
プロディ 住宅スタイルを選ばないオーソドックスな意匠性 飾り⽴てることのない、スタンダードな味わいを魅せるドアシリーズ

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

サムターンつみまみを取りはずすことにより、

万⼀ガラスを破られても⼿では解錠できません︕

ロックセット

下部シリンダーのボタンを押すだけで

サムターンつまみを取りはずせます。

ドアガードにロック機構を装備し防犯性を

高めました。ロック状態は緑色のマークで

確認できます。

ロック付ドアガード

GMC
マットシルバー

BKC
ホットブラウン

UC
シャンパングレイ

WH
ホワイト

一般仕様

P15 P17P12P11

BKC

P18

GMC UC WH BKC

P28

D17D12

PM LN

D11

UC

DN

デライト上質なデザインに柔らかでやさしい木調柄が映える、

ナチュラルテイストドアシリーズ

LN

DN

PM

LN

DN

PM

LN

DN

PM
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BKC
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WH

GMC

BKC
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WH

GMC

BKC
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GMC

BKC

UC
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GMC

BKC

UC

WH

BKC

UC

WH

LN
ライトウォールナット

DN
ダークウォールナット

PM
ディープマホガニー
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C13型 C11型 C14型 C12型 C15型 

Line up  商品ラインアップ 

C18型 C16型 C19型 C17型 C20型 

充実した快適性能。 

荷物を持ったままでも、子どもを抱っこしてても、おサイフケータイ® 対応機種やカードキー、リモコンキーでらくらく解

錠できる。さらに賢く進化したLIXILのエントリーシステムが、カギの開け閉めをさらに便利に快適にします。 

高い防犯性能を装備。 

セキュリティサムターン 

サムターンが取り外せるので、ガラスを破

られたり、ドアに穴を開けられても、不正解

錠される心配はありません。 

２つの鎌付デッドボルト 

メイン箱錠に加え、サブ箱錠も「こじ破り」対策に有効な

鎌付デッドボルト仕様です。 

ケガを防ぐ「安心構造」 

ドアを閉めたときのすき間を13.5mm確保。このすき間と分

厚いパッキンにより、万一指先をはさんでもケガをしにくい

構造です。 

新エントリーシステムに対応。 

滑りにくい「くつずり」 

雨で玄関まわりが濡れていても、スリップしにくいゴム製の

「くつずり」を採用。転んでケガをするなど万一の事故を予

防します。 

※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 

玄関ドア 特長紹介/コンテンポラリースタイル プレナス 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 140221 

C83型 C24型 C84型 C41型 

Contemporary 
和と洋のクラシカルな様式と、現代的なセンスをほ

どよく融合させたスタイル。落ち着いた色使いやエ

レガントな外観など、邸宅と呼ぶにふさわしい重厚

感が特徴です。 

伝統と先進がバラ

ンスよく調和するコ

ンテンポラリースタ

イルは、住まう人の

気品あふれる暮ら

しを感じさせます。 

のデザイン・色については 

2014年4月発売となります。 



充実した快適性能。 

荷物を持ったままでも、子どもを抱っこしてても、おサイフケータイ® 対応機種やカードキー、リモコンキーでらくらく解

錠できる。さらに賢く進化したLIXILのエントリーシステムが、カギの開け閉めをさらに便利に快適にします。 

玄関ドア 特長紹介/ナチュラルモダンスタイル 

高い防犯性能を装備。 

セキュリティサムターン 

サムターンが取り外せるので、ガラスを破

られたり、ドアに穴を開けられても、不正解

錠される心配はありません。 

N17型 

N14型 

N41型 

N16型 

Line up  商品ラインアップ 

２つの鎌付デッドボルト 

メイン箱錠に加え、サブ箱錠も「こじ破り」対策に有効な

鎌付デッドボルト仕様です。 

ケガを防ぐ「安心構造」 

ドアを閉めたときのすき間を13.5mm確保。このすき間と分

厚いパッキンにより、万一指先をはさんでもケガをしにくい

構造です。 

新エントリーシステムに対応。 

滑りにくい「くつずり」 

雨で玄関まわりが濡れていても、スリップしにくいゴム製の

「くつずり」を採用。転んでケガをするなど万一の事故を予

防します。 

※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 

プレナス 

Natural Modern 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 140221 ※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 140221 

現代的なデザインに、自然の風合いでぬくもりを添

えるスタイル。やわらかな木目と、透明感のあるガ

ラスや金属などをバランスよく調和させる柔軟性が

特徴です。 

先進的でありなが

ら、あたたかな印

象のナチュラルモ

ダンスタイルは、住

まう人のやさしさと、

自然体の暮らしを

感じさせます。 

のデザイン・色については 

2014年4月発売となります。 



充実した快適性能。 

荷物を持ったままでも、子どもを抱っこしてても、おサイフケータイ® 対応機種やカードキー、リモコンキーでらくらく解

錠できる。さらに賢く進化したLIXILのエントリーシステムが、カギの開け閉めをさらに便利に快適にします。 

玄関ドア 特長紹介/洋風スタイル 

高い防犯性能を装備。 

セキュリティサムターン 

サムターンが取り外せるので、ガラスを破

られたり、ドアに穴を開けられても、不正解

錠される心配はありません。 

T14型 T11型 T12型 

Line up  商品ラインアップ 

２つの鎌付デッドボルト 

メイン箱錠に加え、サブ箱錠も「こじ破り」対策に有効な

鎌付デッドボルト仕様です。 

ケガを防ぐ「安心構造」 

ドアを閉めたときのすき間を13.5mm確保。このすき間と分

厚いパッキンにより、万一指先をはさんでもケガをしにくい

構造です。 

新エントリーシステムに対応。 

滑りにくい「くつずり」 

雨で玄関まわりが濡れていても、スリップしにくいゴム製の

「くつずり」を採用。転んでケガをするなど万一の事故を予

防します。 

※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 

プレナス 

T33型 T34型 

Traditional 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 140221 

南欧や北欧、英国、北米など、欧米各地に伝わる

建築様式を採り入れたスタイル。鋳物やステンドガ

ラスなど、伝統的な洋風装飾が演出する華やかさ

や親しみやすさが特徴です。 

古き良き欧米の伝統が

軽やかに息づく洋風ス

タイルは、そこに住まう

家族のあたたかさを感

じさせます。 

のデザイン・色については 

2014年4月発売となります。 



Line up  商品ラインアップ 

充実した快適性能。 

荷物を持ったままでも、子どもを抱っこしてても、おサイフケータイ® 対応機種やカードキー、リモコンキーでらくらく解

錠できる。さらに賢く進化したLIXILのエントリーシステムが、カギの開け閉めをさらに便利に快適にします。 

高い防犯性能を装備。 

セキュリティサムターン 

サムターンが取り外せるので、ガラスを破

られたり、ドアに穴を開けられても、不正解

錠される心配はありません。 

２つの鎌付デッドボルト 

メイン箱錠に加え、サブ箱錠も「こじ破り」対策に有効な

鎌付デッドボルト仕様です。 

ケガを防ぐ「安心構造」 

ドアを閉めたときのすき間を13.5mm確保。このすき間と分

厚いパッキンにより、万一指先をはさんでもケガをしにくい

構造です。 

新エントリーシステムに対応。 

滑りにくい「くつずり」 

雨で玄関まわりが濡れていても、スリップしにくいゴム製の

「くつずり」を採用。転んでケガをするなど万一の事故を予

防します。 

※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 

玄関ドア 特長紹介/シンプルモダンスタイル プレナス 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 140221 

Simple Modern 
余分な装飾を排し、すっきりとしたライン構成でシン

プルに仕上げるスタイル。キュービック型の外観や、

色彩での対比など、既存の住宅スタイルにとらわれ

ない先進性が特徴です。 

都会的でシャープ

な印象のシンプル

モダンスタイルは、

住まう人の洗練さ

れたセンスを感じさ

せます。 

M41型 

M11型 

M44型 

M12型 

のデザイン・色については 

2014年4月発売となります。 


