
 

GENUINE WOODEN SASH（ARIA STYLE）
PRICE LIST

[TOKYO]  HARMONIA GALLERY   ☎03-6911-3151  📠03-3347-1727
[OSAKA]  ATELIER FURNITECTURE   ☎06-6783-1824  📠06-6783-1844

✉  info@aria-aura.jp

×

×

×

×

×

×

×

¥173,800

¥170,500

¥167,200

¥134,200

¥132,000

¥130,900

●プライスリストの記載内容は国内向け、2022年10⽉1⽇現在のものです。

ガラス

備考

製作⼨法（ご参考）
窓種 W H

1,500 ~ 2,700mm

・記載価格はペアガラス込みの価格となります。

 ※Low-Eやアルゴンガス⼊りのペアガラス、

・オプションハンドルは別途となります。

樹種（内部側）

引き分け+両袖FIX W6,000×H2,200mm

ケースメント
W750×H1,200mm

サイドハング（窓）
W750×H1,200mm

フィックス
W750×H1,200mm

ドレーキップ
W750×H750mm

ダブルドア
W1,500×H1,200mm

¥1,827,100

¥1,735,800

¥1,698,400

¥1,678,600

¥1,201,200

¥1,141,800

¥1,118,700

¥1,103,300

¥1,460,800

¥1,387,100

¥130,900

¥140,800

¥134,200

¥1,358,500

¥1,335,400

MULTI FRAME

BLACK WALNUT

サイドターン
W750×H1,200mm

トップターン
W750×H1,200mm

オーニング
W750×H1,200mm

¥181,500 -¥181,500 ¥94,600 ¥330,000 ¥181,500 ¥140,800

BLACK CHERRY

WHITE OAK

HARD MAPLE

¥311,300

¥305,800

¥300,300

¥132,000

HEBE SCHIEBE

BLACK CHERRY

BLACK WALNUT

WHITE OAK

HARD MAPLE

⽚引き+FIX W4,000×H2,200mm 引き違い W4,000×H2,200mm

サイドハング(ドア) ※サイドハング窓は別途 800 ~ 1,000mm 1,700 ~ 2,400mm

アルミクラッド（外部側）サイドハング（窓）※サイドハングドアは別途 600 ~ 900mm 800 ~ 1,800mm

※上記製作⼨法はご参考となります。建物⽴地や設置箇所により、製作範囲が変わりますので、
 詳細な製作⼨法につきましては、ご希望のサイズと合わせ、別途お問合せください。

オーニング 500 ~ 1,500mm 500 ~ 1,200mm

フィックス 600 ~ 2,100mm 600 ~ 2,100mm

  トリプルガラス等をお求めの際は、別途お問合せ下さい。

・記載価格に網⼾は含まれておりません。（別途お問合せください）

トップターン 600 ~ 1,300 600 ~ 1,700

 へーべシーべ 引き違い・⽚引き+FIX 1,800 ~ 3,600mm

-

-

-

¥173,800 ¥90,200

¥88,000

¥86,900

¥170,500

¥167,200

¥173,800

¥170,500

¥167,200

BLACK WALNUT HARD MAPLEBLACK CHERRY WHITE OAK

BLACK DARK BRONZE SILVEROFF WHITE

※海外輸⼊品のため、数量・お選び頂いたものにより、数週間のお時間を

要する場合がございますので、別途お問合せください。

価格につきましては都度お問合せくださいますよう、お願い申し上げます。（2022/12/01現在）
※⽊材およびガラス材の急激な価格変動に伴う⼀時措置となります。

ご不便をおかけいたしますが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

価格につきましては都度お問合せくださいますよう、お願い申し上げます。（2022/12/01現在）
※⽊材およびガラス材の急激な価格変動に伴う⼀時措置となります。

ご不便をおかけいたしますが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

●記載価格はいずれも税込みの価格となります。
●記載価格には取付費、及び運搬・諸経費は含まれておりません。（別途御⾒積いたしますので、お問合せください）
●製品には天然⽊を使⽤しておりますので、製品ごとに⾊や杢⽬が異なります。

●仕様により⾦額は異なりますので、詳細は都度お⾒積りいたします。
●記載の内容、製品の仕様につきましては、その改善・改良を⽬的として、予告なく変更になる場合がございます。



 

GENUINE WOODEN SASH（CLASSIC STYLE）
PRICE LIST

[TOKYO]  HARMONIA GALLERY   ☎03-6911-3151  📠03-3347-1727
[OSAKA]  ATELIER FURNITECTURE   ☎06-6783-1824  📠06-6783-1844

✉  info@aria-aura.jp

×

×

×

×

×

×

×

●プライスリストの記載内容は国内向け、2022年10⽉1⽇現在のものです。

・Classic Styleには【 防⽕認定品 】もございます、
 詳細は別途お問合せください。

800 ~ 1,800mm

フィックス 600 ~ 2,100mm 600 ~ 2,100mm

ドレーキップ 600 ~ 1,300mm 600 ~ 1,800mm

オーニング 500 ~ 1,500mm 500 ~ 1,200mm

備考

※上記製作⼨法はご参考となります。建物⽴地や設置箇所により、製作範囲が変わりますので、
 詳細な製作⼨法につきましては、ご希望のサイズと合わせ、別途お問合せください。

窓種

1,800 ~ 3,600mm 1,500 ~ 2,700mm

W H

 へーべシーべ 引き違い・⽚引き+FIX

ケースメント 600 ~ 1,100mm 600 ~ 1,700ｍｍ

サイドハング（窓）※サイドハングドアは別途 600 ~ 900mm

・記載価格はペアガラス込みの価格となります。

 ※Low-Eやアルゴンガス⼊りのペアガラス、

  トリプルガラス等をお求めの際は、別途お問合せ下さい。

・記載価格に網⼾は含まれておりません。（別途お問合せください）

・オプションハンドルは別途となります。

製作⼨法（ご参考） ガラス 樹種

エナメル仕上 ¥108,900 ¥108,900 ¥49,500 ¥104,500 ¥216,700

¥238,700 ¥121,000 ¥129,800 ¥129,800

¥108,900 ¥116,600 ¥116,600

ニヤトー ¥121,000 ¥121,000 ¥56,100 ¥115,500

ベイヒバ ¥108,900 ¥108,900 ¥49,500 ¥104,500 ¥216,700 ¥108,900 ¥116,600 ¥116,600

エナメル仕上 ¥561,000 ¥684,200

¥216,700 ¥108,900

¥958,100

MULTI FRAME

ケースメント
W750×H1,200mm

サイドハング（窓）
W750×H1,200mm

フィックス
W750×H1,200mm

ドレーキップ
W750×H750mm

ダブルドア
W1,500×H1,200mm

サイドターン
W750×H1,200mm

トップターン
W750×H1,200mm

オーニング
W750×H1,200mm

¥116,600 ¥116,600ベイマツ ¥108,900 ¥108,900 ¥49,500 ¥104,500

ベイヒバ ¥561,000 ¥684,200 ¥958,100

ニヤトー ¥616,000 ¥753,500 ¥1,054,900

HEBE SCHIEBE

⽚引き+FIX W4,000×H2,200mm 引き違い W4,000×H2,200mm 引き分け+両袖FIX W6,000×H2,200mm

ベイマツ ¥561,000 ¥684,200 ¥958,100

ベイマツ ベイヒバ ニヤトー

CLEAR LIGHT 

BROWN

DARK 

BROWN

WALNUT 

LOOK

EBONY

DRIFT-WOOD 

LOOK

OPAL WHITE MAHOGANY 

LOOK

NATURAL 

BROWN
TEAK LOOK

JET BLACK

OFF WHITENEZU

TERRE 

BROWN

着⾊仕上 エナメル仕上

※海外輸⼊品のため、数量・お選び頂いたものにより、数週間のお時間を

要する場合がございますので、別途お問合せください。

価格につきましては都度お問合せくださいますよう、お願い申し上げます。（2022/12/01現在）
※⽊材およびガラス材の急激な価格変動に伴う⼀時措置となります。

ご不便をおかけいたしますが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

価格につきましては都度お問合せくださいますよう、お願い申し上げます。（2022/12/01現在）
※⽊材およびガラス材の急激な価格変動に伴う⼀時措置となります。

ご不便をおかけいたしますが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

●記載価格はいずれも税込みの価格となります。
●記載価格には取付費、及び運搬・諸経費は含まれておりません。（別途御⾒積いたしますので、お問合せください）
●製品には天然⽊を使⽤しておりますので、製品ごとに⾊や杢⽬が異なります。

●仕様により⾦額は異なりますので、詳細は都度お⾒積りいたします。
●記載の内容、製品の仕様につきましては、その改善・改良を⽬的として、予告なく変更になる場合がございます。


