パネル、OはFIXパネルです。

品番 ISPD○○（幅呼称）○○（高さ呼称）（例）ISPD5065(1524mm X 2032mm)

オプション

GBG格子

ISPD5065
(ELSPD5065) 1524 x 2032mm ¥349,000 ¥404,400

ISPD5068
(ELSPD5068) 1524 x 2096mm ¥355,200 ¥410,600

ISPD6065
(ELSPD6065) 1829 x 2032mm ¥378,100 ¥433,500

ISPD6068
(ELSPD6068) 1829 x 2096mm ¥386,500 ¥441,900

スライディングフレンチドア
※網⼾（外部アルミ⾊と同⾊）は窓の価格に含まれております。
※強化ガラス仕様です。
※品番のXは開閉パネル、OはFIXパネルです。

品番 ISFD○○（幅呼称）○○（高さ呼称）（例）ISFD6065(1829mm X 2032mm)

オプション

GBG格子
ISFD6065

(ELSFD6065) 1829 x 2032mm ¥451,000 ¥505,700

ISFD6068
(ELSFD6068) 1829 x 2096mm ¥471,200 ¥526,000

ISFD6080
(ELSFD6080) 1829 x 2438mm ¥560,100 ¥626,100

インテグリティ（エレベート）プライスリスト

品番 ラフ開口
本体価格(2x4) オプション

GBG格子

アウトスウィングフレンチドア

ラフ開口
本体価格
(2x4)
OX/XO

品番 ラフ開口
本体価格
(2x4)
OX/XO

品番
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