


住空間に溶け込むスマートデザイン

アクセントになる存在感

異なる性質を融合し新たなステージへ



無垢のフローリングに合う、
モダン障子、リビング障子

自由な発想で
あなただけの特別な空間演出
心休まる一時をお届けします。

リビング障子



時代に左右されない
上質な空間創り

ビンテージモデル

Collection
Sanitary
SANKA



室内ドア

突板塗装鏡面仕上げ

Lumiere

厳選された唯一無二な天然木を磨きにこだわった鏡面仕上げと

天然木本来の素材を活かしたスーパーマット仕上げ、輝きを追求した

Mirror white coating（鏡面白塗装）、その鮮烈かつスタイリッシュな

デザインで見るものを魅了いたします。

ルミエール「光」という名の
フラッグシップモデル。

対応商品
　開き戸・引き戸・クローゼット・収納扉

室内ドア：鏡面ウォールナット／アルティメット仕様
形式記号：GLMU2-79-WP

収納扉：艶消しオーク／3枚開収納
形式記号：GL3SF2-79-OP

天然木 鏡面仕上げ
オークメイプル ウォールナット

塗装 鏡面仕上げ
ホワイト グレー オレンジ ボルドー



塗装 仕上げ
ピーチ オレンジ ボルドー ネイビー

ダーク
ブラウンホワイト グレー

スカイ
ブルー

天然木 ３分艶仕上げ
オークメイプル ウォールナット シナ

室内ドア
天然木突き板仕上げ
ウレタン塗装マット仕上げ

優雅でスタイリッシュな存在で魅了し続けたい、
本物を身近に感じてほしいその精神（こころ）で生まれた逸品。
天然木本来の落ち着きあるマット仕上げ。
シンプルかつスタイリッシュなMatte-WhiteCoating（艶消し白塗装）
これから住む家に希望に満ちた空間をお届けいたします。

エスポワール「希望」という名の
アーティスティックモデル。

対応商品
開き戸・引き戸・クローゼット・収納扉

室内ドア：オーク／4枚引違い
形式記号：GL4TF2-170-O

室内ドア：オーク(横目)／引戸
形式記号：GLHＡ2-165-O

収納扉：ウォールナット/巾特注
形式記号：GLSF2-79-W

Espoir



対応商品
開き戸・引き戸
クローゼット・収納扉

室内ドア：開き戸
形式記号：GLDF2-79-K

室内ドア：引き戸
形式記号：GLHF2-170-K

レーヴ「夢」という名のローコストモデル。
ローコストでありながらも内部構造は上位モデルをそのままに表面材・金物のみをローコスト化。
特殊コートされた強化紙面材をホワイト・ブラックに設定、極限までローコストにこだわった商品。
「家を建てる」そんな夢や希望に満ち溢れた気持ちを大切にしたい。その想いから生まれた
ハイクオリティー・ローコスト。スタイリッシュな洗練されたフォルムを身近に感じていただけます。

Reve(強化コート紙仕上げ)

室内ドア

特殊シート

別注色に関しましては「大日本印刷株式会社」様の
「WSサフマーレ」シリーズからお選びいただけます。
上記以外からお選びの場合はご相談ください。
ご要望の色によってはお応えできない場合が
ございます

ホワイト 別注色ブラック



他の障子紙(プレート)は「株式会社ワーロン」様の
「ワーロンプレート」シリーズよりお選びいただけます
別注一般和紙をお選びの場合はご相談下さい。
ご要望の障子紙(プレート)によっては、お応えできな
い場合がございます

障子紙(プレート)
ホワイト
フォール雲竜 無地一般和紙

室内ドア：3枚引違い格子戸
形式記号：GL3TKS2-170

室内ドア：引違い障子戸
形式記号：GLTSJ2-170

フローリングに合うモダン障子
クゥール「心」という名の和モダンテイスト

Coeur
現在の住空間にマッチしたシンプルかつ大胆な
デザイン、木の持つやわらかさぬくもりを身近に
感じていただけます。



インテリアムはこれまで培ってきた
技術と実績により、お客さまの創造するものを
形に変えて提供していきます。
住空間とは住む人が心安らぐ場所でなければならないと考える。
住む人が創造するものを少しでも形に変え、見て、触れて喜んで頂けるものづくりをする。
インテリアムはこれからもその想いを胸にお客様と共にものづくりをしていきます。

規格デザインを最低限にし、ニーズに合わせて制作可能。
規格デザインをフラットタイプ・スリットガラスタイプ・框戸タイプに絞り、
お客様のニーズに合わせて制作を行うオーダーメイドに対応しております。
ご希望のデザインを可能な限り作製致します。

全てのバリエーションに2方枠・天井高2400mm対応。

面材の表裏貼分けも可能
写真は、オーク/メイプル

規格寸法をH=2400に設定することにより、特寸による価格UPを無くし
W900・H2400以内であればミリ単位でご注文頂けます。【Ｗ＝900、H=2400以上も特注対応可】
（3方枠もお選びいただけます。上枠代金がプラスされます。）
※規格は910モジュール・105角（3.5寸）対応。オプションにて120角（4寸）対応しております。

内部構造へのこだわり。
ハイドアでは特に反りの問題が発生いたします。その問題を最小限に抑えるため
内部構造体に鉄芯を組み込むことで反りの発生を抑制、また特殊なハニカム材を内部一面に入れる
ことで塗装商品には致命的な表面の波うちを極限まで無くし、よりきれいな仕上がりを実現して
おります。



※カタログの色と実物とは異なる場合がございます。実際の色はサンプル品をご確認ください。

サンプルのご請求は「info@interium.co.jp」

ドアカラーは規格色で25種
さらに別注色対応により
100種以上のバリエーション
と無限に広がります。

ドアデザインと組み合わせる
ことで、オリジナルドアの作製
が可が可能。

特殊シート

別注色に関しましては「WSサフマーレ」シリーズ
からお選びいただけます。
上記以外からお選びの場合はご相談ください。
ご要望の色によってはお応えできない場合が
ございます

ホワイト 別注色ブラック

天然木 鏡面仕上げ
オークメイプル ウォールナット

天然木 ３分艶仕上げ
オークメイプル ウォールナット シナ

塗装 鏡面仕上げ
ホワイト グレー オレンジ ボルドー

塗装 仕上げ
ピーチ オレンジ ボルドー ネイビー

ダーク
ブラウンホワイト グレー

スカイ
ブルー

他の色をご希望の場合はご相談ください。
ご希望の色によってはお答えできない場合
がございます

他の障子紙(タフトップ/プレート)もお選びいただけます
別注一般和紙をお選びの場合はご相談下さい。
ご要望の障子紙(タフトップ/プレート)によっては、
お応えできない場合がございます

障子紙(タフトップ/プレート)
ホワイト
フォール雲竜 無地一般和紙

カラーバリエーション

フラッシュ戸　別注シートデザイン　別注ハンドル　ルーター加工によるピクトグラム明かり窓 四方框戸　別注ガラスデザイン

規格デザインを元に様々なアレンジに対応

※デザイン画等から作製用図面に書き起こします。
　規格デザインから大きく異なる場合は作製できない場合がございます。

・スリットの位置、巾をアレンジ
・四方框戸のガラス部分の素材を変更
・フラットドアにルーター加工でオリジナル採光窓作成
・桟の本数の増減
・ペット用出入り口
・その他ご要望に応じて対応いたします

クローゼット 収納扉

クゥール

障子 格子

ルミエール・エスポワール・レーヴ・共通デザイン

開き戸 引き戸

四方框四方框フラット スリット フラット スリット

ドアデザイン



標準品

プルノブ引手 type-3 回転取手
ポケット仕様時

ドアハンドル
type-3

表示器 間仕切器 シリンダー錠

開き戸用

表示器 間仕切器 シリンダー錠

引き戸用

床付け戸当たり
type-1

床付け戸当たり
type-2

ドアストッパー
建具取付タイプ

引手 type-1 引手 type-2 引手 Black 引手 White

ドアハンドル
type-1

ドアハンドル
type-2

ドアハンドル
Black

ドアハンドル
White

オプション

オプションパーツに関して
掲載しているパーツ以外をご希望される場合は「メーカー名」「型番」をお知らせください。
当社でご用意致します。当社でご用意できない場合はお客様に御支給をお願いしております。

扉の印象を大きく変える装飾品
ハンドル一つで雰囲気が変わる

ドアアクセサリー



アレンジオーダーメイドで
理想的な空間創りをサポート

家具職人が創り出す
世界に一つだけ
あなただけの特別な逸品

IRS-100
天然木本来の素材を最大限に活かし
匠の技術を集結したハイグレードモデル。
細部にまで拘ったその造形美は至高の空間
を演出します。

上下2段の引き出しで大容量の収納力
下段引出しには高さ20cm程度の容器なら
スッキリ収納できるスペースを確保

IRS-200

シンプルなデザインながらも木の表情、温かみを活かした
自然の趣を感じる仕上げ。
深さのある引出しは普段使いの小物をスッキリと収納でき
る大容量仕様

IRS-300



ホワイト クリーム ブラウン ライトグレー ダークグレー ブラック

石調
ホワイト ブラック

単色

キャビネット・ボウル・水栓がセットになった
オールインワンモデル
収納スペースはオープンボックスタイプで
使用頻度の高い小物の収納に便利です。

IRS-600
キャビネット・ボウル・水栓がセットになった
オールインワンモデル
洗面周りの日用品をスッキリ収納できる引出しタイプ。

IRS-610

シンプルなデザインでありながら、触れていたくなる
滑らかなウェーブ、ホワイトは統一感のある優しい空間を、
ブラックは鋭くシックな空間を演出します。

IRS-400








