
ドアタイプ 表面材質 表面仕上げ 認定クラス 認定番号

チーク チーク オイル MFN-2893

オーク オーク 未塗装 MFN-2893

カラー HDF 塗　装

F☆☆☆☆

MFN-2485

W988×H2080
防火設備品¥629,000

性能区分 JIS 等級 試験方法

水密性 W-2 JIS A4702
気密性 A-4 JIS A4702

断熱性能
（標準ドア） H-6

JIS A4710
熱貫流率　0.943W/㎡K※

耐風圧性 S-4 JIS A4702
遮音性能 T-2(30) JIS A4702

※ガラスありのデータです。

断熱性能
（防火ドア） H-6 JIS A4710

熱貫流率　1.19W/㎡K

断熱性能
(親子ドア） H-6 JIS A4710 

熱貫流率　1.31W/㎡K

マット仕上げで手になじむハンド
ルは、高品質ドアにふさわしい、
落ち着きある風格を与えてくれま
す。

ハンドル

上下同一ディンプルシリンダー
キー を採用。ピッキングに高
い防犯効果 を発揮します。

CP鍵

3次元蝶番を採用すること
により、上下左右の調整は勿
論、奥行きの調整も可能にな
りました。

３次元蝶番

玄関ドアにとって大切な、形状安
定性にも絶対の自信をもつ
エクセルシャノンオリジナル玄関
ドア。通常の使用条件で納入後
10年以内に4mm以上の反りが
扉に生じた場合には、無償で代
替品を提供いたします。
※KG-SJ00（HDF）は対象外とな
ります。

安心の10年保証 防犯性能の証、CPマーク

CPマークは、警察庁・国土交通省・経
済産業省と建物部品の民間会社が
定めた「防犯性能確認試験」に合格
した製品にのみ与えられます。エク
セルシャノンオリジナル玄関ドア
は、防犯建物部品(CP錠）を標準装備
しております。 

※KG-SJ00（HDF）は対象外となります。
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北海道札幌市白石区南郷通19丁目北1-31 豊川ビル2F

岩手県花巻市北湯口第一地割46-1

仙台市青葉区上杉1丁目17-20 北四番丁第6銅谷ビル5F

東京都荒川区町屋1-38-16 菱興町屋ビル2F

長野市稲里町中氷鉋1130-1

大阪市北区豊崎2-4-10 クリスタル豊崎3F

山口県周南市月丘町2丁目31 ノエビア徳山ビル1F

福岡県福岡市中央区大名2-10-29 福岡ようきビル3F

TEL 011-863-8511 FAX 011-863-8431

TEL 0198-37-2210 FAX 0198-37-2233

TEL 022-215-9871 FAX 022-217-2188

TEL 03-6458-2941 FAX 03-6458-2944

TEL 026-283-2267 FAX 026-283-2287

TEL 06-6136-5478 FAX 06-6136-5479

TEL 0834-33-3881 FAX 0834-31-2755

TEL 092-753-7256 FAX 092-753-7257

北海道支店

岩手営業所

東 北 支 店

関 東 支 店

長 野 支 店

関 西 支 店

周南営業所

九 州 支 店

玄関ドア
イメージ動画

玄関ドア
メンテナンス動画

リビングスカンジナビア
ホームページ

2245

建築基準法では、防火地域、準防火地域に建設される建物の外壁に設置さ

れる開口部のうち、延焼のおそれのある部分には防火戸、その他の制令で

定める防火設備を使用するように定めています。また、同法では、耐火建

築物や準耐火建築物の場合には、防火地域、準防火地域以外に建設する場

合でも建物の外壁に設置される開口部のうち、延焼のおそれのある部分に

は防火戸を使用するように定めています。

現在の日本の狭小住宅事情では、玄関ドアが設置される部分が「延焼のお

それのある部分」に該当するケースが多くあります。

家の顔である玄関ドアは木製にしたいけど、法規制に適合するドアが無く

断念した・・・そのようなお客様のために一部商品 *を除き、防火設備認

定を取得しました。（*ガラス付きシリーズに防火設備商品の設定はありません）

KG70W88（T）-1022 KG60W73（T）-1022 KG90（T）-1022
http://www.excelshanon.co.jp/

http://www.livingscandinavia.com/

2018 年 7月 1日改訂

断熱性に優れたトリプルガラスを使用。
三層のガラスと防犯合わせガラスで、防犯効果も飛躍的に向上させます。
※70W88、60W73、66W66、50W73(T)1521 は防犯合わせガラスは採用しておりません。

KG93F(T)-1022KG94F（T）-1021 KG94F（O）-1021 KG94F（T）-1023

※KG-SJ00（HDF）は１．表面単板は
　現場取付となります。



シルバーストレートタイプ
BM-03

シルバータイプ
BM-02

YZ 05-SV DG-102-N-SV

KG70W88（T）-1022 KG60W73（T）-1022

※ハンドルは｢シルバータイプ｣と｢シルバーストレートタイプ｣の2種類からお選びいただけます。
　なお、ハンドルタイプの指定が無い場合は、｢シルバータイプ｣を出荷させていただきます。

：チーク・オイル
：988×2180（mm）
：￥600,000

① 素 材・仕 上 げ
② 枠外寸法（W×H）
③ 税 抜 価 格

：チーク・オイル
：988×2180（mm）
：￥600,000
：標準カスミガラス
：571×571（mm）

① 素 材・仕 上 げ
② 枠外寸法 （W×H）
③ 税 抜 価 格
④ ガ ラ ス タ イ プ
⑤ ガラス寸法 （W×H）

：チーク・オイル
：988×2180（mm）
：￥600,000
：標準カスミガラス
：100×100（mm）×3枚

① 素 材・仕 上 げ
② 枠外寸法 （W×H）
③ 税 抜 価 格
④ ガ ラ ス タ イ プ
⑤ ガラス寸法 （W×H）

KG90（T）-1022

天然木を使った製品のため、色味、節、木目は均一になりません。

このマークのある商品は防火設備品です。
※本価格表はすべて消費税別の価格となります。

このマークのある商品はCP（防犯建物部品）認定錠標準商品です。

DC-201-SV
￥5,700

DS-GH-030-SV
￥5,500

NEW DESIGN

BEFORE AFTER

KG-SJ00（HDF）1022 参考例

ドア本体の内外両側に9mm厚以上12mm厚以下の材料（羽目板など）を
貼り付け施工してください。

木のぬくもり
味わい深さを感じるデザイン

現場施工

①　素材・仕上げ：オーク・未塗装
②　枠外寸法（W×H）：988×2180 mm
③　税抜価格：￥667,000
④　ガラスタイプ：型ガラス(標準)
⑤　ガラスサイズ（W×H）：310×1688 mm
⑥　断熱性能：1.13Ｗ/㎡ｋ（計算値）

KG-SJ03（O）1022NEW

①　素材・仕上げ：耐水HDF
②　枠外寸法（W×H）：988×2180（mm）
③　断熱性能：0.9Ｗ/㎡ｋ（計算値）
④　税抜価格：¥405,000

KG-SJ00（HDF）1022NEW

①　素材・仕上げ：オーク・未塗装
②　枠外寸法（W×H）：988×2180（mm）
③　税抜価格：￥700,000
④　ガラスタイプ：型ガラス(標準)
⑤　ガラスサイズ（W×H）：512×1688 mm
⑥　断熱性能：1.19Ｗ/㎡ｋ（計算値）

KG-SJ05（O）1022NEW

KG00（T）-1022

玄関ドアのイメージを変える和風ドアデザインをご用意

KG66W66（T）-1021 KG50W73（T）-1521

防火設備品
¥629,000

①　オーク・未塗装
②　988×2080mm
③　¥549,000

KG94（O）-1021

KG94F（O）-1021

KG94（T）-1021

KG94F（T）-1021

KG93（T）-1022

KG93F（T）-1022

KG94（T）-1023

KG94F（T）-1023

メンテナンス

木材保護塗料を塗らないと、ドアは写真
のような状態になります。
（気象条件、湿度等設置場所によって異
なります。）

ドアの表面はホコリやチリで汚れてい
ます。水を含ませたスポンジや、布等
で軽くこすります。
※痛みがひどい場合はカビ抜き、アク
抜きをし、素地調整を行って下さい。

表面がきれいになり、乾燥させたら木
材保護塗料／カラーオイルステインを
やわらかい布地に浸し、ドア本体、枠
の木部に塗ってください。
※防腐、防カビ、塗装との併用をおす
すめいたします。

木材保護塗料を塗ったあとは新品同様
になります。

チークドアの簡単なメンテナンス。いつまでも美しい色合いが保てます。

注）表面材質がチークの場合に限ります。

天然の木を使った製品ですので、ひとつひとつ違った表情の木目があらわれます。また、木製品には定期的なお手入れが必要です。
お手入れをしていただく事で、天然木の質感や木が齢を重ねていく事での味わいを、長くお楽しみいただけます。お手入れを怠ると、
かさつき・割れ・剥離等を起こしやすくなります。また、天然木の為に、カビの生えやすい場所では、注意してお手入れしていただく
事をお勧めいたします。

Maintenance

断熱性に優れたトリプルガラスを使用。
ガラス構成は内⇒中⇒外で Low-E4mm-12
mm（アルゴンガス）-型（コッツウォルド）
-12mm（アルゴンガス）-Low-E4mmです。
ガラスのU値　0.7W/ ㎡ K
日射侵入率　0.53

4mm
フロート
板ガラス

5mm
フロート
型板ガラス

4mm
フロート
板ガラス

乾燥空気層
12mm コッツウォルド（型）

ガラス構成

※KG-SJ00（HDF）1022の扉厚は45mmのため、12mmの材料を両側に貼り付けると、総扉
厚は69mmとなります。9mmよりも薄い、あるいは12mmより厚い材料は貼ることができ
ませんのでご注意ください。

※KG-SJ00（HDF）は半完成品のため
SwedenDoorの品質保証の対象外
となります。
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