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※掲載されている商品は予告なく変更になる場合がございます。

断熱性能等４対応住宅













   寒い冬でも室内が暖かい 

    寒くて布団から出るのがつらい冬の朝も、 

     アクリアでしっかり断熱した住まいなら、 

     暖房の効果を保ちます。 

 暑い夏も冷房効果が持続 

  エアコンを切ると寝苦しい暑さの夏の夜、 

    アクリアマットでしっかり断熱した住まいなら、 

    冷房効果が長持ちします。 

 断熱性能が長持ちします 

  長く暮らしていく住まいだから、快適な住み 

    心地が長持ちしないと困ります。グラスウール 

    は長期間にわたって劣化の少ない断熱材です。 

アクリアネクスト 
（高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ14K85mm） 

しっかり床断熱で 

床から伝わる快適さ 
足元は特に温度に敏感。 

床にもしっかり断熱します。 

壁の断熱材 

アクリアはシックハウス症候群の原因の一つとなるホルムアルデヒドを材料に含まない健康住宅向け高性能断熱材です 

• 高い断熱性能があります。 

• 防湿性能の高いフィルム付属で壁内の結露
対策をしています。 

 

 

アクリアUボードピンレス 
（高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K80mm） 

 

アクリアマット14K155mm 
（高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ14K155mm） 天井の断熱材 

 省エネルギー基準対応仕様 

床の断熱材 

確実に施工できるように開発された
形状の、床専用の断熱材です 

アクリアネクスト14K、アクリアマット14K､は住宅金融支援機構による断熱材の
熱伝導率区分「高性能グラスウール16K相当」と同じ断熱性能です。 

  万が一の火災に燃えにくい 

      ガラスを原料にした断熱材です。 

        高温に 強く、延焼や類焼の被害を抑えま す。 

天井専用 

高性能グラスウール 



アクリアは、シックハウス症候群の原因の1つといわれているホルムアルデヒドを含まない材料を使用している断熱材です。 
優れた断熱性能に加え、健康、安全、環境への配慮までも品質にした高性能なグラスウールです。 









※商品は耐火４等級対応商品です。

EPC241□ EPC2410□ EPC243□ EPC2411□ EPC245□ EPS241□ EPS242□ EPS243□

ホワイトアッシュＭＧ

EPC246□ EPC247□ EPC248□ EPC249□ EPB341□ EPB342□ EPB344□ EPB346□ EPB347□

ランダＭＧマロン ランダＭＧチャコール ランダＭＧホワイト ランダＭＧグレージュ ランダＭＧネロ

EPB291□ EPB293□ EPB294□ EPB295□ EPB331□ EPB332□ EPB333□ EPB339□ EPB336□ EPB338□

イストワＭＧホワイト イストワＭＧエボニー フォンドＭＧアイボリー フォンドＭＧダークブラウン

EPB691□ EPB692□ EPB693□ EPB694□ EPA383□ EPA384□ EPA386□ EPA3811□ EPA3812□ EPA3814□

ルリフMGクリアホワイト ルリフMGブラウン ルリフMGダークグレー リベルＭＧクリアホワイト パティＭＧホワイト パティＭＧチャコール

EPB391□ EPB392□ EPB393□ EPA292□ EPA293□

EPA941□ EPA942□ EPA943□ EPA944□ EPA945□ EPB321□ EPB324□ EPC762□ EPC763□

コットＭＧマロン コットＭＧホワイト スキムドＭＧブラウン スキムドＭＧチャコール

EPC281□ EPC282□ EPC283□ EPC284□ EPC285□ EPB181□ EPB182□ EPB183□

ラクルＭＧホワイト ラクルＭＧベージュ ラクルＭＧブラウン

EPB101□ EFPB102□ EPB104□ EPB311□ EPB312□ EPB313□

エアルＭＧチャコールエアルＭＧマロン

フロストＭＧホワイトⅡ

エアルMGアイボリーモデラＭＧクリーム

■オルデミュール調

マハビＭＧホワイト

モデラＭＧアッシュ

ブレスＭＧホワイトⅡ

フォンドＭＧブラックフォンドMGブラウンフォンドMGホワイト フォンドMGモス

フロストＭＧブラウンⅡ

イストワＭＧライトブラウン

エアルMGホワイト シュアＭＧアイボリーⅡ

■ヴィンテージウッド

■シャルムロック

モデラＭＧブラウン

ミディアムブラウンＭＧ

ホワイトキャメルＭＧ

ダークブラウンＭＧ

■フラーグ

ルリフMGオレンジ

エアルMGブラウン

マハビＭＧサンドベージュ

ブレスＭＧアイボリーⅡ

ビターブラウンＭＧ カーボンブラックＭＧ

ブレスＭＧアーモンドⅡ

スモークシルバーＭＧ

エアルMGブラック

イストワＭＧテラコッタ

ブレスＭＧミストⅡ ブレスＭＧビターⅡ

ノースグリーンＭＧ

■リントロック調

フロストＭＧベージュⅡ

マハビＭＧルビー マハビＭＧブラウン マハビＭＧスモーク

プリミエＭＧホワイト アグレアＭＧベージュ

■ボルブストーン調

■キャスティングウッド

■グラベリール

■スリッジ

■ミラージュタイル

ナチュラルオーカーＭＧ

■フラットウォール※

■リーガストーン調

■コルモストーン調

■フィーノ調

■ヴェレウォール調

■シェードブリック調

プラムＭＧホワイト

アグレアＭＧピュアホワイト

●出隅：短尺同質出隅仕様

長さ４５５ミリ

●留め付け：金具施工

Ｅtype １６ｍｍ金物貼り同質短尺コーナー高級品 仕様① ２０１９年３月現在

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

ニチハの「モエンエクセラード」は

①全品厚み１６ミリ

②全品 超高耐候「プラチナコート」仕様 塗膜１０年保証対応品

③全品製品１０年保証対応品

④耐火3等級（45分準耐火構造対応）

⑤全品防汚品「ナノ親水マイクロガード」

⑥環境に優しいオフセットサイディング

【防汚機能【超高耐候商品】

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止



※商品は耐火４等級対応商品です。

EPB401□ EPB407□ EPB408□ EPA321□ EPA322□ EPA323□ EPA324□ EPA3213□

EPB661□ EPB662□ EPB663□ EPB664□ EPA326□ EPA329□ EPC432□

ＭＧグレーⅡ

EPA906□ EPA907□ EPA908□ EPA909□ EPA126□ EPA128□ EPA129□ EPA1210□

フェルムＭＧホワイト フェルムＭＧアイボリー フェルムＭＧチャコールグレー フェルムＭＧシェンナ

EPA539□ EPA5310□ EPA536□ EPA537□ EPA538□ EPB671□ EPB672□ EPB673□ EPB674□
メルジェＭＧアイボリー メルジェＭＧクリーム メルジェＭＧブラウン メルジェＭＧチャコール

EPA161□ EPA162□ EPA163□ EPA164□ EPA165□ EPA135□ EPA136□ EPA138□

EPB571□ EPB572□ EPB573□ EPB574□ EPS2312□ EPS2313□ EPS231□

EPB883□ EPB884□ EPB886□ EPC931□ EPC932□ EPC933□

ＭＧ炎墨（えんぼく） ステインＭＧグリーン ステインＭＧココア ステインＭＧチャコール

EPB681□ EPB682□ EPB683□ EPB684□ EPA191□ EPA192□ EPA194□

リベルMGクリアホワイトⅡ フロストMGホワイトⅡ リベルＭＧチャコールセルバＭＧアーモンド

シュアMGアイボリーⅡ

レゼルＭＧキャメル

リベルMGクリアホワイト

■ニュースプリットストーン調

セルバＭＧダークブラウン

レゼルMGホワイト レゼルMGアーモンド レゼルMGエスプレッソ

MG薄月（はくづき）

セルバＭＧホワイト

ＭＧ檀茶（だんちゃ）

セルバＭＧイエロー

ラフラＭＧピュアアイボリーフロストＭＧベージュオリアンＭＧホワイト ラフラＭＧアッシュⅡ

■クレミナウォール調

リベルMGチャコールリベルMGクリアホワイトⅡ フロストMGホワイトⅡ フロストMGベージュⅡ

ラフラMGアッシュⅡフロストMGイエロー

リベルＭＧクリアホワイトⅡ プリミエＭＧホワイト

ノーマＭＧチャコール

カルモＭＧゴールドⅡエアルＭＧネロ

フロストＭＧホワイトⅡ

アトレＭＧチャコール

■ニューロックライン

■しぶき

アトレＭＧアッシュ

ラフラMGホワイトⅡ

フィグＭＧレッドアトレＭＧホワイト アトレＭＧブラウン

オリアンMGブラック

アグレアMGピュアホワイト

ラフラＭＧピュアアイボリー

■コシュカ

■リブ９（モノカラー）※

■マイスターウッド調

アグレアMGブラックアグレアMGネイビー

プリミエMGホワイト

カルモＭＧシルバー フレスコＭＧネイビー

■コンクリート打ちっ放し

■アウラストーン調

■レバンタ

■トリル

■ニューシャトーウォール調

■バーミエ

■セリオスタイル

■ポメロストーン調

エアルMGダークグレー

■フォルラン

エアルMGアイボリー

●出隅：短尺同質出隅仕様

長さ４５５ミリ

●留め付け：金具施工

Ｅtype １６ｍｍ金物貼り同質短尺コーナー高級品 仕様 ② ２０１９年３月現在

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

ニチハの「モエンエクセラード」は

①全品厚み１６ミリ

②全品 超高耐候「プラチナコート」仕様 塗膜１０年保証対応品

③全品製品１０年保証対応品

④耐火3等級対応（45分準耐火構造対応）

⑤全品防汚品「ナノ親水マイクロガード」

⑥環境に優しいオフセットサイディング

【防汚機能【超高耐候商品】

「日本の森を守る。」国産木材チップを活用した

生産・普及による低炭素社会実現への取り組み

が評価され、「オフセットサイディング」が、

２０１３年度グッドデザイン賞を受賞しました。

オフセットサイディングを利用した

公共建築物の価値向上に向けた取り組みが、

初代国土強靱化担当大臣
（古屋圭司）賞を受賞しました。

ジャパン・レジリエンス・アワード とは・・・安倍内閣が

提唱する強靭化の実現に向けて創設された表彰制度です。

とは・・・国産木材チップを活用した「貼るだけで
環境貢献」できる地球に優しいニチハだけが
持つ外壁材です。

（強靭化大賞）

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止



暮らしやすく

■ドアデザイン

K2仕様

■カラーバリエーション

非防火Dタイプ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・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。）

■ハンドルバリエーション
外部ハンドル：A型 外部ハンドル：D型

外部ハンドル：F型 室内側ハンドル

＜標準装備＞

こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト
ジエスタ２は３つの鎌付デッドボルトを採用。 こじ破りに対する抵

抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに

1つ、鎌付デッドボルトを採用。

玄関ドアと枠のかみ合わせが

強化され、防犯性が向上。

＜標準装備＞

破られにくい「２ロック」で、ピッキング対策も万全。
解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。

『ジエスタ２』は2ロックを標準装備。シリンダー自体が不正解錠しづら

い 構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

錠本体

②差し込む

②抜く

①押したまま ボタン

＜標準装備＞

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン 」
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。外出
時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開 けられる心配が
ありません。

＜標準装備＞

お手入れ簡単な
「シャッター付シリンダー 」

玄関ドアの中で最も精密な部分である シリンダーを保護するた
め、カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。また鍵も耐
ピッキング性能の高く、砂やホコリにも強いウェーブキーを採用して
います。

オーナーキー

標準キー

サテン
ゴールド

シルキー
マット ブラック

ブラスト
シルバー

シルキー
マット ブラック

木目調
ブラスト
シルバー

シルキー
マット ブラック

アルミ色(遮熱鋼板)

クリエペール（EC）

木目調(遮熱鋼板)

室外側ガラス
（Low-Eガラス）

室内側ガラス

特殊金属膜

■高断熱複層ガラス

k2仕様【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：2.33［W/（㎡•K）］
断熱枠（サーマルブレイク構造枠 ）と高断熱複層 ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現

■サーマルブレイク構造

枠：サーマルブレイク構造

エッジ気密材

PVC

アルミ形材

鋼板

気密材

断熱材

（断熱パネル）
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●断熱性能：平成 25 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 2.33W/㎡・K
●気密性能：Ａ-４(２) 等級
●防音性能：等級２   ( 住宅性能表示 )
●耐風圧性能：Ｓ-３(160) 等級
●水密性能：Ｗ-４(35) 等級
●防露性能：結露を軽減

基本性能 使いやすさ・安心

デザイン

カラーバリエーション

３

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、

日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた

樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。

ハイブリッド構造で

フレーム高性能化

※画像はイメージです。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

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。

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの

約2.0倍高い断熱性を発揮する「Low-E

複層ガラス」をご用意。

フレームを

スリム化し

ガラス面積最大化

高断熱を追及した

高性能ガラス

１

２

※画像は引違い窓の縦框です。

特許取得済

アンカー式
グレチャン

従来品アルミＰＧ窓

ガラス面積
最大化

*断熱性向上

フレーム
スリム化

*意匠性向上

サーモスＬ

26mm

42mm

Low-E複層ガラス

アルミスペーサー 樹脂形材

アルミ形材

ブラック（T） オータムブラウン（G） シャイングレー（K） ナチュラルシルバー（D） ホワイト（W）

●外観色
（アルミ色）

●内観色
（樹脂色）

暑さ・寒さに悩まされない、快適な住まいへ

以下相当※

熱貫流率

W/（㎡・K）
2.33

[Low-E複層ガラス]

※平成25年省エネルギー基準 建具とガラスの組合わせによる開口部の熱貫流率（Low-E複層ガラス（空気層10mm以上））

サーモスL高断熱窓をはじめ断熱化された住まい

は、部屋ごとの温度差を抑えることが

できます。寒くなりがちなトイレ、廊

下、浴室などとの温度差を少なくすること

は高齢者に起こりやすい冬期のヒート

ショック対策に効果的です。

テラスドア 採風勝手口ドア FS
（フラットスライド）

単体引違い窓 シャッター付引違い窓 面格子付引違い窓

縦すべり出し窓 T
（カムラッチ）

横すべり出し窓
（カムラッチ）

上げ下げ窓 FS
（フラットスライド）

面格子付上げ下げ窓 FS
（フラットスライド）

内倒し窓

FIX 窓
（外押縁タイプ）

小さな子どもからお年寄りまで、簡単&スムーズに操作できる

ハンドルや把手もご用意しています。

指はさみ防止構造

開閉をサポートし、家族みんなに使いやすく。 指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。
上げ下げ窓FSは、障子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を

採用。また、ドアは、ピボットヒンジを框の中に隠して吊元側の隙間を小さ

くし、指をはさみにくくしています。

インナーピボット構造

オペレーターハンドル（ユニバーサルタイプ） アシスト把手大型把手

窓に手が届きにくい場所でも、ハンドルを

回転させるだけでラクに開閉できます。

握りやすく操作しやす

い大型把手です。

てこの原理で開けはじめ

の重さを40%軽くします。

Low-E膜を室外側に

配置することで、

より遮熱性を向上。
優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性を向

上。夏の強烈な日差しもしっかりカットしま

す。一般複層ガラスに比べて約２倍の断熱効

果を発揮します。

熱貫流率  1.39 W/（㎡・K）

40 日射熱取得率 %

71 可視光透過率 %

82 紫外線カット率 %

※3-16-3の性能値
※算出根拠はカタログを参照してください。

室外側：特殊金属膜
（グリーン）

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス グリーン（高遮熱型） 断熱性能

※イメージ

※画僧はすべてイメージです。

PRPSC0-161020-086j

非防火専用 サッシ Dタイプ  サーモスＬ〈遮熱高断熱 Low-E 複層ガラス〉

サ
ー
モ
ス
Ｌ



※写真は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。19.08 ライフソリューションズ社パナソニック株式会社

インテリア住宅部材

⑤ベース印刷層

③深み演出層

②手触り感演出層

④照り演出・
木目柄
印刷層

①トップコート層

【ＬＤＫドア】 【洋室・洗面室ドア】 【トイレドア】

SA型 SＢ型 SＣ型 ＰＡ型 ＴＡ型

フラットタイプ扉

ドアハンドル

Ａ1型 空錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

スタンダード

ドア クローゼット 玄関収納

造作材

色柄 木味感を５つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート

Ａタイプ

Ａ1型 表示錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

引き手

Ｃ1型 空錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

Ｃ1型 表示錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

３方枠・固定枠

丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

W1200 コの字型 ミラー付

フラットタイプ扉 丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

幅木

ｺｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ

（樹脂製）

窓枠 無目枠

※標準は下部の窓台のみです。

（4方枠はオプション）

LDKﾄﾞｱ採光部 蝶番

半透明アクリル板

（取り外し不可）

カバー蝶番

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

ソフトウォールナット柄 ソフトチェリー柄 ソフトオーク柄

メープル柄オーク柄 しっくいホワイト柄
（木目なし）

ホワイトアッシュ柄

チェリー柄ウォールナット柄

ホワイトオーク柄

（1間までレール無し、1.5間以上は下付けレール仕様）



断面図

■3Pタイプ

平面図

1,818

30
310
1

1099
3

■2Pタイプ
特徴

1 良質な銘木を厳選

自社で良質な木材を原木の段階か
ら吟味し調達してきた天然銘木を
使用。自信と責任を持って最高品
質のフロアをご提供します。

特徴

2
特徴

3

特徴

4

足触りの良い

つや消し塗装

木肌そのものの感触と、磨耗汚れなど
のへの耐久性を両立。足触りのよいつ
や消し塗装をご体感ください。

ワックス掛けは必要ありませんが、希望
される場合はワックス掛けが可能です。
ワックス掛けをされる場合は推奨ワッ
クスをご使用ください。

フリーワックス

灰皿や食器、スプーン、缶など少
し重いものをフロアに落として
も、凹み傷はつきにくくなってい
ます。

キャスター付きの椅子に人が
座ったままで繰り返し移動した
り、キャスター付きの家具を移
動してもフロアに凹み傷がつき
にくい。

椅子に人が座って後ろに傾いて
寄り掛かり、椅子の脚によりフ
ロアに荷重がかかっても、凹み
傷がつきにくい。

耐キャスター凹み傷 耐静荷重傷
床暖房対応

耐久性・安定性対応

耐落下傷

MRX　４つの特徴 MRX　豊富なキャラクター MRX

日常のお手入れ

※パテ埋めはしていません・・・節や入皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。

入り皮 ミネラルストリーク（かなすじ）

ノット・ピンノット

道管やその他の細胞中に堆積した炭酸塩などによって生じる暗色の筋をミネラルストリーク（鉱条）と呼ぶ。

白太

木材の樹皮に近い周辺部。心材に比べて淡色で、腐りやすく、
虫がつきやすい。辺材ともいいます。

ブラックチェリー

経年変化

ブラックチェリー
ブラックウォルナット オーク

ブラックチェリー ブラックチェリー オーク

オーク

ブラックウォルナット ハードメイプル

ハードメイプルブラックチェリー ブラックウォルナットハードメイプル

1,818

30
315
1.5

15
1.5

Black Cherry ブラックチェリー

３Pタイプ 税 抜

税 抜２Pタイプ

HXK30048RI ¥33,500/梱 (¥10,160/㎡ )

HXK20048RI ¥35,500/梱 (¥10,760/㎡ )

Hard Maple ハードメイプル

３Pタイプ 税 抜

税 抜２Pタイプ

HXK30017RI ¥31,500/梱 (¥9,550/㎡ )

HXK20017RI ¥33,500/梱 (¥10,160/㎡ )

Black Walnut ブラックウォルナット

３Pタイプ 税 抜

税 抜２Pタイプ

HXK3002WRN ¥33,500/梱 (¥10,160/㎡ )

HXK2002WRN ¥35,500/梱 (¥10,760/㎡ )

Oak オーク

３Pタイプ 税 抜

税 抜２Pタイプ

HXK30005RI ¥31,500/梱 (¥9,550/㎡ )

HXK20005RI ¥33,500/梱 (¥10,160/㎡ )

時を経るごとに深みを増す赤褐色のやわらかな木肌。
木目のゆらぎ、ガムポケットが自然の趣を高める。

Black Cherry ブラックチェリー

時を経るほど渋みを増す重厚で高級感ある色・艶。
変化に富む深い色合いの木目が風格ある表情を生む。

Black Walnut ブラックウォルナット

光を受けて内から淡い光沢を放つ美しい肌色。
やわらかな木目にバークポケットが自然のアクセント。

Hard Maple ハードメイプル

勇気と強さの象徴「キング・オブ・フォレスト（森の王）」。
しっかりした木目、特徴的な柾目が正統を印象づける。

Oak オーク

掃除機で床表面のゴミやホコリを取り除き、乾
いた雑巾やモップでカラ拭きしてください。

カラ拭きで落ちない汚れは、水で濡
らして固く絞った雑巾で取り除き、
使用後はカラ拭きしてください。雑
巾はよく絞ってお使いください。
水気が残るような雑巾がけは避けて
ください。

それでも落ちない汚れは

寸法/厚み12×幅303×長さ1,818㎜    梱包入数/６枚（１坪=3.3㎡）入

玄関框 階　段

ブラックチェリー色

手　摺 玄関框 階　段

ブラックウォルナット色

手　摺 玄関框 階　段

クリア塗装品

手　摺 玄関框 階　段

ナチュラル・ベージュM
[オーク近似色]

手　摺

短辺スキップ面取り
長辺面取り

四側面本実加工

合板

V溝銘木単板

12

MDF

ヒビワレ防止処理

マット塗装（耐摩耗・抗菌）

ナチュラルシリーズ　MRX 【マット塗装】　床暖房対応

S75160700_HXK_5



・下地材が濡れた状態で施⼯しますと変⾊等の恐れがあります。施⼯する場合は、かならず下地材が乾燥した状態で⾏って下さい。

国産材活用フロア

シストS-J
基材に国産材を活用した人と環境に優しい環境配慮型
フロアです。毎日のお手入れが簡単で、傷・汚れに強
いシートフロアです。

注意とおことわり

ベリッシュホワイト柄
FF11WB-25T

ベリッシュメイプル柄
FF11MB-25T

ベリッシュオーク柄
FF11AB-25T

ベリッシュチェリー柄
FF11CB-25T

ベリッシュウォルナット柄
FF11UB-25T

イタリアンウォルナット柄
FF11NC-25T

スギ柄
FF11SG-25T

トトロップ柄
FF11TP-25T

TJオーク柄
FF11TJ-25T

NFブラックチェリー柄
FF11NF-25T

SBウォルナット柄
FF11SB-25T

HDオークホワイト柄
FF11HD-25T

SDサクラ柄
FF11SD-25T

KDカバ柄
FF11KD-25T

GDグレイクリ柄
FF11GD-25T

NDナット柄
FF11ND-25T

アラベスカート柄
FF11AC-11T

マーブル柄
FF11ML-11T

TJオーク柄

床暖房対応

木の豊かな表情を演出する幅広デザインです。

温度変化に対し、隙間、割れがおきにくい仕様です。
※床暖房にご使用の場合、加熱・乾燥で隙間・割れが生じる場合があります。

ワックス不要

汚れが付着しにくい仕上げで、ワックスが不要です。
※ワックスの種類、塗布条件により密着不良を生じる場合があります。

幅広デザイン

日常生活から生じるさまざまな衝撃や劣化、ペットの引っかき傷や汚れに強い仕様です。

傷・汚れに強い

擦り傷に強い ／ 磨耗に強い ／ 汚れに強くお手入れ簡単 ／ キャスター傷に強い
衝撃落下傷に強い ／ 静圧荷重傷に強い ／ 美しさ⻑持ち（変⾊や退⾊がしにくい）



壁パネルカラー

浴槽カラー エプロンカラー 床カラー

鏡面

HN642

ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN651

ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

HN661 ※A

ﾁｪﾘｰ

HN662 ※A

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN663 ※A

ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN953 ※A

ﾄﾊﾟｰｽﾞﾌﾞﾙｰ

HN748

組石ﾎﾜｲﾄ

HN746

組石ﾍﾞｰｼﾞｭ

HN747 ※A

組石ｸﾞﾚｰ

HN751

ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ

HN752 ※A

ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ

HN481

ｸﾞﾘｼﾞｵｾﾗﾄﾞﾝ

HN491 ※A

ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ

HN735 ※A

ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ

HN461

ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

HN194 ※A

ﾎﾞﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ

HN191 ※A

ﾌﾟﾙｼｬﾝﾌﾞﾙｰ

HN983

青磁ﾘｰﾌ

HN984

ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ

HN952

ｱｸｱﾌﾞﾙｰ

HN954  ※A

ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ

HN932

ｼﾙｷｰｽﾃｯﾁ

HN933

ｽﾄｰﾝﾙｰｼﾞｭ

HN951

ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

HT

HT531

ｳｪｰﾌﾞﾎﾜｲﾄ

HT532

ｳｪｰﾌﾞﾋﾟﾝｸ

HT311 ※A

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

HT312 ※A

ｸﾘｴﾓｶ

HT541 ※A

ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ

HT241 ※A

ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ

HT242

ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ

ﾍﾟｰﾙ

W92

ﾎﾜｲﾄ

N24

ﾌﾞﾗｯｸ

Y83

ﾍﾞｰｼﾞｭ

U83

ｸﾞﾚｰ

G95

ｸﾞﾘｰﾝ

P94

ﾋﾟﾝｸ

N86

ﾎﾜｲﾄ

Y71

ﾍﾞｰｼﾞｭ

U61

ｸﾞﾚｰ

FW1

ﾎﾜｲﾄ

N11

ﾌﾞﾗｯｸ

ｷﾚｲｻｰﾓﾌﾛｱ 単色ルフレトーン

Ｌパネル全面張り ※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

システムバスルーム　アライズ

UFD-111A

BF-WW147TXV-PU1 BF-SL6VBGE-PU/FW1

LDA-P2-1A KGM-13240S VDY-8002006R(73)/WM

CG合成によるイメージ画像です。

AF878200897-01



システムキッチン アレスタ 

JFAD466SYXJG5J H1633A0RHVJX SMNSD931SILJ 

NP45RS7SJGJ 

BSPSG079 

CG合成によるイメージ画像です。 
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。 

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 

センターキッチン／ペニンシュラＩ型 本体間口258cm SWK8JH 

1810仕様：Fタイプ 

AF878200761-01 

扉カラー 

※取手もお選び頂けます。 取手 

シンク 

ワークトップ 

Q ｼﾙﾊﾞｰ 
ﾗｲﾝQ 

U ﾌﾞﾗｯｸ 
ﾗｲﾝU 

V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ 
ﾗｲﾝV 

K ｼﾙﾊﾞｰ 
ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK 

H ﾌﾞﾗｯｸ 
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH 

G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ 
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG 

F ｼﾙﾊﾞｰ 
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF 

人造大理石 

人造大理石 

E：ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ I：ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ M：ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ 

N：ﾊﾆｰｲｴﾛｰ F：ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ 

QW：ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ 

ペール 

G62Q 
ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ 

B62Q 
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ 

P62Q 
ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ 

W62Q 
ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ 

ソリッド 

R63Q 
ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ 

Y63Q 
ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ 

W63Q 
ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ 

クリエ 

A64Q 
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ 

U64Q 
ｸﾘｴﾓｶ 

C64Q 
ｸﾘｴﾗｽｸ 

N64Q 
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ 

I64Q 
ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ 

ストリーク 

K66U：ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ B66U：ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ R66U：ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ C70U：ｳｫﾙﾅｯﾄ U70U：ﾁｪﾘｰ I70U：ﾁｪｽﾅｯﾄ H70U：ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ 

クオリティウッド 

■キッチンパネル 

MEシリーズ 

BW：フレッシュホワイト 

BV：ラフサンドベージュ 

BX：ラフサンドホワイト 

E ｼﾙﾊﾞｰ 
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙE 

D ｼﾙﾊﾞｰ 
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙD 

ベーシックカラー 

D60E：ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ Y60E：ｽﾑｰｽｲｴﾛｰ W60E：ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ 

ベーシックウッド 

U61E：ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ N61E：ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ 



システムキッチン アレスタ

JFAJ461SYXJG5J R1633C0WHVJX

ADR934SIRJ NP45RS7SJGJ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

Ｉ型 本体間口255cm SWK8JH

1910仕様：CタイプI型2550

AF878201128-01

扉カラー

※取手もお選び頂けます。取手
シンク

ワークトップ

Q ｼﾙﾊﾞｰ
ﾗｲﾝQ

U ﾌﾞﾗｯｸ
ﾗｲﾝU

V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾗｲﾝV

K ｼﾙﾊﾞｰ
ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK

H ﾌﾞﾗｯｸ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH

G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG

F ｼﾙﾊﾞｰ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF

人造大理石

人造大理石

E：ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ I：ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ M：ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ

N：ﾊﾆｰｲｴﾛｰ F：ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

QW：ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

ペール

G62Q
ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ

B62Q
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

P62Q
ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

W62Q
ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

ソリッド

R63Q
ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ

Y63Q
ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ

W63Q
ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

クリエ

A64Q
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

U64Q
ｸﾘｴﾓｶ

C64Q
ｸﾘｴﾗｽｸ

N64Q
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

I64Q
ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

ストリーク

K66U：ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ B66U：ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ R66U：ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ C70U：ｳｫﾙﾅｯﾄ U70U：ﾁｪﾘｰ I70U：ﾁｪｽﾅｯﾄ H70U：ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

クオリティウッド

■キッチンパネル

MEシリーズ

BW：フレッシュホワイト

BV：ラフサンドベージュ

BX：ラフサンドホワイト

E ｼﾙﾊﾞｰ
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙE

D ｼﾙﾊﾞｰ
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙD

ベーシックカラー

D60E：ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ Y60E：ｽﾑｰｽｲｴﾛｰ W60E：ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

ベーシックウッド

U61E：ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ N61E：ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

CG合成によるイメージ画像です。（実物とは異なります。）実物確認には、カタログやショールームをご活用願います。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。



Stainless Eco Cabinet

カビやにおいがつきにくい。 水汚れ、錆、熱に強い。

美しさが長持ち。 長寿命で、環境にやさしい

ECOの理由 １

スズを添加した世界初のステンレス素材

ステンレスは従来からリサイクル率が

80％以上の環境にやさしい素材です。

ECOの理由 ２
健康面での影響を配慮し、接着剤の

使用を極力抑えた低ＶＯＣ仕様。

全体の重量が従来より50％軽く、

輸送時のＣＯ２を削減。

⾒えない部分まで上質ステンレス。
だから、清潔、⻑寿命、エコロジー。

構造自体が
ステンレス

※引き出しの底板には、お手入れの

しやすいメラミン化粧板を使用し

ています。

綺麗は、つづく。
未来は、変わる。

底板も
ステンレス

All Slide

引出し収納と足もと収納で
たっぷりストック、すっきりキレイに。

たっぷり収納

大容量が自慢の引出し式オールスライド収納。
足元のデッドゾーンまで使えるフロアコンテナ
にはホットプレートなど大きな道具やストック
品もすっきり収まります。

出し入れラクラク

収納を効率的に考えたオールスライド収納。
すべて引き出せるフルエクステンション

レールで奥のものまでラクに取り出せます。
さらにソフトに閉まるサイレント機能付きで、
収納物を衝撃から守ります。

【２０１９】 株式会社オープンハウス・アーキテクト 様 【Ｆタイプ 】

【オ－ルスライド収納・ブルモ－ションレ－ル】

Kitchen Panel
見た目が美しく、お手入れが簡単。
目地が少ないので洗剤混じりの
水ハネも楽に落とせます。

Standard Item Rang Hood
Counter

Gas Rang

Sink

□クリアホワイト □クオーツグレー □クオーツピンク

□ストーンホワイト□モザイクホワイト □ストーンベージュ

■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R1８QSE-T

（シルバー・W60㎝）水無し

カームホワイト(H)

ピンク(P)

ベージュ(Ｂ)

耐久性に優れた、美しくなめらかな質感の人工大理石。
油汚れもサッと拭き取ることができます。

■人工大理石シンク

W711㎜

浅型ゴミカゴ

洗剤バスケット
サンドホワイト(W)

サンドグレー(Ｇ)

グレインホワイト(Ｔ)■人工大理石天板

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

カビが繁殖しにくく、ニオイもつきにくい
ステンレス。食品を扱うキッチンには、
もっともふさわしい素材です。

表面にバリアーを形成して、水汚れや錆から
身を守るステンレス。熱にも強く、料理を
思いきり楽しめます。

クリンレディは、底板、側面、骨組みまで
ステンレス。お手入れ簡単で、何年経って
も美しさを保ち続けます。

ステンレスは、耐久年数が長く８０％以上の
リサイクル率を誇る、環境にやさしいエコロ
ジー素材です。

Dish Washer

腰をかがめることなく、
ラクに食器が出し入れできる引き出し型。

■プルオープン食器洗い乾燥機
ZWPP45R14LDS-T

（シルバー・W45㎝）

毎日使うからこそ使いやすい
フル上面操作

Especially  with your life

■Jタイプサイドフード【シルバー】
ZRS90SBN14FS(R/L-T
整流板も簡単に外せて、お手入れも簡単です。

■フロントスクリーン
（ロータイプ）

メリノシリーズ

素材：ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ
＋ｸﾘｽﾀﾙUV塗装 ※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

フィーカウッドシリーズ リュースウッドシリーズ

クリスタシリーズ
素材：ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ

＋ｸﾘｽﾀﾙUV塗装

素材：FFｼーﾄ（艶消し） 素材：ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ＋
ｸﾘｽﾀﾙUV塗装

クリスタホワイト（CYE）

クリスタシトロン（CYF） クリスタブルーグレー（CYW）

クリスタレッド（CYB）

オークラテ（C３Ａ） エルムモカ（C３Ｋ）

チェリーブレンド（Ｃ３Ｂ）

メリノローズ（CUU）

メリノバーガンディー（CUX）

ペアウッドアッシュ（CWX）

ペアウッドホワイト（CWT）

Class 4

ウォールナットビター（Ｃ３Ｌ）

マリンウッドダーク（CWZ）

■取手

ロングバーシルバー ロングバーブラック ライン

Class ５

スエードチャコール（ＣＡＺ）

クラシカルバーチ（Ｃ４Ｂ）

スエードホワイト（ＣＡＴ）

ノルディックビーチ（Ｃ４Ｖ）

スエードシリーズ
素材：EBｼーﾄ（艶消し）

ウッドシリーズ
素材：FFｼーﾄ（艶消し）

■取手

ショートバーシルバーショートバーブラック

Especially  with your life

Faucets

■浄水器一体型水栓【タカギ製】
ZZJA497MN9NTN01-T

水量・温度調節がレバー1本で可能。
水と湯の境にクリック感を設け、
ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

節湯B/節湯C1対応





18.08.03                       ※写真は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。

Ｆタイプ

パナソニック キッチン ラクシーナ

グラーノホワイト

調理家電をいかに使いこなすか。大切なのはコンセントとの位置！

クッキングコンセント －便利で安心。プチストレス解消！－

おすすめオプション！

水ダレからコンセントを守る形状は
パナソニックならではの発想。

便利な小物フックが２コ付いています。
バンドタオルやミトン、レジ袋などの小物を掛けておくには便利なフック。

コンセントが奥だとコードが邪魔にもなることも・・・ 調理中、手元にコンセントがあると調理家電をさっと
使え、とても便利。

置きラク収納パーツ付ユニット

◎収納パーツ付シンク下ユニットには、内引き出しが付きます！

①包丁差し②まな板スタンド

③上置きトレイ

④多目的ボックス

⑤内引き出し

◎シンク下ユニット収納パーツ ◎コンロ下ユニット収納パーツ

①調味料トレイ

②多目的ボックス

③ボトルトレイ

薄型サイドフード
Ｗ750 （シロッコファン）
【シルバー色】

QSS81AH2M(R/L) 対面ｷｯﾁﾝで気になる油のﾄﾋﾞﾊﾈを軽減

ダイニング側はパネルタイプ(収納)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
QSSG32Q1V

加熱機器フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

シンク下スライド
（包丁差し付）幅1050mm
※内引き出しは付いてい
ません。

コンロ下スライド
幅750mm

2段引き出し
ストッカ－付 幅750mm

包丁差し

ソフトクロージング機構

シルバー色ストッカー

カウンター レンジフード

プレーン柄（３mm厚） ホワイト（RA）

水栓

キッチンボード

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）

280℃油鍋と350℃の空焚き鍋を
20分放置後、変色、ふくれなし。

耐熱性

クックスクリーン

食器洗い乾燥機
浅型 【シルバー色】
ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れ
やすいフルオープン。
QSS45RS7SDP

食器洗い乾燥機（浅型）

スキマレスシンク

グリーン ピンク

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。

カームベージュ カームグレー

扉柄

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 ｿﾌﾄｵｰｸ柄

ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄

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

木目（光沢） 木目（マット）

単色（光沢）

ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄

NEW

HCD HCE

HAA HAE

LCA

取っ手

NEW

NEW

MJD MJE

MJG

NEW

NEW



H2シンク

サンドグラーナ

サンドグレージュ

御見積 N0： JVQ5467K1作成日：2019年 9月12日

。いさだく認確ごてに書細明積見御は細詳、きつに載掲のみの材部要主たま。すまりな異と様仕の際実りあでジーメイて全は真写　意注ご※

バー取手
シルバー

ライン取手
シルバー

 シンク

ＯＨＡ標準仕様　Ｆタイプ
 トクラスキッチンビービー

。すまりな異と様仕や色の際実、めたのジーメイ真写※

 選択色 ※1　現在選択中の色を□（赤枠）で囲んでいます。
※2　色を未選択の場合や色変更は、表示している色よりお選びください。

 カウンター

 取手

 扉

 仕様一覧

フロアスライド
ブルモーション
包丁差し

シンクスペース

フラットタイプ-X

BNP45RS7SAA
(パナソニック）
浅型/色：シルバー

食器洗い乾燥機

食洗機組込みキャビネット
ブルモーション

食洗機スペース

W600
ホーロートップ3口コンロ
BR2AM5H2SVW
（リンナイ）

ガスコンロ

フロアスライド
ブルモーション
・コンロ横小引出し

コンロスペース

浄水器内蔵シャワー混合水栓
AWJSA1HSK（K)
(トクラス)

水栓金具

サイドサイクロンフード/シルバー
BSTC904WSNM(R/L)T

レンジフード キッチンパネル LC

G2シンク
カフェベージュホワイト

ピーチピンクライムグリーンシックベージュソルベブルー

トクラスの人造大理石

熱や衝撃、汚れに強くて、お手入れカンタンなら、
いつもキレイをキープできます。

しても安心
衝撃に強くうっかり直置き

カンタン！
シミや汚れに強くてお手入れ

修復できます
ナイロンタワシでキズが

”一体形状”
カウンターから排水口まで

カウンター＆シンク
段差・隙間なしのなめらかさでお手入れのしやすさが
魅力です。

  排水部分もなめらか

とってもなめらか
カウンターとシンクの
つなぎ目に隙間や段差
がないので、汚れがた
まる心配もありません

排水部分はつなぎ目のない
一体形状。お手入れが簡単
です。

Dシリーズ

フローズンホワイト

コーラルピンク

サフランイエロー

ミッドナイトブルー

ワインレッド

フォレストグリーン

Sシリーズ

ベーシックホワイト

シルクホワイト

Ｑシリーズ

グロウホワイト

グロウミディアム

グロウダーク

Nシリーズ

ペールメープル

ライトオーク

ミディアムチーク

ダークウォルナット

Yシリーズ

リファインドホワイト

リファインドモカ ダークレザー

エイジングゴールド

フロア材と相性が良い、フロア
スライド部分も扉同一仕上げ。

ケコミ同色仕上げ

表面にEBコートを施した引出し底
板はキズ・汚れに強く、油汚れ、
もらいサビを簡単に落とせます。
※EBコート：表面の樹脂層を硬化
させるコーティング技術

引出し底板

Ｚシリーズ

グレーストーン

バー取手
ブラック

サンドブラック

グレー

ニューグラーナ

ニューグラーナホワイト

扉の表面に、コート加工を施し、
油汚れも内部に浸透させることが
なく、サッと拭き取るだけで簡単
にお手入れできます。

扉のお手入れ

オイルガードパネル

ニューグラーナ仕様
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き
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使いやすく、お手入れもラクなデザイン

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。
継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。

（画像は幅900mm）

掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

●ボール深さ：165mm　容量：12L

アルベロブラック（鏡面）

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

ツインラインＬＥＤ３面鏡
ミドルミラー

ご提案扉柄 水栓

ミラー

件名 洗面所 XN30JA提案Ｎｏ

洗面ドレッシング　シーライン　Ｄ５３０タイプ　アルベロブラック（鏡面）

洗面化粧台

本体キャビネット

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする シーライン。

収納力たっぷりの
キャビネットプラン

スペースひろびろ
ワイドカウンタープラン

足元スッキリ
フロートプラン

カウンター

扉柄バリエーション

ホワイト（鏡面）

ホワイト

タイプＣ

タイプＡ

＊扉柄Ｓ／Ａ／Ｂ／Ｃは
　価格が変わります。

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

アルベロブラック
（鏡面）

アルベロホワイト
（鏡面）

ソフトウォール
ナット柄

ソフトオーク柄

タイプＢ

タイプＳ

ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄

マルチシングルレバーシャ
ワー（メタルタイプ）（エコカ
チットあり）　　　※シャワー
ヘッドは引き出せます。

見せる収納を楽しめる
オープン棚プラン

引出しタイプ
（画像は幅900サイズ）

吐水部を左右に首振りでき
ます。（画像はスゴピカタイ
プ）



キ レ イ の 追 求 が 、 

美 し い 空 間 を 生 ん だ 洗 面 ド レ ッ サ ー 。 

洗面化粧台 ＭＶ 

VJHT-905SY MVJ1-903TXJU 

KF-91A 

CG合成によるイメージ画像です。 

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 

JDYTQH00324-01 

間口900mm VJHT-905SY/MVJ1-903TXJU 

扉カラー 

カウンターカラー 

H 
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ 

VP1 
ﾎﾜｲﾄ 

スタンダード 扉カラー 

LD2 
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ 

LP2 
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ 

LM2 
ｸﾘｴﾓｶ 

YS2 
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ 

HD2 
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ 

HP2 
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ 

ハイグレード 

カウンターカラー 

H 
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ 





ふく射熱の効果で、どこにいてもポカポカ

温水循環なので経済的

■部屋全体がムラなく暖まる温水式床暖房

1

低温なので、やけどの心配なし

2

3

従来の床暖房に比べて、
エネルギー消費量を

最大２５％削
減

リンナイ独自のシステムで、次世代の省エネルギー化を実現。４０℃の低温水でも、お部屋がすばやく温まる”新設計”の省エネ床暖房です。

快適性と省エネ性を両立したガス温水式床暖房

空気を汚さず、お部屋もすっきり！健康的で経済的な暖房設備です

床暖房リモコン

●1台のリモコンでマットを別々に制御できます。（床暖房2系統の場合）
●便利なタイマー機能付き。お好みの時間に合わせてお部屋を暖めておくことができます。

温水式省エネ床暖房システム
特長①

特長② ガスならではのスピーディな立ち上りで、すぐにあったか！

■定常時より高い温水を流す、
ガス温水式床暖房ならではの

ホットダッシュ機能で
運転開始後のお部屋が快適な温

度になるまでの時間は約４５分。
スピーディーに快適なぬくもり
が得られます。

省エネ床暖房システムで光熱費もおトクに！

■エコジョーズタイプの熱源機
と専用マット、断熱配管を使用
することでエネルギー使用量を
最大25％削減できる「省エネ床
暖房システム」。無駄な熱を極
力減らすことでランニングコス
トもおトクにお使いいただけま
す！

従来型給湯器
+従来型温水床暖房

エコジョーズ
+高効率温水床暖房

※右図試算条件
エリア：東京都/電気：東京電力従量電灯50A ガ
ス:東京ガス温水暖房契約/4人家族 床暖房12畳
8時間/日 冬季5か月間使用

約25%削減
▲12,200円

FC-W09DR ※フタを開いたところ
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D A T A

●商品によっては改良な
どにより、仕様・寸法・カ
ラーなどに多少の変更が
生ずる場合がありますの
でご了承ください。
●商品写真は印刷色のた
め、現物と若干異なりま
すので、実物の商品見本
でお確かめください。

その他
et cetera
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