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建築標準仕様書





陶器瓦の 1/２の軽量性や､耐衝撃･耐久性能､防火･防水性能など､
優れた基本性能を持つｽﾚｰﾄ瓦｡
KMEW のｸｱｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞは､ﾄｯﾌﾟｺｰﾄに高品質･高均一のｱｸﾘﾙｺｰﾄを採用
することにより､美しさと強さを兼ねそろえています｡
自然感あふれる樹皮ﾃｲｽﾄは､暮らしに優しさ繊細さのｲﾒｰｼﾞを与え､
ｼﾝﾌﾟﾙなﾃﾞｻﾞｲﾝは､どのようなﾗｲﾌｽﾀｲﾙにも良く似合う
仕上がりとなっております｡

標準屋根仕様

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2018.08本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2018.08

※商品の色 ・ 材質感等は実際と異なる場合があります。 またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、 予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

ＣＣ２２１Ｐ
ココナッツ・ブラウン

ＣＣ２４１Ｐ
ウォルナット・ブラウン

ＣＣ２６２
ネオ・ブラック

ＣＣ２２５Ｐ
シルバー・ホワイト

ＣＣ２３５Ｐ
アイス・シルバー

ＣＣ２７５Ｐ
パール・グレイ

ＣＣ２４７
アイリッシュ・グリーン

ＣＣ２７７
ウェザード・グリーン

ＣＣ２２３ＡＷ
メロウ・オレンジ

ＣＣ２９３ＡＷ
ボルドー・レッド

ＣＣ２９１
グラス・ブラウン

ＣＣ２２６
ミッドナイト・ブルー



クォーツサイト調のデザインでいつまでも飽きのこないタイルが玄関を彩ります。

   CNI-30-15 CNI-30-25      CNI-30-35

CNI-30-25

CNI-30-45      CNI-30-55

CNI-30-55

玄関ポーチタイル 標準仕様 コニックⅡ

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。 現物カットサンプルを参照のうえ、色をお決めください。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2022.03



玄関ドア・サッシ標準仕様 （防火・準防火地域用）

Ｄ３４型

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ ｱｲﾘｯｼｭﾊﾟｲﾝ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ

Ｄ４１型

Ｐ１４型

Ｄ１１型

ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ ｱｲﾘｯｼｭﾊﾟｲﾝ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ

◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ

Ｓ２０型

◆ﾁｰｸ

◆ﾁｰｸ

ハンドル：Ｄ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

内観

※内観

内観

内観

親子ドア選択可

Ｇ１１型

ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾓｶ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ

Ｇ１２型

ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾓｶ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ

Ｍ１１型

（把手:ｼﾙﾊﾞｰ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）
◆ﾁｰｸ ◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ 内観

◆ﾁｰｸ ◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ 内観
(把手異なります)

ハンドル：Ｄ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

(把手異なります)

ハンドル：Ｄ型 ブラック色室内側：木目調（樹脂）

(把手異なります)

ハンドル：Ｄ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

ハンドル：Ｓ型 室内側：木目調（樹脂）

(把手異なります)

（把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）

ハンドル：Ｓ型 室内側：木目調（樹脂）

（把手:ｼﾙﾊﾞｰ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） (把手異なります)

ハンドル：Ｆ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

(把手異なります)

ハンドル：Ｓ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

◆ﾁｰｸｸﾘｴﾓｶ

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ ｱｲﾘｯｼｭﾊﾟｲﾝ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ ◆ﾁｰｸ 内観 親子ドア
(把手異なります) (子扉：採光無)

Ｓ１４型 親子ドア選択可 ハンドル：Ｓ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ

ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ ◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ 内観 親子ドア
(把手異なります) (子扉：採光無)

◆ｵｰｸﾗｽﾃｨｯｸｵｰｸﾁｪﾘｰｳｯﾄﾞ

P２０型 ハンドル：Ｆ型 室内側：木目調（樹脂）

ｸﾘｴﾓｶ ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ ◆ﾁｰｸｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ 内観
(把手異なります)（把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）（把手:ｼﾙﾊﾞｰ）

Ｍ１２型 ハンドル：F型 室内側：木目調（樹脂）親子ドア選択可

内観 親子ドア
(把手異なります) (子扉：採光無)

■玄関ドア：ジエスタ２防火戸
枠基本寸法

親子 Ｗ=1240㎜ Ｈ=2330㎜

片開き Ｗ=924㎜ Ｈ=2330㎜

カードキー３枚
ＣＡＺＡＳ＋
(電池式)

ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾓｶﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝｸﾞﾚｲｯｼｭｵｰｸ 内観

国土交通大臣認定
防火設備

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ ｸﾘｴﾗｽｸｸﾞﾚｲｯｼｭｵｰｸ
（把手:ｼﾙﾊﾞｰ）（把手:ｼﾙﾊﾞｰ） （把手:ｼﾙﾊﾞｰ）

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝｸﾘｴﾓｶ ｾﾞﾝｵｰｸ
（把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）

(把手異なります)

※防犯ガラスではありません。

本仕様は予告無く変更される場合があります。2021.05

※ハンドルＳ型は、鍵穴がカバーで隠れた仕様となります。
※扉色◆マーク付：浮造り調仕様となります。

※商品の色・材質感は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。



Ｄ３４型

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ ｱｲﾘｯｼｭﾊﾟｲﾝ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ

Ｄ４１型

Ｐ１４型

Ｄ１１型

ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ ｱｲﾘｯｼｭﾊﾟｲﾝ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ

◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ

Ｓ２０型

◆ﾁｰｸ

◆ﾁｰｸ

内観

※内観

内観

内観

親子ドア選択可

Ｇ１１型

ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾓｶ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ

Ｇ１２型

ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾓｶ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ

Ｍ１１型

（把手:ｼﾙﾊﾞｰ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）
◆ﾁｰｸ ◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ 内観

◆ﾁｰｸ ◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ 内観
(把手異なります)

(把手異なります)

ハンドル：Ｄ型 ブラック色室内側：木目調（樹脂）

(把手異なります)

ハンドル：Ｄ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

ハンドル：Ｓ型 室内側：木目調（樹脂）

(把手異なります)

（把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）

ハンドル：Ｓ型 室内側：木目調（樹脂）

（把手:ｼﾙﾊﾞｰ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） (把手異なります)

ハンドル：Ｆ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

(把手異なります)

ハンドル：Ｓ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

◆ﾁｰｸｸﾘｴﾓｶ

ｴｸﾘｭｱｲﾎﾞﾘｰ ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ ｱｲﾘｯｼｭﾊﾟｲﾝ ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ ◆ﾁｰｸ 内観 親子ドア
(把手異なります) (子扉：採光無)

Ｓ１４型 親子ドア選択可 ハンドル：Ｓ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ

ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ ◆ﾁｪｽﾅｯﾄ ◆ﾊﾟｲﾝ 内観 親子ドア
(把手異なります) (子扉：採光無)

◆ｵｰｸﾗｽﾃｨｯｸｵｰｸﾁｪﾘｰｳｯﾄﾞ

P２０型

ｸﾘｴﾓｶ ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ ◆ﾁｰｸｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ 内観
(把手異なります)（把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）（把手:ｼﾙﾊﾞｰ）

Ｍ１２型 ハンドル：F型 室内側：木目調（樹脂）親子ドア選択可

内観 親子ドア
(把手異なります) (子扉：採光無)

■玄関ドア：ジエスタ２

本仕様は予告無く変更される場合があります。2021.05

※ハンドルＳ型は、鍵穴がカバーで隠れた仕様となります。
※扉色◆マーク付：浮造り調仕様となります。

ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾓｶﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ ｾﾞﾝｵｰｸ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝｸﾞﾚｲｯｼｭｵｰｸ 内観

グレイッシュオーク ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝｸﾘｴﾓｶ ｾﾞﾝｵｰｸ
（把手:ｼﾙﾊﾞｰ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ） （把手:ﾌﾞﾗｯｸ）

(把手異なります)

親子ドア

(子扉：採光有)

親子ドア選択可 ハンドル：Ｄ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）

親子ドア

(子扉：採光有)

ハンドル：Ｄ型 ブラック色 室内側：木目調（樹脂）親子ドア選択可

(子扉：採光無)

親子ドア

親子ドア選択可 ハンドル：Ｆ型 室内側：木目調（樹脂）

枠基本寸法

親子 Ｗ=1240㎜ Ｈ=2330㎜

片開き Ｗ=924㎜ Ｈ=2330㎜

カードキー３枚
ＣＡＺＡＳ＋
(電池式)

※防犯ガラスではありません。

※商品の色・材質感は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。写真はジェスタ２です。ジエスタ２防火戸の場合は網入りガラスとなります。

玄関ドア・サッシ標準仕様 （非防火地域用）

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ
（把手:ｼﾙﾊﾞｰ）

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ
（把手:ﾌﾞﾗｯｸ）

ｸﾘｴﾗｽｸ
（把手:ｼﾙﾊﾞｰ）

ｱﾝﾃｨｰｸｵｰｸ



※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。　※本仕様は予告無く変更される場合があります。

※写真はすべてイメージです。  ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

特殊金属膜
（Low-E膜）

特殊金属膜
(Ｌｏｗ－Ｅ膜)

カラーバリエーション

（アルミ色）

外観色・内観色

シャイングレー

ナチュラルシルバー

ホワイト

ブラック

シャッター付引違い窓

単体引違い窓 上げ下げ窓ＦＳ 上げ下げ窓ＦＳ
面格子 ： ヒシクロス

縦すべり出し窓
( カムラッチ )

横すべり出し窓
( カムラッチ )

採風勝手口ドアＦＳ
面格子 ： 横

FIX 窓
( 内押縁タイプ )

従来品アルミPG窓

画像はイメージです。

A4・A4F

内倒し窓

高所用横すべり出し窓※画像はサーモス L

テラスドア
※サーモス L になります

防火・準防火地域限定　■アルミＰＧ窓：防火戸 Ａ４Ｆ 非防火地域限定　■アルミＰＧ窓： Ａ４国土交通大臣認定 防火設備

シャッター付引違い窓

単体引違い窓 上げ下げ窓ＦＳ 上げ下げ窓ＦＳ
面格子 ： ヒシクロス

縦すべり出し窓
( カムラッチ )※画像は A4

横すべり出し窓
( カムラッチ )※画像は A4

採風勝手口ドアＦＳ
面格子 ： 横

FIX 窓
( 内押縁タイプ )

内倒し窓

高所用横すべり出し窓※画像はサーモス L

開き網戸

テラスドア
※防火戸 FG-L になります

2021.10

アルミＰＧ窓：防火・準防火地域限定 A4F/非防火地域限定 A4サッシ標準仕様

クレセント

障子が確実に閉まって

いない場合、クレセント

が最後まで回らない仕

組みになっているため空

かけ状態になることがな

く確実にロックがかけら

れます。
トリガーが受けに押され、ロックが解除されるとクレセントが回り施錠されます。

トリガー

【専用ガラス】 高断熱複層網入りガラス

炎の貫通を防ぎ、ガラスの温度上昇を
抑制する［高断熱複層網入りガラス］を採用

A

B

C 透明網または型網

LOW-Eグリーン

A︓室外ガラス

B︓空気層１２ｍｍ

C︓室内ガラス

【専用ガラス】 遮熱高断熱複層ガラス

ガラス面積の15％拡大を実現

A

B

C LOW-Eグリーン

ガラス総厚22ｍｍ

透明または型

A︓室外ガラス

B︓空気層１６ｍｍ

C︓室内ガラス

住まいはもっと､心地よくなれる｡ 住まいの心地よさを考えるとき、最も重要なカギを握るのが、窓や玄関などの開口部です。外と内を隔てることで、より快適で安心な暮らしへ。外と内をつなぐことで、光や風が身近に感じられる暮らしへ。窓やドア次第で、住まいはもっと、心地よくなれる。

TOSTEMは、50年以上に渡って窓とドアを革新し、新たな心地よさを創造し続けてきました。昨日よりも、今日よりも、もっと心地よい明日のために。これからもTOSTEMは、最先端の技術と変わらぬ志で、窓とドアから心地よさを変えていきます。

フレームをスリム化し、ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを

採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積

の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

Ａ４ / Ａ４Ｆ当社従来品

ガラス面積

１５％

アップ

※縦すべり出し窓

  W640×H1170

  サイズの場合

ワイドな枠出幅で厚壁化に対応。

躯体掛かり３６㎜で前垂れ抑制。

枠出幅を５２㎜と大きく確保すること

で、通気工法や厚壁化に対応。

前垂れを抑制するために、躯体掛かり

寸法を３６㎜確保し、住宅の高耐久化

に貢献します。

※イメージ

サブロック

サブロックの形状を薄くし、戸車

と並べて配置することで下桟の

高さを小さくしています。また、

万一、不審者が侵入しようとした

場合に、侵入までの時間をかせ

ぎ、侵入をあきらめさせる心理効

果も期待できます。

基本性能 ※一部該当しない品種・機種があります。

Ａ-４（２）等級
すきま風による冷気、暖気の流入を

抑えて、断熱性能をさらに高めます。

気密性能

等級２・等級３（住宅性能表示）
クルマの騒音など外からの音の侵入や、

楽器などの室内から外への音漏れも抑えます。

遮音性能

Ｗ-４（３５）等級
高い水密性能で室内への

雨水の浸入を防ぎます。

水密性能

Ｓ-３（１６０）等級
安心の耐風圧性能を実現しました。

耐風圧性能

高い断熱性能の効果により、

結露を軽減します。

防露性能

３.４９Ｗ/（㎡・Ｋ）以下相当熱貫流率

※平成28年省エネルギー基準建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率

　 （一般複層ガラス／Low-E複層ガラス（空気層7㎜以上14㎜未満））

新テクノロジー構造で、断熱性と眺望性をＵＰ

防犯・安全性能

障子ストッパー

障子ストッパーと

排水孔を一体化さ

せることで見た目

をすっきりとさせ

ています。

障子レール

下枠に溜まった水を排

出するレールの切欠きを

トンネル状にすること

で、見た目をすっきりさ

せ、さらに清掃時等にひ

っかけてケガをする心配

がありません。

外倒し窓
※サーモス L になります

外倒し窓
※防火戸 FG-L になります

開き網戸 開き網戸 開き網戸

PRPSC0-210921-014



玄関ドア ・サッシ標準仕様（防火・準防火地域用）

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.09

■玄関ドア：ＶｅｎａｔｏＤ３０防火 枠基本寸法：片開き Ｗ＝９２２㎜ Ｈ＝２３３０㎜
：親子 Ｗ＝１２３５㎜ Ｈ＝２３３０㎜

N05

F06

C04

E01

E08

（片開き・親子共選択可） 洋風カーブハンドル ※親子ドア（子扉：採光部無）

ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸﾊﾆｰﾁｪﾘｰ 桑炭 ﾌﾟﾗﾁﾅｽﾃﾝｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰ ｶｰﾑﾌﾞﾗｯｸｽﾓｰｸﾋｯｺﾘｰ ｶﾞﾄｰｱｶｼｱ ﾋﾞﾀｰｽﾄｰﾝ ｻﾌｧｲｱﾌﾞﾙｰ ﾙﾋﾞｰﾚｯﾄﾞ ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ

洋風カーブ
ハンドル

ストレート
ハンドル

内観

ｼﾅﾓﾝｵｰｸﾊﾞﾆﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄﾏｷｱｰﾄﾊﾟｲﾝ ｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰ ｱｲｽﾌﾞﾙｰﾉﾁｪ 内観

（取手:ｼﾙﾊﾞｰ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ）

内観

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙﾅｯﾄ

（取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ）

（片開き・親子共選択可） ストレートハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

（片開き・親子共選択可） 洋風カーブハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ

ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸ

ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸﾊﾆ-ﾁｪﾘｰ 桑炭 ｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰ ﾌﾟﾗﾁﾅｽﾃﾝ ｶｰﾑﾌﾞﾗｯｸ 内観

ｶﾞﾅｯｼｭｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｼﾅﾓﾝｵｰｸﾊﾞﾆﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ ﾏｷｱｰﾄﾊﾟｲﾝ ｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰｱｲｽﾌﾞﾙｰﾉﾁｪ ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸ ｶﾞﾅｯｼｭｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ﾊﾞﾆﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸ ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ 内観

洋風カーブ
ハンドル

ストレート
ハンドル

（電気錠 直結100Ｖ）

（片開き・親子共選択可） ストレートハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

（片開き・親子共選択可） ストレートハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

ストレート
ハンドル

ブラックネット クリアネット

サッシ形状一覧

引違い窓
片上げ下げ窓

横すべり出し窓

勝手口ドア
（上げ下げ通風）

縦すべり出し窓

外倒し窓 内倒し窓

ＦＩＸ窓
開き窓テラス

シャッター付
引違い窓

［開口部の仕様別日射熱取得率（平成28年省エネルギー基準・木造）］
当一覧表は、国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準
に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」に準じています。

■防火窓Ｇシリーズ アルミ複層 商品特⾧

アルミ複層障子
ガラス溝幅
２６mm

アルミ

樹脂アングル枠

網入複層
ガラス

■ カラーバリエーション
内外同色

■ クリアネット

耐風圧性能

気密性能

水密性能

遮音性能
等級2

Ａ-４

Ｗ-４

Ｓ-３

（住宅型式性能
認定による）

耐熱強化複層ガラス

３．４９

建具の仕様
ガス封入

（二重）複層 されていないＬow-E複層

ガラスの仕様
中空層の仕様 日射熱取得率

熱貫流率

10㎜以上 ０．３２

中空層厚さ 日射遮蔽型

外観色

CM

内観色

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（H2）

ホワイト
（YW）

ピュアシルバー
（S1）

※耐熱強化複層ガラスは、使用していない
物件もございます。

■ 基本性能

通風量
2割アップ

68％ 74％

ブラックネット

クリアネット

開口が
20％小さく

ブラックネット

クリアネット

1.2㎜角 0.9㎜角

凹凸があり、
すき間がある
ためホコリが
たまりすい

凹凸が少なく、
すき間が少な
いためホコリが
たまりにくい

□ 眺望性アップ
□ 通風性アップ

□ 防虫性アップ

□ 清掃性アップ

オペレーターハンドル
(固定網戸)

オペレーターハンドル
(固定網戸)

・型板ガラスの設定はございません。
・熱処理の影響により、通常の板ガラスと
比較し、反射像のゆがみが大きくなります。

Ｌow-E複層ガラス （ブルー）

タグキー 非常用鍵

タグキー 3個
非常用鍵 2本
ピタットＫｅｙ

タグキーを近づけて開閉
ディンプルキータイプ

非常用収納カギ

を内蔵



アルミ 樹脂ｱﾝｸﾞﾙ

■玄関ドア：ＶｅｎａｔｏＤ３０ 枠基本寸法：片開き Ｗ＝９２２㎜ Ｈ＝２３３０㎜
：親子 Ｗ＝１２３５㎜ Ｈ＝２３３０㎜

N05

F06

C04

E01

E08

■ 基本性能

■ 複層ガラス障子

■ サッシ：フレミングＪ

※一部窓種・サイズにより上記性能に該当しないものがあります。

□カラーバリエーション

（片開き・親子共選択可） 洋風カーブハンドル ※親子ドア（子扉：採光部無）

ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸﾊﾆｰﾁｪﾘｰ 桑炭 ﾌﾟﾗﾁﾅｽﾃﾝｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰ ｶｰﾑﾌﾞﾗｯｸｽﾓｰｸﾋｯｺﾘｰ ｶﾞﾄｰｱｶｼｱ ﾋﾞﾀｰｽﾄｰﾝ ｻﾌｧｲｱﾌﾞﾙｰ ﾙﾋﾞｰﾚｯﾄﾞ ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ

樹脂アングル枠

複層ガラス
（Ｌow-Eガラス仕様）

洋風カーブ
ハンドル

ストレート
ハンドル

内観

サッシ形状一覧

ｼﾅﾓﾝｵｰｸﾊﾞﾆﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄﾏｷｱｰﾄﾊﾟｲﾝ ｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰ ｱｲｽﾌﾞﾙｰﾉﾁｪ 内観

（取手:ｼﾙﾊﾞｰ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ）

内観

ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝｸﾞｳｫｰﾙﾅｯﾄ

（取手:ｼﾙﾊﾞｰ） （取手:ｼﾙﾊﾞｰ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ）（取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ） （取手:ﾌﾞﾗｯｸ）

（片開き・親子共選択可） ストレートハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

（片開き・親子共選択可） 洋風カーブハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ

引違い窓 片上げ下げ窓

横すべり出し窓

通風ドア（横格子））

縦すべり出し窓

外倒し窓 内倒し窓

ＦＩＸ窓 テラスドア

シャッター付
引違い窓

ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸ

ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸﾊﾆｰﾁｪﾘｰ 桑炭 ｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰ ﾌﾟﾗﾁﾅｽﾃﾝ ｶｰﾑﾌﾞﾗｯｸ 内観

ｶﾞﾅｯｼｭｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ｼﾅﾓﾝｵｰｸﾊﾞﾆﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ ﾏｷｱｰﾄﾊﾟｲﾝ ｺｺﾅｯﾂﾁｪﾘｰｱｲｽﾌﾞﾙｰﾉﾁｪ ｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸ ｶﾞﾅｯｼｭｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ

ﾊﾞﾆﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｼｮｺﾗｳｫｰﾙﾅｯﾄｷｬﾗﾒﾙﾁｰｸ ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ
内観

耐風圧

気密

水密

遮音

※引違い窓の場合はＷ-３

断熱
平成２８年省エネルギー基準 熱貫流率3.49W/㎡・K
※建具の仕様による。空気層10㎜以上の複層ガラス仕様時。

住宅性能表示音環境透過損失（外壁開口部）等級2
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。

Ａ-４

Ｗ-４

Ｓ-３

樹脂アングルを採用した「フレミング Ｊ」。
結露を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制。

標準装備の複層ガラスは遮熱・断熱、省エネ性能にも優れ、
より快適な住まいを実現します。

外障子部
１５.０℃

フレミングII→３.６℃内障子部

樹脂アングル 樹脂アングル

アングル部表面温度解析

１７.２℃
フレミングII→１０.７℃

室内温度：２０℃
室外温度：０℃
相対湿度：６０％

◆ 境界条件/JIS設定置
室外側表面熱伝達率；19.23［Ｗ/(ｍ2・Ｋ)］
室内側表面熱伝達率；8.94［Ｗ/(ｍ2・Ｋ)］
室外側雰囲気温度；0［℃］
室内側雰囲気温度；20［℃］

◆ 当社計算値

伝熱開口 W；1690[mm]
ガラス仕様；複層ガラス(3mm+A6+3mm)

◆ 解析対象

フレミングＪ 一般サッシ

アングル部にほとんど結露
はみられません。

アングル部に結露
がみられます。

カームブラック プラチナステン ホワイトピュアシルバー

アルミ 樹脂ｱﾝｸﾞﾙ アルミ 樹脂ｱﾝｸﾞﾙ アルミ 樹脂ｱﾝｸﾞﾙ アルミ 樹脂ｱﾝｸﾞﾙ

B1 B7 H2 S1 YW

ブラウン

B7B1 H2 EQS1

■ 樹脂アングル

部品色DG 部品色DG 部品色YW部品色YS部品色A3

洋風カーブ
ハンドル

ストレート
ハンドル

玄関ドア ・サ ッシ標準仕様（非防火地域用）
タグキー 3個
非常用鍵 2本
ピタットＫｅｙ

（電気錠 直結100Ｖ）

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.09

（片開き・親子共選択可） ストレートハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

（片開き・親子共選択可） ストレートハンドル ※親子ドア（子扉：採光部有）

ストレート
ハンドル

カムラッチハンドル
(上げ下げロール網戸)

カムラッチハンドル
(上げ下げロール網戸)

タグキー 非常用鍵

非常用収納カギ

を内蔵

ディンプルキータイプ
タグキーを近づけて開閉



■外観図（寸法図） 単位：mm

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.10

※商品の色、材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承ください。
※写真はすべてイメージです。

テレビドアホンワイヤレスセット２・４タイプ 品番：ＷＳ−２４Ａ

あなたに代わって来客応対

■撮像範囲と取付位置



2022.4.1現在

ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ・ TOTO (2204仕様) LIXIL (2204仕様)

ｼﾘｰｽﾞ名 OFELIA　　※ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ AS

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ ｽﾏｰﾄﾌｰﾄﾞ ｽﾏｰﾄﾌｰﾄﾞ　3色

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ前幕板 鋼　製 扉同質面材

吊戸棚 ｵﾌﾟｼｮﾝ 　（取手レス扉） ｵﾌﾟｼｮﾝ　 （取手レス扉）

食洗機 浅型 浅型

ｶﾞｽｺﾝﾛ ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ（無水片面焼きｸﾞﾘﾙ） ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ（無水片面焼きｸﾞﾘﾙ）

人大ｶｳﾝﾀｰ 3色 1色

ｼﾝｸ形状･色 人工大理石　3色 人工大理石　5色

水栓 浄水器内蔵 浄水器内蔵

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ扉色 31色（高圧ﾒﾗﾐﾝ扉） 30色

ﾌﾛｱｷｬﾋﾞ扉取手 ﾗｲﾝ(4色)･ﾊﾝﾄﾞﾙ（2色）及び、扉一体型タイプ ﾗｲﾝ(3色)･ﾊﾝﾄﾞﾙ（4種類）

引出しｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞ機能 ○ ○

ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ 4色(ﾎｰﾛｰ仕様) 3色

小物関係 洗剤ﾗｯｸ・包丁差し・引出ﾄﾚｲ 洗剤ﾗｯｸ・まな板立て・包丁差し

ｶｳﾝﾀｰ高さH=800変更 オプション ○ (差額無し)

ｶｳﾝﾀｰ高さH=900変更 ○ (差額無し)　※ﾌﾗｯﾄ対面仕様の場合はｵﾌﾟｼｮﾝ ○ (差額無し)

ﾌﾗｯﾄ対面耐力壁ﾀｲﾌﾟ ○ (差額無し)　※ｼﾝｸ：ｽﾃﾝﾚｽ製 ○ (差額無し)

ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ オプション オプション

ｼﾘｰｽﾞ名 CLine　ﾌﾛｰﾄﾀｲﾌﾟ CLine　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ ELICIO　　※ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ Piara

ｻｲｽﾞ　W=900･750 ○ ○ ○ ○

扉形状 ｵｰﾌﾟﾝ 両開き 両開き 両開き

ﾐﾗｰ 収納1面鏡 収納３面鏡 収納３面鏡 収納３面鏡

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形状 ﾌﾛｰﾄ ﾌﾗｯﾄ ﾌﾗｯﾄ ﾌﾗｯﾄ

ｼｬﾜｰ水栓位置 水平面（吐水のみ） 水平面 垂直面（ﾊｲﾊﾞｯｸｶｳﾝﾀｰ） 垂直面（ﾊｲﾊﾞｯｸｶｳﾝﾀｰ）

ｼｬﾜｰ水栓材質 有機ｶﾞﾗｽ系（ﾎﾜｲﾄ） 有機ｶﾞﾗｽ系（ﾎﾜｲﾄ） メッキ（ｼﾙﾊﾞｰ） メッキ（ｼﾙﾊﾞｰ）

ｶｳﾝﾀｰ色 1色 1色 1色 1色

扉色 5色（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ色：扉なし） 5色 31色（高圧ﾒﾗﾐﾝ扉） 4色

扉取手 なし ﾗｲﾝ ﾗｲﾝ ﾊﾝﾄﾞﾙ

吊戸棚 (W900) ｵﾌﾟｼｮﾝ ｵﾌﾟｼｮﾝ オプション オプション

ｼﾘｰｽﾞ名 sazana Sﾀｲﾌﾟ　　※TOTO AX

浴室TV 16ｲﾝﾁ（ﾂｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ） 16ｲﾝﾁ（ﾂｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ）　

カラー 弊社指定８パターン 弊社指定８パターン

他 床ワイパー洗浄（きれい除菌水） ×

浴槽材種・形状･排水栓 FRP ･ 3種類・ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式  FRP ･ 2種類・ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ 節水ｺﾝﾌｫｰﾄｳｴｰﾌﾞ・ﾜﾝｸﾘｯｸ式 ﾜﾝｸﾘｯｸ式

ｼｬﾜｰﾌｯｸ ﾒﾀﾙﾌｯｸ 2個 ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ

カウンター/収納棚 ○（お掃除ﾗｸﾗｸｶｳﾝﾀｰ） / 2段 ○（脱着可能） / 2段

照明（LED） ｼｰﾘﾝｸﾞ照明（天井付）LED 天井付ﾊﾟﾈﾙﾀﾞｳﾝﾗｲﾄLED 3灯

断熱材 浴槽　/　床（W断熱構造:ほっカラリ床） 浴槽　/　床 (１階設置のみ)

風呂ﾌﾀ 巻ﾌﾀ 巻ﾌﾀ

手摺 × ×

ﾌﾗｯﾄ天井(ﾊｲﾊﾟﾈﾙ仕様H=2150) ﾌﾗｯﾄ天井(ﾊｲﾊﾟﾈﾙ仕様H=2200)

階上設置：ﾌﾗｯﾄ天井（H=2,000） 階上設置：ﾌﾗｯﾄ天井(H=2,000)

※準耐火2階設置の場合：床段差有 ※準耐火2階設置の場合：床段差有

※本仕様は予告なく変更になる可能性がございます

設備メーカー 仕様比較表

Panasonic (2106仕様)

ｷｯﾁﾝ

Vｽﾀｲﾙ

ｽﾏｰﾄﾌｰﾄﾞ 　2色

鋼　製

ｵﾌﾟｼｮﾝ　 （取手レス扉）

浅型 （ｼﾙﾊﾞｰ or ﾌﾞﾗｯｸ）

ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ（無水片面焼きｸﾞﾘﾙ）

3色

人工大理石　 6色

浄水器内蔵

15色

ﾗｲﾝ･ﾊﾝﾄﾞﾙ（4種類）

○

1色

洗剤ﾗｯｸ・包丁差し

○ (差額無し)

○ (差額無し)

○ (差額無し)

オプション

洗面
化粧台

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

オフローラ

16ｲﾝﾁ（ﾂｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ）

弊社指定８パターン

×

FRP ・1種類 ･ ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式

ﾜﾝｸﾘｯｸ式

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ

○ / 2段

ﾌﾗｯﾄﾗｲﾝLED

浴槽　/　床 (１階設置のみ)

断熱組ﾌﾀ（3点ﾌｯｸ）

×

天井形状

ﾌﾗｯﾄ天井(ﾊｲﾊﾟﾈﾙ仕様H=2150)

階上設置：ﾌﾗｯﾄ天井（H=2,000）

※準耐火2階設置の場合：床段差有



㈱イーカム

※商品の色・在質感等は実際と異なる場合があります。また、プランによっては一部実現できないものや、
オプション品がふくまれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

パナソニック株式会社 ハウジング事業分 広域開発営業所 2021.06

フロアユニット

ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラクです。

●ホーロートップガスコンロ 幅600mm

【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色

操作：プッシュ&レバー式 全口温度ｾﾝｻｰ

<LESG32Q1V> 

外炎式

すべての火口にセン
サーを搭載し、「調理
油過熱防止装置」、
「立ち消え安全装
置」、「消し忘れ消火
機能」の3つの安全
機能を標準装備。

全バーナー
温度センサー＆
消し忘れ消火機能搭載

ウォールユニット
高さ ７00mm

耐震ロック
ウォールユニットが振動す
ると、自動的にロックされま
す。

取っ手レス扉

image

扉柄

ウォールユニット カウンター 加熱機器

食器洗い乾燥機 浅型
【シルバー色】<LES45RS7SD>
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすい
フルオープン
【ブラック色】< LEE45RS7KD >

操作しやすいビッグレバー。
浄水器内臓混合水栓。（タカギ製）

ホワイト（RW）

プレーン柄（３mm厚）

スマートフードⅡ（シロッコファン）

【シルバー色】 照明付

レンジフード 水栓 キッチンボード食器洗い乾燥機

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやす
く収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフト
クロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。

ソフトクロージング機構

コンロ下スライド シンク下スライド
image

食洗機下スライド
image

※ブラック色も選べます。

サンドベージュサンドグレー

サンドホワイト

280℃油鍋と
350℃の空焚
き鍋を20分放
置後、変色、
ふくれなし。

ハンドル（HCE）

ハンドル（HAA）

ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ｿﾌﾄｵｰｸﾄ柄 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ ﾈｲﾋﾞｰ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ

ハンドル（ＨＤＡ）

木目（鏡面）

木目（マット）

アルミライン（ＬＣＡ）

単色（鏡面）

ペイントウッド柄ヴィンテージ
メタル柄

ヴィンテージ
ブラウン柄

キレイ・清潔、

おそうじラクラク。 スキマレスシンクムーブラックタイプ

ピンク

グリーングラーノホワイト

グレー

シンクと一体成型の排水口なの
で汚れが溜まりにくく、お手入れ

ラクラク

カウンターとシンクの継ぎ目の
すきまをなくしました。

アミカゴゴミが
集まりやすく、
捨てやすい形状

目皿も取り外して洗えます。

選べる６色のシンク

普段は正面においてある洗剤ラックをサイドに移動する
ことが出来ます。シンク中央が広く使え、大きな鍋やまと
め洗いもゆっくり洗いやすくなります。

作業に合わせて移動
できる洗剤ラック

カームグレー カームベージュ

パナソニックキッチン標準仕様 リビングステーション Ｖスタイル Ｉ 型 ２５５０mm 2106仕様

スマートフードⅡ（シロッコファン）

【ブラック色】 照明付



㈱イーカム

※商品の色・在質感等は実際と異なる場合があります。また、プランによっては一部実現できないものや、
オプション品がふくまれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

パナソニック株式会社 ハウジング事業分 広域開発営業所 2021.06

フロアユニット

V-style

パナソニックキッチン

ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラクです。

外炎式

すべての火口にセン
サーを搭載し、「調理
油過熱防止装置」、
「立ち消え安全装
置」、「消し忘れ消火
機能」の3つの安全
機能を標準装備。

全バーナー
温度センサー＆
消し忘れ消火機能搭載

image

扉柄

フラット対面耐力壁プラン 加熱機器

操作しやすいビッグレバー。
浄水器内臓混合水栓。（タカギ製）

ホワイト（RW）

プレーン柄（３mm厚）

レンジフード 水栓 キッチンボード食器洗い乾燥機

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやす
く収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフト
クロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。

ソフトクロージング機構

コンロ下スライド シンク下スライド
image

食洗機下スライド

空間を広く感じさせ、家族のコミュニケー
ションを広げます。

image

スキマレスシンクムーブラックタイプ （スラくるネット付）

食器洗い乾燥機 浅型
【シルバー色】<LES45RS7SD>
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすい
フルオープン
【ブラック色】< LEE45RS7KD >

※ブラック色も選べます。

サンドベージュサンドグレー

サンドホワイト

280℃油鍋と
350℃の空焚
き鍋を20分放
置後、変色、
ふくれなし。

●ホーロートップガスコンロ 幅600mm

【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色

操作：プッシュ&レバー式 全口温度ｾﾝｻｰ

<LESG32Q1V> 

プレーン柄（３mm厚）

キレイ・清潔、

おそうじラクラク。 スキマレスシンクムーブラックタイプ

ピンク

グリーングラーノホワイト

グレー

シンクと一体成型の排水口なの
で汚れが溜まりにくく、お手入れ

ラクラク

カウンターとシンクの継ぎ目の
すきまをなくしました。

アミカゴゴミが
集まりやすく、
捨てやすい形状

目皿も取り外して洗えます。

選べる６色のシンク

普段は正面においてある洗剤ラックをサイドに移動する
ことが出来ます。シンク中央が広く使え、大きな鍋やまと
め洗いもゆっくり洗いやすくなります。

作業に合わせて移動
できる洗剤ラック

カームグレー カームベージュ

ハンドル（HCE）

ハンドル（HAA）

ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ｿﾌﾄｵｰｸﾄ柄 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ ﾈｲﾋﾞｰ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ

ハンドル（ＨＤＡ）

木目（鏡面）

木目（マット）

アルミライン（ＬＣＡ）

単色（鏡面）

ペイントウッド柄ヴィンテージ
メタル柄

ヴィンテージ
ブラウン柄

パナソニックキッチン標準仕様 リビングステーション Ｖスタイル フラット対面耐力壁プラン Ｌ＝２５８５mm 2106仕様

スマートフードⅡ（シロッコファン）

【シルバー色】 照明付

スマートフードⅡ（シロッコファン）

【ブラック色】 照明付



㈱イーカム

※商品の色・在質感等は実際と異なる場合があります。また、プランによっては一部実現できないものや、
オプション品がふくまれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

パナソニック株式会社 ハウジング事業分 広域開発営業所

ミラー

洗面ドレッシング [シーライン ]

ヒーターを使っていない、全面くもらない
ミラー

・電気代ゼロ
・消し忘れの心配不要

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め

加工を施しているから、前面くっきりクリア。

業界初

カウンター

■３面鏡 （LED照明付・ミドルミラーなし）

（センターミラーのみ）

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

フロアキャビネット

■開き扉タイプ

扉柄

NEW

【すっきり家電収納】
ミラー内部にコンセントを設置しているので

収納したまま充電できます。

メイクにも便利な３面鏡。

ｲﾒｰｼﾞ

ｲﾒｰｼﾞ

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

■扉柄 タイプＣ

ホワイト

ライン取っ手

■扉柄 タイプＢ

ソフトウォールナット柄 アルベロブラック柄（光沢） アルベロホワイト柄（光沢）

横木目 アルベロ柄

【ささっと排水口】

掃除しにくかったフチの
スキマをなくしました。 写真は幅９００タイプイメージボール容量：12L

【ウェットエリア】

石鹸や濡れ物など、カウンターに

置きたくないものを置けるエリア。

600㎜ 150㎜150㎜

360㎜

165㎜

継ぎ目がなく、お手入れしやすい

「洗面ボール一体型カウンター」
水に濡れたものを置くのに便利な

「ウエットエリア」95㎜

60㎜

水栓まわりを

３度傾斜設計にし、

おそうじにも配慮。

３°

ソフトオーク柄

パナソニック 洗面ドレッシング標準仕様 ＣＬｉｎｅ スタンダードプラン 奥行き５３０mmタイプ Ｗ＝９００mm 2106仕様

水栓

□スワンネック

お湯と水との境目を
クリック感でお知らせ

□マルチシングルレバーシャワー スゴピカタイプ

汚れをサッと
ふきとれる

吐水部を左右に９０度
首振りできる

□キレイスト（タカギ製）

■オプション水栓

ウルトラファインバブル機能で
洗浄力が約3.5倍

洗浄力を保ちながらも家計にうれしい
節水効果 （節水効果約22.8％）

2021.09



㈱イーカム

※商品の色・在質感等は実際と異なる場合があります。また、プランによっては一部実現できないものや、
オプション品がふくまれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

パナソニック株式会社 ハウジング事業分 広域開発営業所

ミラー

洗面ドレッシング [シーライン ]

カウンター

■１面鏡５００ 収納付
（扉柄タイプＡ側面扉柄同色付/タイプB・Cはホワイト）

扉柄

NEW

パナソニック 洗面ドレッシング標準仕様 ＣＬｉｎｅ フロートタイプ 奥行き５３０mmタイプ Ｗ＝９００mm 2106仕様

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄

化粧水、
歯ブラシ
等さっと
収納！

フロートタイプ

本体

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

【ささっと排水口】

掃除しにくかったフチの
スキマをなくしました。 写真は幅９００タイプイメージボール容量：12L

【ウェットエリア】

石鹸や濡れ物など、カウンターに

置きたくないものを置けるエリア。

600㎜ 150㎜150㎜

360㎜

165㎜

継ぎ目がなく、お手入れしやすい

「洗面ボール一体型カウンター」
水に濡れたものを置くのに便利な

「ウエットエリア」95㎜

60㎜

３°

タイプＡ

2021.09

水栓

□スワンネック

お湯と水との境目を
クリック感でお知らせ

□マルチシングルレバーシャワー

スゴピカタイプ

汚れをサッと
ふきとれる

吐水部を左右に９０度
首振りできる

□キレイスト（タカギ製）

■オプション水栓

ウルトラファインバブル機能で
洗浄力が約3.5倍

洗浄力を保ちながらも家計にうれしい
節水効果 （節水効果約22.8％）

□マルチシングルレバー洗面 スゴピカタイプ



㈱イーカム

※商品の色・在質感等は実際と異なる場合があります。また、プランによっては一部実現できないものや、
オプション品がふくまれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

パナソニック株式会社 ハウジング事業分 広域開発営業所 2021.06

パナソニックバスルーム

こだわりの厳選アイテムをとりいれた
新しいバスルームがついにデビュー。

浴槽

FRP浴槽

ピュアホワイト ナチュラル

ペールグリーン ローズ

その他

乾くやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のパターンが同一方向にそ
ろうグリッド加工と床のスミが立ち上がってお掃除しやすい床です。

床・浴槽エプロン 水栓

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

浴槽エプロン

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ 単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

壁柄Ｃ アクセントパネル仕様

肩まわりゆったり

座れるフランジつかめるフランジ

ポップアップ排水栓

半身浴ステップ浴槽形状 エスライン浴槽

保温浴槽Ⅱ ＋断熱組フタ
断熱組フタ

【床立ち上げ】
床のスミまでスポンジが
届きやすくお掃除しやす
い形状です。

カウンター

ウェーブカウンター

ピュア
ホワイト

ベージュ ライト
ブラック

洗面器を置いてもゆとりのあるカウンター

※イメージ

浴室テレビ

ミラー・収納棚

天井・照明・換気扇

オートルーバー
暖房換気乾燥機

リモコン

フラット天井/フラットラインLED照明

LED照明

スイングドア
ホワイト 段差５mm

●タオル掛けＡ

●地上デジタル浴室テレビ

ツインバード社製
１6型

※イメージ。画面はハメコミです。

スキットドア

スリムミラー

ライトシェルフ２段

ホワイト ブラック

＊色は水栓ｶﾊﾞｰ色と
同じになります。

パナソニック バスルーム標準仕様 オフローラ 1616サイズ 2106仕様

■鏡面仕様 ■マット仕様【アクセントパネル】 【アクセントパネル】

スタンダード水栓

ﾒｯｷﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾙﾊﾞｰﾎｰｽ･
ﾒﾀﾙﾜﾝﾀｯﾁｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ

ﾌﾞﾗｯｸ

ﾎﾜｲﾄ

※イメージＣＧのため実際の仕様とは異なる場合がございます。

ボタン１つで。２色の光の色に
切り替えられます。

ライン状のスマートなフォルムで浴室を引き立てる
あかり。LEDだから省エネ、長寿命。浴室内の空間
照度を確保しながら足元や床の隅もしっかり照らす
のでおそうじラクラクです。

スミピカフロア

３点フック

モザイクベージュ柄
＋GW柄

クレマストーン柄
＋GW柄

ウォールナット柄
＋GW柄

アンティークブラウン柄
＋PW柄

アンティークブラック柄
＋PW柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ブラウン柄
＋PW柄

ダークマーブル柄
＋PW柄

ガラスタイルブラック柄
＋PW柄

フラットラインLED照明（調色）
（白色・電球色）1灯

白色 電球色

オプション ウルブロZ

オプション

ホワイト色 シルバー色

ウルトラファインバブルを発生させたお風呂にご入浴いただく
ことで保温効果をはじめ、洗浄効果、肌水分量の向上といった
美容効果も期待できます。



㈱イーカム

※商品の色・在質感等は実際と異なる場合があります。また、プランによっては一部実現できないものや、
オプション品がふくまれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

パナソニック株式会社 ハウジング事業分 広域開発営業所 2021.06

ミディアムグレー

ピュアホワイト

単色ミディアムホワイト

ピュアホワイトピュアホワイト

単色ミディアムホワイト

ピュアホワイト

単色ミディアムグレー

単色ミディアムホワイト

ピュアホワイト

Ａ pattern

Ｅ pattern

Ｃ patternＢ pattern

Ｈ patternＧ patternＦ pattern

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【ＦＲＰ浴槽】 【床】

パラレルホワイト柄

ピュアホワイト

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター】

ライトブラック

【水栓カバー】

ブラック

【テレビ】

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【床】

モザイク硝子ブラウン柄

パラレルホワイト柄

【浴槽エプロン】

ピュアホワイト

単色ミディアムホワイト

【ウェーブカウンター】

ライトブラック

【水栓カバー】

ブラック

【テレビ】

ブラック

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【床】

アンティークブラウン柄

パラレルホワイト柄

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター】

ピュアホワイト

【水栓カバー】

ブラック

【テレビ】

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【床】

アンティークブラック柄

パラレルホワイト柄

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター】

ライトブラック

【水栓カバー】

ブラック

【テレビ】

ブラック

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【FRP浴槽】 【床】

クレマストーン柄

グレイスホワイト柄

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター】

【水栓カバー】

ホワイト

【テレビ】

ホワイト

単色ミディアムベージュ

ミディアムベージュ

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【FRP浴槽】 【床】

ダークマーブル柄 ナチュラル

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター】

【水栓カバー】

ホワイト

【テレビ】

ホワイト

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【FRP浴槽】 【床】

モザイクベージュ柄

グレイスホワイト柄

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター】

【水栓カバー】

【テレビ】

単色ミディアムベージュ

ミディアムベージュ

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【FRP浴槽】 【床】

ウォールナット柄 ナチュラル

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター】

【水栓カバー】

ホワイト

【テレビ】

ホワイト

単色ミディアムグレーガラスタイルブラック柄

ピュアホワイト ライトブラック

単色ミディアムグレー

ブラック

パラレルホワイト柄

ピュアホワイト ホワイト

ホワイト グレイスホワイト柄

ピュアホワイト

Ｄ pattern

ピュアホワイト ピュアホワイト ピュアホワイト

ピュアホワイト

【ＦＲＰ浴槽】 【ＦＲＰ浴槽】 【ＦＲＰ浴槽】

パナソニック バスルーム標準仕様 オフローラ 1616サイズ 2106仕様

ブラック



C111111

No0000X-0000-0000X

作成：2022/00/00

ロッシュホワイト ロッシュベージュ

マイルドホワイト ライトベージュ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！

ホーロートップ

3口ガスコンロ

TN36V-60T
(パロマ）

間口60cm

片面焼きグリル

フェイス：シルバー

浄水機能付きハンドシャワー水栓

JY297MN-9NTNT1
（タカギ）

除去物質：16+2物質

ホーロー製の整流板で
お手入れをしやすいVRAMRKW-405A-SV（リンナイ）

(浅型
／フレーム有りタイプ)

シルバー

食器収納容量

40点

オフェリア

システムキッチン

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。
またプランによっては一部実現できないものや オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

レンジフード食器洗い乾燥機 加熱機器

水栓

タカラキッチン標準仕様 オフェリアオリジナルプランＩ型W=2550 2204仕様

扉カラー 高圧メラミン化粧板 31色
●鏡面単色 ●マット抽象

●鏡面木目

●マット木目

JCU10238C TJK10236C

TJK10240CTJK10239C

JK-800C

QNU6000CMKU-6000CM KU-6522CM KU-6614CM

AU-2598CMAYU2666CM NYU2682CM NYU363CM NYU1942CM

ANU2597CMANU10001CM LNU2664CM ANU2665CM

TYU10273CJCU536C TYU10274C TJK2680CTYU2250C TJK10006C TYU2686C TJK10051C

JCU533CJNX10191CTNU10201CTNU10200CTNX10199C

いつまでも色あせず、
耐久性バツグン。

アクリル人造大理石シンク（3色）

ホワイト

グレー
ベージュ

アクリル人造大理石（3色）
最高級クラスの人造大理石ならではの
落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。

ソリッド
ベージュ

ソリッド
ライトグレー

ソリッド
ホワイト

シンク・ワークトップ

足元スライドタイプ
ストック類や普段
使わない物を分類
して収納できます。

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

フロアキャビネット

※写真はイメージです
※吊戸棚はオプションにてご用意致します（壁付キッチンは標準）

ダークブラウン

【台輪カラー】2色

ホワイト

多彩なカラーが選べる。
インテリアコーディネートキッチン

J型引手

シルバー

パールブラウン パールホワイト パールベージュ

シルバー ブラック

11093シリーズレール引手

七宝レール引手

引手 7種類 ホーロークリーンパネル Hタイプ 4色

タカラオリジナルの
ホーロークリーンパネルは
金属とガラス、それぞれのいいところを
あわせもち、キッチン周りでも

もちろん大活躍

包丁差し

小物置き
(標準装備)

本仕様は予告無く変更される場合があります｡ 2022.04



C111111

No0000X-0000-0000X

作成：2022/00/00

ロッシュホワイト ロッシュベージュ

マイルドホワイト ライトベージュ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！

ホーロートップ

3口ガスコンロ

TN36V-60T
(パロマ）

間口60cm

片面焼きグリル

フェイス：シルバー

浄水機能付きハンドシャワー水栓

JY297MN-9NTNT1
（タカギ）

除去物質：16+2物質

ホーロー製の整流板で
お手入れをしやすいVRAMRKW-405A-SV（リンナイ）

(浅型
／フレーム有りタイプ)

シルバー

食器収納容量

40点

オフェリア

システムキッチン

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。
またプランによっては一部実現できないものや オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

レンジフード食器洗い乾燥機 加熱機器

水栓

2022年度標準仕様タカラキッチン標準仕様 オフェリアセミフラット対面プランW=2590 D=1040 2204仕様

扉カラー 高圧メラミン化粧板 31色

●鏡面単色 ●マット抽象

●鏡面木目

●マット木目

JCU10238C TJK10236C

TJK10240CTJK10239C

JK-800C

QNU6000CMKU-6000CM KU-6522CM KU-6614CM

AU-2598CMAYU2666CM NYU2682CM NYU363CM NYU1942CM

ANU2597CMANU10001CM LNU2664CM ANU2665CM

TYU10273CJCU536C TYU10274C TJK2680CTYU2250C TJK10006C TYU2686C TJK10051C

JCU533CJNX10191CTNU10201CTNU10200CTNX10199C

アクリル人造大理石（3色）
最高級クラスの人造大理石ならではの
落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。

ソリッド
ベージュ

ソリッド
ライトグレー

ソリッド
ホワイト

シンク・ワークトップ

足元スライドタイプ
ストック類や普段
使わない物を分類
して収納できます。

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

フロアキャビネット

※写真はイメージです。

ダークブラウン

【台輪カラー】2色

ホワイト

多彩なカラーが選べる。
インテリアコーディネートキッチン

J型引手

シルバー

パールブラウン パールホワイト パールベージュ

シルバー ブラック

11093シリーズレール引手

七宝レール引手

引手 7種類 ホーロークリーンパネル Hタイプ 4色

タカラオリジナルの
ホーロークリーンパネルは
金属とガラス、それぞれのいいところを
あわせもち、キッチン周りでも

もちろん大活躍

包丁差し

本仕様は予告無く変更される場合があります｡ 2022.04

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

Zシンク(ステンレスシンク)

小物置き(標準装備)



C111111

No0000X-0000-0000X

作成：2022/00/00

●レール引手

ハイバックカウンター ポリエステル系人造大理石

ホワイト

ポップアップつまみ色：シルバー

排水口 排水栓

FSL140KTTK
シングルレバー式シャワー水栓

※写真はイメージです。

ミラー裏にはたっぷり収納スペースを確保

背面まで一体成型だから
周囲に水がたまらず衛生的。

エリシオ

ドレッサー

毎日、家族みんなが使う場所だから。
デザインも使い勝手もこだわりたい。

●鏡面単色 ●マット抽象

●鏡面木目

●マット木目

JCU10238C TJK10236C

TJK10240CTJK10239C

JK-800C

QNU6000CMKU-6000CM KU-6522CM KU-6614CM

AU-2598CMAYU2666CM NYU2682CM NYU363CM NYU1942CM

ANU2597CMANU10001CM LNU2664CM ANU2665CM

TYU10273CJCU536C TYU10274C TJK2680CTYU2250C TJK10006C TYU2686C TJK10051C

JCU533CJNX10191CTNU10201CTNU10200CTNX10199C

ミラー

3面鏡（LED）

水栓カウンター

扉タイプ
抜群の収納力に背の高い物もスッキリ収まります。

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。
またプランによっては一部実現できないものや オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

キャビネット

ミラー裏にはたっぷりの収納スペース。
コンセント差し込み口：外に2個、内に1個

ミラー裏の収納スペースや
コンセントを設ける事で、
使いやすさに配慮しています。

質感の高い一体成型の
人造大理石カウンター。
継ぎ目がないからお手入れ
カンタン。ずっと清潔。

木製素材の中でも高級素材の
「高圧メラミン扉」を採用。
耐久性に優れた扉面材なので
丈夫で長持ち。

ダークブラウン ホワイト

【台輪カラー】2色

シャワーホースを引き出して使えます。

本仕様は予告無く変更される場合があります｡ 2022.04

タカラ洗面化粧台標準仕様 エリシオ W=900  2204仕様

扉カラー 高圧メラミン化粧板 31色



ゆるリラ浴槽（FRP浴槽）　※ 半身浴

入浴感と節水の両立タイプ

身体を支える面を増やすことで、関節にかかる力を

分散し、身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し、

立ち上がりがラクな浴槽フチを採用。更に浴槽内

ステップで節水効果も。

ワンプッシュ
排水栓

クレイドル浴槽（FRP浴槽）

ゆりかごに包まれるような新感覚

ヘッドレスト部分を高くして首当たりを気持ちよく、ま

たぎ込み部分は低くして、入りやすさに配慮。リム形

状は腕を掛けやすいように設計をしました。美しい

カーブと全身を包み込むような入浴感が特長です。

ワンプッシュ
排水栓

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2021.06本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2021.06

ＴＯＴＯ バスルーム 標準仕様　         サザナ   Ｓﾀｲﾌﾟ         １６１６サイズ               ２１０２仕様ＴＯＴＯ バスルーム 標準仕様　         サザナ   Ｓﾀｲﾌﾟ         １６１６サイズ               ２１０２仕様

ＴＯＴＯＴＯＴＯ
ＳＹＳＴＥＭ　ＢＡＴＨＲＯＯＭ
サザナ　Ｓタイプ

くつろぎも、クリーンも、さらに進化。

サザナは次のステージへ。

　　　　　　ＨＴＶ１６１６ＷＳＸ１＊＊

選べる浴槽

スクエア浴槽（FRP浴槽）

デザイン性と心地よさの融合

シャープな直線で構成された外観フォルムと、

首、背中をやさしく支えるフォルムが特長。

スタイリッシュな浴室空間を作れます。

断熱浴槽換気暖房乾燥機

脱衣所
リモコン

ランドリーパイプ
（１本付き）消費生活用製品安全法

「長期使用製品安全点検制度」対象商品

浴室換気暖房乾燥機
（１室換気・ＡＣ１００Ｖ・ランドリーパイプ１本付）

浴室テレビ

縦長ミラー
Ｗ=２９８
Ｈ=１１７５

ワンプッシュ
排水栓

プッシュブルハンドル

浴室に
入るとき

浴室から
出るとき

開き戸　
Ｗ=８００　Ｈ=２０００（ホワイト）

押す

引く

収納棚 タオル掛け/ふろふた

タオル掛け

シャッター式ふろふた

節水コンフォートウエーブシャワー

収納棚２段
（ライトシルバー）

お掃除ラクラクほっカラリ床

入った瞬間から心地よく、
床のお掃除もラクラク簡単

ご購入者の
満足度は

９３％

ＴＯＴＯの
新技術

写真はイメージです。

（ｲｰｶﾑ建売標準仕様）

キャッチした髪の毛をポイッと捨てられます。

スッと手を入れて
サッとひとふきするだけ。

ド　ア

浴槽

浴槽断熱材

冷気をシャットアウトするＷ断熱構造と、

思わず足を進めたくなるやわらかさ。

１６インチの大画面  ツインバード社製

ﾎﾜｲﾄ

ﾌﾞﾗｯｸ

（メタル調）

ウエーブ＆スプレーの
2つの水流で節水しながら
軽快な刺激のある浴び心地

炭素の膜で
水あかのこびり付きを防ぐ

面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり

皮脂汚れ

※「カラリ床」はＴＯＴＯの登録商標です。

親水パワーの効果で軽くこすれば汚れがスッキリ。
写真はイメージです。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。

※標準仕様にスライドバーは付きません。

※上記イラストの断熱風呂蓋は、
標準外となります

（抗菌・防カビ仕様）

ボタンひとつで「洗浄+除菌仕上げ」

床まわりのきれいがつづきます

ボタンを押すだけで

皮脂・角質汚れを洗い

流し、きれい除菌水で

除菌仕上げ。カビや

ピンク汚れの発生を

抑えます

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる
　場合が　場合がごござざいいまます。す。

※※天井高さ・形状は物件により異なります。天井高さ・形状は物件により異なります。

カウンターの奥まで手が
 届くからぐるりとすみずみ

まできれいに洗えます。

お掃除ラクラク排水口お掃除ラクラク鏡

シーリング照明（天井付）
（ＬＥＤランプ）

平天井 壁高さH=2150
（分割タイプ）

照明 ・ 天井

床ワイパー洗浄（きれい除菌水）

水栓 /お掃除ラクラクカウンター

※※浴槽横の手摺は標準外です。浴槽横の手摺は標準外です。
※※浴槽横の手摺は標準外です。浴槽横の手摺は標準外です。

床ワーパー洗浄
スイッチボタン付
（マルチリモコン）

三乾王

大粒の水玉が左右にスイング

しながら勢いよく吐水する

ウエーブ吐水を搭載。

スプレーシャワーとミックスに

よる適度な刺激感のある浴び

心地と節水を実現。



浴室TV
【ホワイト】

床 【ライトグレー ： ラグ調】

アクセントパネル
【クレアダークグレー】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰ浴槽
【ホワイト】

エプロン：ホワイト
カウンター ： ブラック

アクセントパネル
【クレアライトグレー】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰ浴槽
【ホワイト】

エプロン：ホワイト
カウンター ： ホワイト

アクセントパネル
【セイラン】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰ浴槽
【ホワイト】

エプロン：ホワイト
カウンター ： ホワイト

アクセントパネル
【リフルブラウン】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰ浴槽
【ホワイト】

エプロン：ホワイト
カウンター ： ホワイト

アクセントパネル
【ノルディグレーウッド】

ベースパネル
【プリエホワイト】

アクセントパネル
【ビスクトラバーチン】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰ浴槽
【ホワイト】

エプロン：ホワイト
カウンター ： ホワイト

アクセントパネル
【リフルホワイト】

ベースパネル
【プリエホワイト】

アクセントパネル
【ロブストグレー】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰ浴槽
【ホワイト】

エプロン：ブラック
カウンター ： ブラック

浴室TV
【ブラック】

床 【ホワイト ： ラグ調】

床 【ホワイト ： ラグ調】

浴室TV
【ホワイト】

浴室TV
【ホワイト】

床 【ライトグレー ： ラグ調】 床 【ブラウン ： ラグ調】

ＦＲＰ浴槽
【ベージュＮ】
エプロン：ベージュＮ

カウンター ： ベージュＮ 床 【ベージュ ： ラグ調】

Ａ  t ype

Ｅ  t ype

Ｂt ype

Ｆ  t ype

Ｃ  t ype

Ｇ t ype

Ｄ  t ype

Ｈ t ype

ＴＯＴＯ バスルーム 標準仕様　         サザナ   Ｓﾀｲﾌﾟ         １６１６サイズ               ２２０４仕様

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。

浴室TV
【ホワイト】

浴室TV
【ブラック】

浴室TV
【ブラック】

床 【ベージュ ： ラグ調】 床 【ブラウン ： ラグ調】

浴室TV
【ブラック】

ＦＲＰ浴槽
【ホワイト】

エプロン：ブラック
カウンター ： ブラック



ＬＩＸＩＬ システムキッチン標準仕様 ＡＳ Ｉ型2550mm ２２０４仕様

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.06

グループ2/AB・AHシリーズ（つや消し）

■扉デザイン・カラー
※吊戸はオプションになります。（壁付けタイプは標準です）
※キャビネット割付は実際とは異なります。(食洗機設置あり)
※標準仕様に小物は含まれません。
※イメージ写真は実際の仕様と異なる場合がございます。

グループ2/ACシリーズ（光沢）

グループ3/BEシリーズ（エンボス） グループ3/BCシリーズ（光沢）

グループ3/BDシリーズ（エンボス）

グループ2/BBシリーズ（つや消し）

取手

キッチンパネルﾜｰｸﾄｯﾌﾟ/人大ｶｳﾝﾀｰ

ソリッドブラック ソリッドレッド ソリッドイエロー

ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

ショコラオーク ウォルナット

ｴｲｼﾞﾄﾞｵｰｸ

チェリー チェスナット ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

クリエダーク クリエモカ クリエラスク クリエペール クリエアイボリー

ラインＵ
ブラック

ラインⅤ
ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ラインＱ シ
ルバー

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＨ
ブラック

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＧ
ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＦ
シルバー

ﾛﾝｸﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＫ
シルバー

フレッシュホワイト ラフサンドホワイト ラフサンドベージュベーシックホワイト

幅77cm×奥行40cm×深さ19.5cm

■キレイシンク
継ぎ目のないシームレズ仕上げ。
排水口も一体成形型のシンプルなデザイン。

人造大理石シンク

接合部のリングをなくした
スッキリとした排水口。
汚れが溜まりやすい溝が
ないのでお手入れが簡単です。

便利なまな板ラック付

溝や段差がないので汚れ
が簡単に拭き取れます。

軽くふくだけ。掃除のし
やすい清らかコーナー。

万が一高いところから
缶詰などを落しても
割れにくい特性です。

まだ熱が残る鍋を置い
てしまっても変色・変形
が起こりにくい性能です。

シュガーホワイト ライムグリーン ブロッサムピンク ハニーイエロー マロンベージュ

■加熱機器

シールドバナー

ガラストップタイプ

トップは熱や衝撃に強く汚れ
が拭き取りやすい耐熱セラミ
ックガラス。汁受けがないフ
ラットな構造でお手入れが
簡単です。

バーナーのまわりは2重の
シールドパッキンで煮こぼれ
の侵入を防止。バーナーリン
グには汚れを落しやすいクリ
アコートを施しています。

R1633C０W1VMX（リンナイ）
ﾌｪｲｽ：ｼﾙﾊﾞｰ/ﾄｯﾌﾟ：ﾌﾞﾗｯｸ
（無水片面焼きグリル）

■キッチンパネル

油汚れが簡単に落せて
お手入れしやすい

お掃除のしやすさが違う
目地のないフラットな
キッチンパネル

■レンジフード ■水栓
正面の幕板が扉面材とカラー
コーディネートが出来るフラット
デザインのＡＤＲシリーズ

ADR934SI（R/L）M
JFAJ461SYXJG5M

オールインワン浄水栓
ＡＪタイプ エコハンドル

■ワークトップ（人造大理石）

※標準でＨ800とＨ９００も
ご用意出来ます。

手前の水返しはすっきり
スマートの形状に

ベーシックホワイト

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい

優れた耐久性・耐熱性

■ワークトップ高さ

■スライドストッカープラン
キャビネットのスペースをムダなく活かして
たっぷり収納できる引出し式のスライド
ストッカーを採用したプランです。

■食器洗い乾燥機■タオルクリップ

※キャビネットの割付は実際と異なります。（食洗機設置あり）

後片付けの手間を減らして食後の時間を
ゆったり楽しめる、これからのキッチンの推奨品。

クリップ式なのでタオルの取り外しも簡単

ライン取手の場合のみ
浅型タイプ
ＮＰ45ＲＳ9ＳＪＧＭ（パナソニック）

■小引出し ■フルエクステンション■ソフトモーションレール

すぐ使いたい調味料はコンロ横に
収納してとりだしやすく。

勢いよく閉めても優しく受け止めて静に引き
込む使い心地まで配慮した引出しです。

奥行きいっぱいまで引き出せる
フルエクステンション機構を採用。

■扉キャッチ機構

揺れを感知すると扉をロック。収納物
の落下を防ぐ安心機能付きです。

シルバー・ホワイト・ブラック

グループ3/AFシリーズ（高光沢）

ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

ソリッドホワイト

ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

グレージュスタッコ ホワイトスタッコ

※壁付けタイプの場合のみ吊戸あり



ＬＩＸＩＬ システムキッチン オプション AS Ｉ型２５８５mm （ペニンシュラ構造壁タイプ） ２２０４仕様

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.06

グループ2/AB・AHシリーズ（つや消し）

■扉デザイン・カラー
※キャビネット割付は実際とは異なります。(食洗機設置あり)
※標準仕様に小物は含まれません。
※イメージ写真は実際の仕様と異なる場合がございます。

グループ2/ACシリーズ（光沢）

グループ3/BEシリーズ（エンボス） グループ3/BCシリーズ（光沢）

グループ3/BDシリーズ（エンボス）

グループ2/BBシリーズ（つや消し）

取手

キッチンパネルﾜｰｸﾄｯﾌﾟ/人大ｶｳﾝﾀｰ

ソリッドブラック ソリッドレッド ソリッドイエロー

ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

ショコラオーク ウォルナット

ｴｲｼﾞﾄﾞｵｰｸ

チェリー チェスナット ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

クリエダーク クリエモカ クリエラスク クリエペール クリエアイボリー

ラインＵ
ブラック

ラインⅤ
ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ラインＱ シ
ルバー

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＨ
ブラック

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＧ
ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＦ
シルバー

ﾛﾝｸﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＫ
シルバー

フレッシュホワイト ラフサンドホワイト ラフサンドベージュベーシックホワイト

幅77cm×奥行40cm×深さ19.5cm

■キレイシンク
継ぎ目のないシームレズ仕上げ。
排水口も一体成形型のシンプルなデザイン。

人造大理石シンク

接合部のリングをなくした
スッキリとした排水口。
汚れが溜まりやすい溝が
ないのでお手入れが簡単です。

便利なまな板ラック付

溝や段差がないので汚れ
が簡単に拭き取れます。

軽くふくだけ。掃除のし
やすい清らかコーナー。

万が一高いところから
缶詰などを落しても
割れにくい特性です。

まだ熱が残る鍋を置い
てしまっても変色・変形
が起こりにくい性能です。

シュガーホワイト ライムグリーン ブロッサムピンク ハニーイエロー マロンベージュ

■加熱機器

シールドバナー

ガラストップタイプ

トップは熱や衝撃に強く汚れ
が拭き取りやすい耐熱セラミ
ックガラス。汁受けがないフ
ラットな構造でお手入れが
簡単です。

バーナーのまわりは2重の
シールドパッキンで煮こぼれ
の侵入を防止。バーナーリン
グには汚れを落しやすいクリ
アコートを施しています。

R1633C０W1VMX（リンナイ）
ﾌｪｲｽ：ｼﾙﾊﾞｰ/ﾄｯﾌﾟ：ﾌﾞﾗｯｸ
（無水片面焼きグリル）

■キッチンパネル

油汚れが簡単に落せて
お手入れしやすい

お掃除のしやすさが違う
目地のないフラットな
キッチンパネル

■レンジフード ■水栓
正面の幕板が扉面材とカラー
コーディネートが出来るフラット
デザインのＡＤＲシリーズ

ADR934SI（R/L）M
JFAJ461SYXJG5M

オールインワン浄水栓
ＡＪタイプ エコハンドル

■ワークトップ（人造大理石）

※標準でＨ800とＨ９００も
ご用意出来ます。

手前の水返しはすっきり
スマートの形状に

ベーシックホワイト

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい

優れた耐久性・耐熱性

■ワークトップ高さ

■スライドストッカープラン
キャビネットのスペースをムダなく活かして
たっぷり収納できる引出し式のスライド
ストッカーを採用したプランです。

■食器洗い乾燥機■タオルクリップ

※キャビネットの割付は実際と異なります。（食洗機設置あり）

後片付けの手間を減らして食後の時間を
ゆったり楽しめる、これからのキッチンの推奨品。

クリップ式なのでタオルの取り外しも簡単

ライン取手の場合のみ
浅型タイプ
ＮＰ45ＲＳ9ＳＪＧＭ（パナソニック）

■小引出し ■フルエクステンション■ソフトモーションレール

すぐ使いたい調味料はコンロ横に
収納してとりだしやすく。

勢いよく閉めても優しく受け止めて静に引き
込む使い心地まで配慮した引出しです。

奥行きいっぱいまで引き出せる
フルエクステンション機構を採用。

■扉キャッチ機構

揺れを感知すると扉をロック。収納物
の落下を防ぐ安心機能付きです。

シルバー・ホワイト・ブラック

グループ3/AFシリーズ（高光沢）

ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

ソリッドホワイト

ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

グレージュスタッコ ホワイトスタッコ

コンロ前構造壁タイプ
D970・D750対応



ＬＩＸＩＬ 洗面化粧台標準仕様 Ｐｉａｒａ Ｗ=900 ２２０４仕様

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2019.04

■洗面器

底が広くて平らで水汲みしゃすい

濡れ物を置ける
ウェットパレット。

濡らしたくない物を一時的
に置けるドライパレット。

広く平らな底面なのでつけ
置き洗いにも便利。

作業効率と掃除のしやすさを
考えた、大型排水口。

３

１

２

３２

１

■カラーバリエーション

■ひろびろボウル＆くるくる水栓

バケツを避けての手洗いもOK。洗顔・洗髪もゆったりスペースで。2人並んでの身支度もスムーズ。 汚れにくくお掃除もカンタン。

身支度や家事をラクにする

シャワー吐水 ホースを引き出して使えるので
洗面器のお手入れにも便利。

整流吐水使いたい位置にくるりと回せる

■新てまなし排水口

と排水栓を
外して

と髪・ゴミを
捨てて

とスポンジで
拭くだけ

スムーズに通水させるななめ形状のヘアキャッチャー 排水口からその奥までスポンジでさっとお掃除

汚れがたまりにくい入り隅のないフランジ

汚れが気になる奥の凹凸をなくした排水口

フランジあり フランジなし

一般的な排水口

ヘアキャッチャーがななめ
なのでゴミをキャッチする
部分と水を通す部分が
分かれて水はけの良い
形状です。

通水を妨げない
ななめ形状上部

ななめ形状下部
でゴミをキャッチ

■ミラーキャビネット（スリムＬＥＤ）
三面鏡トレイアレンジは、トレイを5cm刻みで設置できるので、
無駄なスペースをつくらずに高さの違うものを効率よく収納することができます

長寿命・省電力のスリムＬＥＤ。
従来の蛍光灯と比べて約75％
の省エネです。

電気を使わず表面コーティングで
くもりを抑えるので、消費電力ゼロ。
消し忘れがなく安心です。

■標準キャビネット

バケツなどの大きなものもたっぷり
としまえる扉タイプ。

扉裏ポケット。
ドライヤーもすっきり収納

扉：クリエペール 扉：クリエモカ 扉：クリエダーク 扉：グロスホワイト ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

※標準仕様に小物は含まれておりません。
※天井高さ・形状は物件により異なります。
※イメージＣＧのため実際の仕様とか異なることがございます。



ＬＩＸＩＬ 洗面化粧台標準仕様 Ｐｉａｒａ Ｗ=900 ２２０４仕様

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2019.04

扉：クリエペール 扉：クリエモカ

扉：クリエダーク 扉：グロスホワイト

ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ



チェリー〈光沢〉 ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ〈光沢〉

ヘイジーシルバー〈光沢〉

ウッドグレインライト〈光沢〉ウォールナット〈光沢〉

モルティオダーク〈つや消し〉ランダムウッド〈つや消し〉

ステインブルー〈つや消し〉

マットホワイト（つや消し）

■換気乾燥暖房器

サイドブロー機構

従来と比べて
年間2,300円お得

風乾燥モード

従来と比べて
年間11,700円お得

2つの気涼で省エネ性能がアップ

節電約９％ 節電約74％

ＵＦＤ‐１１２Ａ
（一室換気ＡＣ100Ｖ）

ランドリーパイプ １SET
ＬＡＰ‐1582‐Ｗ

■天井・照明

LE-D1-10A/1L

パネルダウンライト（電球色LED）３灯

ひろがりのあるやさしい光で、浴室空
間全体を明るく、心地よく。

■カウンター

■スライドバー

BF‐FB27(1000)‐PU３
スライドバー（メタル調）

■ミラー・収納

タテ長ミラー
W300×H1000 KGM‐30100S

■シャワーヘッド

スイッチ付きの節水シャワー。

■浴室テレビ

ツインバード社製16インチ
ブラック ホワイト

毎日のバスタイムを
より上質に、より豊かに。

■洗い場側水栓

■タオル掛け

■フロフタ ■断熱

クランクレス水栓

アルミパイプL=400
ブラケット：樹脂製

TB-400E-K

BL-SC75154-R

巻フタ 浴槽断熱

■開き戸

段差11mm

浴室側のパッキンを
無くしました

プッシュプル
ハンドル
（スタンダード）

扉色：ホワイト

■くるりんポイ排水口

うずの力でまとまっとゴミをポイ

排水口の奥まで手が届きお掃除簡単

従来の排水口 くるりんポイ排水口

短時間乾燥

ＬＩＸＩＬ システムバスルーム標準仕様 ＡＸ １６１６サイズ ２２０４仕様

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2022.0４

(スイッチ付)

マグネットシェルフ 2段 W180

壁のお好みの位置に取り付けられ、
簡単に取り外してまる洗いできます。

ボトルなど手元にたっぷり置ける
スリムカウンターです。簡単に壁から
外して、まる洗いできます。

■壁パネルカラー 組み合わせ

シルバーｸﾞﾚｰ〈つや消し〉 シルバーｸﾞﾚｰ〈つや消し〉モルティオダーク〈つや消し〉

全面同色 全面同色 全面同色 全面同色

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 3面 ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 3面 ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

A B C D

E F

G Hｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 3面 ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 3面 ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

■ＦＲＰ
ベーシックで親しみやすいカラーです。

エコベンチ浴槽（半身浴） ストレートライン浴槽

イーカム建売標準仕様

ﾌﾟｯｼｭﾜﾝｳｪｲ
排水栓

全身浴と半身浴が出来る高い機
能性と満水容量を35Ｌ削減して
水道・光熱費を節約。デザインと
エコ性能を両立させたこれからの
スタンダード浴槽です。

バスルームをスマートに演出する
スタイリッシュなフォルム。デザイ
ンだけでなく、ソフトなタッチの入
浴感にこだわりました。

満水容量（260Ｌ） 満水容量（300Ｌ）

※天井高さ・形状は物件により異なります。
※イメージＣＧのため実際の仕様と異なる
ことがございます。 ホワイト ブラック

扉色：ブラック



ＬＩＸＩＬ システムバスルーム標準仕様 ＡＸ １６１６サイズ ２２０４仕様

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。 本仕様は予告無く変更される場合があります。 2022.0４

A-type B-type C-type D-type

E-type F-type G-type H-type

全面同色
【チェリー】

浴室TV
【ホワイト】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【ベージュ】

エプロン：ホワイト
カウンター：ホワイト
窓枠：ホワイト
ドア枠：ホワイト

浴室TV
【ホワイト】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【ホワイト】

浴室TV
【ホワイト】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【ホワイト】

浴室TV
【ホワイト】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【グレー】

ベースパネル
【マットホワイト】

浴室TV
【ホワイト】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【ベージュ】

アクセントパネル
【ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ】

ベースパネル
【ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ】

浴室TV
【ブラック】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【グレー】

アクセントパネル
【ランダムウッド】

ベースパネル
【ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ】

浴室TV
【ブラック】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【グレー】

アクセントパネル
【ｽﾃｲﾝﾌﾞﾙｰ】

ベースパネル
【ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ】

浴室TV
【ブラック】

FRP浴槽
【ホワイト】

床
【ホワイト】

アクセントパネル
【ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ】

全面同色
【ストーンシェルグレー】

エプロン：ホワイト
カウンター：ホワイト
窓枠：ホワイト
ドア枠：ホワイト

エプロン：ホワイト
カウンター：ホワイト
窓枠：ホワイト
ドア枠：ホワイト

全面同色
【ウォールナット】

全面同色
【ウッドグレインライト】

エプロン：ホワイト
カウンター：ホワイト
窓枠：ホワイト
ドア枠：ホワイト

エプロン：ブラック
カウンター：ブラック
窓枠：ブラック
ドア枠：ブラック

エプロン：ホワイト
カウンター：ホワイト
窓枠：ホワイト
ドア枠：ホワイト

エプロン：ブラック
カウンター：ブラック
窓枠：ブラック
ドア枠：ブラック

エプロン：ブラック
カウンター：ブラック
窓枠：ブラック
ドア枠：ブラック



2022.3.8現在

ＥＩＤＡＩ 大建工業

スキスムＳ ハピア

カラー ７色 ９色

表面素材 シートタイプ シートタイプ

デザイン フラット フラット

レバーハンドル ２種類 １種類

引戸ソフトクローズ ○ ○

高さ（枠外） ２，２００ｍｍ（ハイタイプ） ２,０４５ｍｍ

デザイン １種類 5種類

採光部素材 アクリル アクリル

レバーハンドル 居室に準ずる 居室に準ずる

高さ（枠外） ２，２００ｍｍ（ハイタイプ） ２,０４５ｍｍ

取手 なし（レスフラット） あり（横付）

下レール なし　（フリーヒンジ及び、W1820超は有り） なし　（フリーヒンジ及び、W1820超は有り）

フリーヒンジ オプション オプション

高さ（枠外） ２，２００ｍｍ（ハイタイプ） ２，３２３ｍｍ（ハイタイプ）

表示錠 表示錠

表示錠・ライトスコープ 表示錠・ライトスコープ

アトムフィットＧＭ（又はスキスムＳ） ＭＹフロア

７色 １６色

シートタイプ シートタイプ

１本 1本

ＫＳＧＣ階段 ＭＹ階段（一部ハピアベーシック階段）

床材同色 床材同色

床材同色 ｏｒ ホワイト 床材同色 ｏｒ ホワイト

突板貼 シートタイプ

○ ○

３５ｍｍ ３０ｍｍ

５５ｍｍ（出隅キャップ納め） ５６．５ｍｍ（出隅キャップ納め）

７色 ９色

※本仕様は予告なく変更になる可能性がございます

建材メーカー 仕様比較表

建具

ｼﾘｰｽﾞ名

共通

居室

リビング

クロゼット

洗面所

トイレ

玄関収納

メーカー・シリーズ名

キャビネットカラー

床材

シリーズ名

カラー

表面素材

溝

階段

シリーズ名

踏み板カラー

蹴込板・側板カラー

表面素材

丸棒手摺

造作材

廻縁高さ　※設置の場合

巾木高さ

カラー

ホワイト（内部：グレー）

取手形状 ハンドル

アイカ工業／メラフュージョン

扉カラー ６色

表面素材 メラミン化粧版

デザイン フラット







調節水 ＥＣＯ５ 省エネ（電気）

カラーバリエーション

ピュアホワイト（BW1） オフホワイト（BN8） ピンク（LR8）

KF-91

アクセサリー

CF-AA22H

ハイパーキラミック

汚れが入りやすい、つぎ目がありません。新素材により、気になる便座裏の汚れもサッとひと拭きでお掃除ラクラク。

快適機能

LIXILはノズルが２本。ビデ洗浄にはおしりとは別の女性専用
『レディスノズル』を採用。女性にやさしい、LIXILならではの思
いやりです。

レディスノズル

壁リモコン

※画像はイメージになります。

奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、
サッひと拭き、お掃除ラクラクです。

勢いのよい水流で、フチが無くても
グルっと強力に洗い流します。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるの
で、キズがつきにくく、陶器の美しさを⾧く保てます。

従来便座 キレイ便座

サッとひと拭きした状態

保証サービス

お掃除ラクラク

フチレス形状

シャープなフォルムパワーストリーム洗浄

シャープで足元スリムなフォルムは、
汚れも拭きやすく、お手入れが
カンタンです。

キレイ機能

キレイ便座

パワー脱臭

ゆったり座れる大型便座奥行コンパクト 暖房便座スローダウン機構

便座に座ると自動で脱臭

寒い日でもおしりあたたか。コンパクト設計の奥行760ｍｍ
なので空間をより広々でき、ゆと
りを生み出します。

ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン
便座。ゆっくり閉まり、不快な音を防止し
ます。

全長が大きい
開口部が大きい

おしりにフィット
する形状

肌面に触れる
面積が広い

シャワートイレ一体型

シャワートイレ機能

トイレ 標準仕様 （フルオート自動洗浄）

※商品の色・材質感などは実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現出来ないものや
オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

本仕様は予告無く変更される場合があります。 2021.07

新しいフチ形状でお掃除が
しやすくなりました。

手の洗いやすさを考えた、
広くて潔い手洗い鉢です。

手洗しやすいフォルム

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄

手洗い付き 手洗い無し



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2020.07

メメララ ミミ ンン化化粧粧板板のの特特徴徴

汚汚れれにに強強いいキキズズにに強強いい

耐耐熱熱性性 環環境境にに優優しし いい

、巾雑れぬ。きふとひとッサもれ汚油、くくにき付がれ汚
。んせまりあもとこるなにミシでどな剤洗性水

。んせまし色変もてっかかが水騰沸、えとた
。すでさ強いなら残も跡げ焦のコバタ

、く強もにズキういとH９度強筆鉛
不も配心のえ替張にうよの紙壁
こつ保くし美もでまつい。すで要

。すまきでがと

時焼燃、ずま含をトスベスア、属金重な害有、で紙が%06の分成
のな品商たれ優に度強、度硬、たま。んせまし生発がスガ毒有に

。すまきで慮配に化ーギルネエ省・源資省、で

は」板粧化ンミラメＡＣＩＡ「
。すで板粧化るあの感質な質上

、でのるいてれ優もに能性
をスンナテンメの常日々日

、くなでけだるすに楽
。すまきでがとこるす慮配もに境環

ズイサ ズイサ0022H X 0061W 0022H X 0021W

ERUTINRUFECNARTNE

0022H X 0061W 0022H X 0021W

オオ ププ シシ ョョ ンン 品品

ズイサ ズイサ

NOITAIRAV ROLOC

S31HKC

ELDNAH

玄関収納標準仕様　アイカ　メラフュージョン

中段+枕棚

可動棚収納 クローゼット

和室障子

出窓

床下収納

和室押入

小屋裏収納

対面カウンターワイド階段・手摺り

その他の標準仕様 

枕棚+ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ

物
干
金
物

※商品の色 ・ 材質感等は実際と異なる場合があります。 またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、 予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

Ｋ-６６１４ＫＭ
（単色鏡面：ネイビー）

鏡面メラミン扉で豪華な仕上がり。鏡面メラミン扉で豪華な仕上がり。

豊富なカラーバリエーション。豊富なカラーバリエーション。

ＡＹ-２２５０ＫＭ
（木目鏡面：ホワイト）

ＡＩ-２０６２ＫＭ
（木目鏡面：ライトブラウン）

ＡＩ-５３４ＫＭ
（木目鏡面：ブラウン）

ＡＩ-４７０ＫＭ
（木目鏡面：グレーブラウン）

ＡＩ-２７４ＫＭ
（石目鏡面：ブラック）



その他標準仕様

※商品の色 ・ 材質感等は実際と異なる場合があります。 またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、 予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。

キッチン膳板カウンター

設置無し
L-1801KM

石目ﾎﾜｲﾄ

( 鏡面 )

AI-931KM

石目ﾌﾞﾗｯｸ

( 鏡面 )

形状   □ ストレート     □ Ｌ型

内装クロス

ＳＡＮ-０７ （サンゲツ）

SP-2807

玄関 ・ 廊下 ・ＬＤＫ・ 洋室 ・ 水廻り ・ 和室等

ＳＩＮ-０７ （シンコール）

ＬＩＬＹ-０５ （リリカラ）

LB-9001

破風

ﾎﾜｲﾄ L15-30Ｂ ﾌﾞﾗｯｸ
軒天

ﾎﾜｲﾄ L15-30Ｂ ﾌﾞﾗｯｸ

雨樋

ﾎﾜｲﾄ しんちゃ ﾌﾞﾗｯｸ

和室又は畳コーナー

襖紙 ｺｽﾓｽ502 畳表 人工表 畳縁 Ｂ-166

□ あり （ □ 標準和室 ／ □ 洋室仕様）     □ なし

L15-65Ａ

L15-65Ａ

ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ

L19-75Ｃ

L19-75Ｃ

ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

建材ﾒｰｶｰ
による

※洋室仕様の場合
建具 ： 洋建
造作材 ： 洋室用
畳寄 ： 白木
内障子 ： なし

JI-800K

石目ｸﾞﾚｰ

( 艶無 )

TJ-10005K

木目ﾌﾞﾗｳﾝ

( 艶無 )

壁 ・ 天井全て共通

玄関 ・ 廊下 ・ＬＤＫ・ 洋室 ・ 水廻り ・ 和室等

壁 ・ 天井全て共通

SLP671

玄関 ・ 廊下 ・ＬＤＫ・ 洋室 ・ 水廻り ・ 和室等

壁 ・ 天井全て共通
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