
SIMPLYHOME 施工写真

Natural

熟練大工の作る無垢の家
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エコボロン（防腐防蟻剤）
ホウ酸塩が主成分の木部に浸透しやすい「木材保存用ホウ素系

防腐防蟻剤」です。

エコボロンの主原料であるホウ酸塩はカルフォルニア等で採掘さ

れる天然鉱石物です。

高い安全性

効果は半永久に持続

優れた防蟻・防腐性能

① 安全性 人やペットには無害。嫌な臭いもありません。

② 高い防蟻性 シロアリはもちろん、あらゆる食害虫から家を守ります。

③ 高い防腐性 建物の耐久性・耐震性を大きく損ねるカビ・腐朽菌を防ぎます

④ 効果は半永久的 無機質であるホウ素は分解されず、一度の施工で建物を

ずっと守り続けます。

主成分のほう素は自然界ではホウ酸やホウ酸塩として存在し、海水や温泉水中に多く含まれています。

また、植物にとっても必須微量元素である事から、野菜や果物を食べる事で私達は日常的に摂取しています。

身近な所では、目薬やソフトコンタクトレンズの保存液などにも使用されています。

人間などの哺乳動物がほう素を必要以上に摂取した場合は腎臓の浄化作用で短期間に排出されます。

ほう素塩は揆発・蒸発しない為、シックハウスの心配はありません。

アトピー性皮膚炎の方、化学物質に過敏な方にも安心してお使いいただけます。

2011年9月には、公益社団法人日本木材保存協会の認定薬剤として登録されました。

エコボロンPROの主成分であるホウ酸塩を摂取したシロアリはエネルギー代謝が出来なくなり、餓死します。

ホウ酸は、ゴキブリ団子に見られるように古くから日本でも害虫駆除に使用されてきましたが、

住宅のシロアリ対策として欧米では主流であり、

京都大学・ハワイ大学・forintek研究所（カナダ）の共同研究チームにより、高い性能が確認されています。

エコボロンPROは登録文化財の防虫・防腐工事にも採用されています。

また金属腐食を防ぐなど、防錆性能があることも、様々な実験から明らかになっています。

エコボロンの主原料であるホウ酸塩は無機物のため分解される事がなく、

常時流水に晒されるような状態でない限り、高い効果が半永久的に持続します。

一方、現在一般的に使用されている防腐・防蟻剤は農薬として開発されたものなので

5年以内に分解されてしまうため、5年に一度再工事が必要になります。

ところが、壁内の木部は事実上再施工が難しく、薬が切れてしまうと無防備になって

しまいます。

再施工の出来ない箇所だからこそ分解されない無機物での処理が最適です。

木部にホウ酸をしみこませ、

シロアリの食べられない木に

します。分解・蒸発しないため

に無臭で

効果は半永久的に持続します

農薬成分を蒸発させて

シロアリを防ぐものは

シックハウスの原因に

なります。農薬は５年で分解

され消えてしまいます。

５年に一度の再塗装工事が

必要です。

エコボロンの特徴





基礎、構造

基礎幅

150㎜

ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状

になっている基礎のことです。

地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、

地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。

ベタ基礎 Likes仕様は在来工法に構造用合板をプラスした耐震構造です

床

基礎パッキン

屋根

壁

基礎パッキンロング工法とは

基礎の上にパッキンを敷き

その上に土台をのせる工法

です。

メリット その① 全周換気
メリット その② 土台への湿気を遮断

メリット その③ 安全・剛性

メリット その④ ねずみ・シロアリ対策

建物の全周からの床下換気になり、

湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。 基礎パッキンが、基礎コンクリートと土台を

分離するので、コンクリートから土台への

湿気を遮断します。

湿気による土台の腐れや白蟻被害を防ぐことが

できます。

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、

基礎の剛性を保ちます。

基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅の

データーなどでも安全性が確認されています。

小動物が床下へ侵入できませんので、防鼠材の施工が必要なくコストダウン

できます。また、土台がコンクリートに接すると、腐りやすくなりシロアリの

生息しやすい環境になり

ます。

基礎と土台の間にキソパッキンを設置することで、腐る原因を

なくし、シロアリが生息しにくい床下環境をつくります。

砕石

防湿シート

断熱材
ベタ基礎

高さ400㎜
土台

基礎パッキン

フローリング12㎜

遮音マット7.5㎜

構造用合板24㎜

【室内側】【室外側】

石膏ボード

断熱材

構造用合板

透湿防水シート

通気層

通気胴縁

外壁材

地震による換気口の断裂

Ｄ13㎜



杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。夏はサラッとしている
調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に

湿気を吸収します。そのため合板フローリングのように

ベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。

●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり

極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも

合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。

それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが

床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した

合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない

無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？

だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸していま

す。

だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も

経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経っ

て

古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った

一般的なフローリングの耐用年数は１５～２０年と言われ

使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。





10年

定期点検実施（一部保証期間終了）

お引渡し

2年

ライクスホームの検査とアフター保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【㈱日本住宅保証検査機構(JIO)】

2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書

3. 自社発行アフターメンテナンス保証書 短

期

保

長

期

保

証

保証開始

短期保証終了

長期保証終了

保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です

但し、継続して６ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年

以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

定期点検

お引渡しから１ヵ月、半年、1年後、２年後に工事後の定期点検をさせていただきます。

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

・建具の不具合

・床下の点検（シロアリチェック）

・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

●アフターサービスのタイムスケジュール











断熱玄関ドアSmart Door Venato
標準玄関ドア仕様書

～～ ピタットＫｅｙ仕様ピタットＫｅｙ仕様（電池錠）（電池錠） ～～
Ｓ０４

Ｂタイプ

Ｓ１３
Ａタイプ

Ｓ２１
Ｂタイプ

ＢタイプＳ２７

※Ｂタイプの場合
外部アクセントパネル色は
全てＨ２色となります。
※Ｃタイプの場合

外部アクセントパネル色は
Ｓ１色の場合はＫ１色(ブラ
ック艶あり)、Ｈ２色の場合
はW7色(ハニーチェリー)
その他はＨ２色となります。

Ｋ１０

Ｂタイプ

W7：ハニーチェリー

Ｃタイプ

※Ｂタイプの場合
親扉の上下形材色

額縁色はＨ２色になります。
※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色
額縁色はパネル色
と同色となります。

Z9：ショコラウォールナット

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色がＹＦ・ＫＸ色
の場合はＢ７色、
それ以外の場合は
H２色となります。
※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色は

パネル色と同色となります。

Ｃタイプ

MR：チェックレッド

※親扉の上下形材色、
外観額縁色は
Ｈ２色となります。

Ｃタイプ

KX：ラスティックウッド

Ｃタイプ

※親扉の上下形材色、
内外額縁色はＨ２色
となります。

YF：キャラメルチーク

Ｃタイプ

Ｐ０１ Ｐ０２
Ａタイプ

Ｂタイプ

Ｂタイプ

Ｗ０２ Ａタイプ

Ｂタイプ

Ｍ０５ Ｕ０６ Ａタイプ

ドアを閉じた状態でアーム部分

を受け側へスライドすることで

アームが「かんぬき」となり、

ドアをロックすることができます。

ドアガード使用時の全閉状態

でフックを押込むことで、ドアを

少しだけ開けた状態で固定

することができます。

生活シーンにあわせ玄関の

通風・換気が可能です。

ロック

ロック解除

CylinderCylinder シリンダー錠シリンダー錠 Door guardDoor guard ドアガードドアガード

さらに安心をプラスするさらに安心をプラスする

ロック機構ロック機構

快適さをプラスする通風機構快適さをプラスする通風機構

非常用カギ（5本）カードキー（86mm×54mm）
シールキー

（直径10mm厚み0.8mm）

カードキー３枚とシールキー２枚が
標準装備追加の際はカードとシール合せて

最大20枚まで登録可能です。
シルバー ゴールド ブラック

・ストレート

HandlHandl ハンドルハンドル

ピタットＫｅｙ

ＡＲ：バニラウォールナット

Ｃタイプ Ｃタイプ

KQ：ミスとグリーン BE：マキアートパイン
W6：桑炭

Ｃタイプ

HS：アーモンドウォールナット



スマートドア ヴェナート ピタットＫｅｙ （電池式）

＜ピタットKey 操作方法＞
ICチップを内蔵したカード／シールをハンドルを近づけるだけで
上下2つのカギを1度に開け閉め。また、シールを貼るだけで

お気に入りの持ち物がカギに早変わりします。
上のカギが
ロック！

下のカギも
ロック！

便利

玄関ドアをもっと便利に。もっと快適に。

新しい電池錠新しい電池錠 ＳｍａｒｔＳｍａｒｔ ＣｏｎｔｒｏｌＣｏｎｔｒｏｌ ＫｅｙＫｅｙ
スマートコントロールキースマートコントロールキー

見えないカギ穴 防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用

非常用シリンダーは見えないので 上下共こじ破りに強い 上下共サムターンは脱着式

非常用シリンダー(上下）
停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。

サムターン取り外し
レバー（上下）

レバーを押してサムターン
を引っ張ればサムターン
を取り外すことができます。

カードを
近づけるだけ

シールを
近づけるだけ

カードキーは、
非接触式だから
財布やパスケースに
入れたままでOK

シールキーは、
貼るだけで

お気に入りの小物が
カギに早変わり

ロック！

電動だから常時２つのカギが
連動してロックされます。

非常用カギ（5本）カードキー（86mm×54mm）
シールキー

（直径10mm厚み0.8mm）

カードキー３枚とシールキー２枚が標準装備
追加の際はカードとシール合せて最大20枚まで

登録可能です。

電池ボックス

非常用シリンダー

非常用シリンダーは見えないので、
ピッキング抑制にもつながります。

非常時は非常用シリンダーで施解錠。

シリンダーカバーで
カギ穴が見えないので、
ピッキングの対象にな
りにくくなります。

シリンダーが見えません。

優れた耐ピッキング
性能を持つディンプルキーを

採用しています。

非常用カギ
（ディンプルキー）
5本標準装備

ＬＥＤ（施解錠表示）

カギの開け閉めは、LEDの光と
確認音がお知らせします。

開け閉めに合せて、LEDが
点灯して確認音が鳴ります。
光と音で開閉の状態を確認
できるので安心です。

カギが締まった時
安心の緑色

カギが開いた時
注意の赤色

上下共こじ破りに強い、
鎌錠を採用しています。

上下共サムターンは脱着式。
取り外しができるから安心です。

デットボルト （かん
ぬき）についた鎌が
錠受けにしっかり
かみ合さります。
バールなどを使った
こじ破りの手口など
に対して、強い抵抗
力を発揮します。

外出時や就寝時に
取り外しておけば、
ガラスを破って手や
工具を入れて、

サムターンをまわされる
ような心配もありません。

不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

室内側ハンドル室外側ハンドル

ＬＥＤ（施解錠表示）
開け閉めに合せて、
LEDが点灯して確
認音が鳴ります。

施解錠読み取り部
カードキー／シールキーを
ここに近づけて操作します。
※電池式の場合はボタン
を押してからカード（シール）
を近づけてください。

を取り外すことができます。

施解錠表示窓（上下）
表示窓の色でカギの
状態が確認できます。

サムターン（上下）
サムターンをまわして
施解錠します。上下とも
脱着式なので取り外し

ができます。

カードキー

シールキー

ストレート ストレート

配線工事が不要な電池式

ＡＣ１００Ｖ式 電池式

室外側



ルミナードロンテSA

ニューグラビーレSA

ラフィークSA

シュトレーゼSA

スクラッチストーン
16SA

ラフィッシュSA

LUA5XDP
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙA

HTA5XＮＬ
MSﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰNA

NGVA5XSI
SPﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰA

LFA5XSN
SPﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄA

LFA5XSH
SPｸﾘｱﾎﾜｲﾄA

CRA6XWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄA

RUA5XNT1
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄCA

MWA5XWF
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｯｸ2MA

MWA5XWJ
ｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ2MA

MWA5XWP
ｳｯﾃﾞｨﾒｰﾌﾟﾙ2MA

MWA5XWE
ｳｯﾃﾞｨﾎﾜｲﾄMA

DSA6XDBR
ﾄﾞｩｰﾅｽﾌﾞﾗｳﾝDA

DSA6XDCH
ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸDA

DSA6XDCW
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄDA

DSA6XDGR
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾞﾚｰ2DA

DSA6XDWＴ
ﾄﾞｩｰﾅｽﾎﾜｲﾄDA

SLA5XSC
ｽｳﾞｪﾙﾄﾁｬｺｰﾙSA

SLA5XSF
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｯｸ2SA

SLA5XSG
ｽｳﾞｪﾙﾄｸﾞﾚｰSA

SLA5XSM
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ2SA

SLA5XSV
ｽｳﾞｪﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰSA

SLA5XSW
ｽｳﾞｪﾙﾄﾎﾜｲﾄSA

NJA5XJB
ｾﾞﾗﾄﾚﾌﾞﾗｳﾝJA

NJA5XJC
ｾﾞﾗﾄﾚｷｬﾒﾙJA

NJA5XJG
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾞﾚｰJA

NJA5XJK
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾘｰﾑﾚｯﾄﾞJA

ASA5XKB
ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸAA

ASA5XKU
ｶｰｻﾌﾞﾙｰAA

ASA5XKW
ｶｰｻﾎﾜｲﾄAA

LUA5XCR
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄA

LUA5XWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄA

NGVA5XSL
SPﾗｲﾄｿﾌﾄｸﾞﾚｰA

NGVA5XSN
SPﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄA

NGVA5XGW
ﾌﾞﾗｳﾝ３A

NGVA5XSH
SPｸﾘｱﾎﾜｲﾄA

HTA5XHW
MSｸﾘｱﾎﾜｲﾄNA

※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。

ｱｰﾊﾞﾝｽﾄﾗｲﾌﾟSA

[size:15x455x3030]

[size:15x455x3030]

[size:15x455x3030]

[size:15x455x3030]

[size:15x455x3030]

[size:15x455x3030]

[size:16x455x3030]

アルディーレSA

トラシナーレタイルSA

やまがた割肌
タイル16SA

エモーネデュオSA

ARA5XRJ
ｱﾙﾍﾞｰｼﾞｭCA

ARA5XRW
ｱﾙﾎﾜｲﾄCA

TRA5XTB
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｳﾝCA

TRA5XTW
ﾄﾗｼﾅﾎﾜｲﾄCA

YGWA66XYB
YTﾌﾞﾗｳﾝCA

YGWA66XYC
YTｷｬﾒﾙCA

EMA5XEBG
ｴﾓｰﾈﾍﾞｰｼﾞｭEA

EMA5XECO
ｴﾓｰﾈｺｺｱEA

[size:15x455x3030]

[size:15x455x3030]

[size:16x455x3030]

[size:15x455x3030]

モダンウッドSA

ドゥーナス16SA

スヴェルトSA

ニューゼラトレSA

2016.2
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AT-WALL 15SA
シリーズ

Natural



親水面に汚れが付着
※従来品に比べ静電気が
起き難く汚れが付き難い

雨が降り、親水面に
水滴が付着

親水面と汚れの間に
雨の水滴が入り込み
汚れが流れ落ちる

親水性によるセルフクリーニング機能

「セルクリンコート」の防藻・防カビ機能防汚機能・耐侯性能・親水機能
セルクリンコートは、汚れにくく、落ちやすい

セルクリンコート採用の「AT-WALL」15SAシリーズは塗膜10年保証を実現。

「セルクリンコート」には、セルフクリーニング機能に加えて、当社従来品に比べて
藻やカビがつきにくい“防藻・防カビ機能”があります。
防藻剤・防カビ剤の配合によって藻やカビの成育を抑制しています。
※防藻、防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が発揮されないことがあります。
また全ての藻・カビで実証したものではありません。

防カビ性能実験の様子

カビ 一般
（24ヶ月経過）

セルフッ素コート
（24ヶ月経過）

太陽の光は、自然を育み、私
たちの暮らしに安らぎや潤いを
与えてくれます。
でも、外壁にとって毎日の紫
外線や熱は手強い敵。樹脂
が劣化し、表面の光沢が失わ
れ、色あせが進行します。
ATーWALLは、アクリルシリコ
ンベースに調合を重ねて開発
した水系の塗料で、色あせな
どの進行を遅らせる優れた耐
候性を実現。「塗膜10年保
証」に対応しています。

空気中の土や埃を洗い流してくれる雨。雨上がりはいつもより空気が澄んでいます。
「セルクリンコート」は、優れた耐候性に加え、親水機能を付加。外壁に雨などの水
滴が付くと、汚れと外壁表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、北面、日陰、
夜間を問わず、セルフクリーニング効果を発揮します。

旭トステム外装「AT-WALL」は、国土交通大臣認定の準不燃材料です。
構造体としては、防火構造、および準耐火構造の認定を受けています。
燃えにくいだけでなく、煙や有毒ガスの発生もありませんから住宅用外装材
として、安全性に優れています。

安全性に優れている

耐火等級４対応

●旭トステム外装[AT-WALL]の防火性能

性能区分

１時間準耐火
構造

耐火時間等級

４等級

分類 認定番号

外装（耐力）

間仕切り壁

柱

軒裏

QFO60BE-9225

QFO60BE-9069

QFO60CN-9031

QFO60RS-9121

Natural



ラフォレスタ Stylish/Orthodox   Natural

□室内ドア

A タイプ

B タイプ

CタイプUD配慮型

A タイプ

B タイプ

CタイプUD配慮型

表示錠

サムターン

表示錠

サムターン

□クローゼットドア
・玄関収納

把手 把手

ピボットヒンジ

丁番

マットシルバー マットブラック

クローゼット 玄関収納

TATA W12

靴約22足収納

リビング 居室・洗面所 トイレ

樹脂板

TA

□カラーバリエーション

ブラウンノーチェ キャメルチェリー

ミディアムウォールナット ダークチーク

プレーン ホワイトウォールナット

クリアオーク ナチュラルチェリー

E タイプ E タイプ

枠の手前で
作動し、ゆっく
り確実に開け
閉め出来るソ
フトクローズ
機構を戸先・
戸尻に標準
装備。開閉時
の隙間や跳
ね返り防止が
でき、枠への
衝突音も軽減
します

操作しやすい幅広引手＆スライド式錠
幅が広く手がかりの良い引手形状。錠付仕様には、
操作のしやすいスライド式の錠を採用しました。

明かり窓

表示錠

引き手

スライド式錠

BE TG TN TT T80 TA

YAYA W12YAYG YN YT Y80 YA

□室内引き戸

木目が判りやすいクリアオーク色にて作成しております





扉カラー

シンクワークトップ

成熟 を 極 め た キ ッ チ ン が 暮 ら し に 調 和す る

先 進 の 住 ま い づ く り を サ ポ ー ト し ま す 。
システムキッチン エーエス

取手 ※取手もお選び頂けます。

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

グループ１

人造大理石人造大理石

A0シリーズ

GA0D
ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ

TA0D
ﾘｰﾌｵﾚﾝｼﾞ

A1シリーズ

DA1D
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ

WA1D
ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

A2シリーズ

UA2D
ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ

NA2D
ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

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

グループ１

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

SFHE421SYXJGD

H1633A0RHVDX NBH9367SID

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。

HKLW0104904-01



扉カラー 洗面器カラー

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

洗面化粧台 ピアラ 家 族 み ん な が 気 持 ち よ く 毎 日 を 過 ご せ る

キレイ と使いやすさを究めた洗面化粧台です。

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

ミドルグレード

AR1H-755SY/LM2H MAR1-753TXJ

CG合成によるイメージ画像です。

HKLW0104904-01



機能一覧

カラーバリエーション

ベーシア シャワートイレ（フチレス） 便 器 も 便 座 も お 掃 除 ラ ク ラ ク の

一 体 型 シ ャ ワ ー ト イ レ 。

■■■ キレイ機能 ■■■

パワーストリーム洗浄

お掃除リフトアップ（手動）

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ エコ機能 ■■■

超節水ECO5（大5L、小3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■ 洗浄機能 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■ 快適機能 ■■■

パワー脱臭

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

リモコン

点字対応

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色(納期約２週間)

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

｜リモコン｜

CF-AA64/BW1 KF-AA70C

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

HKLW0104904-01



浴槽カラー

壁パネルカラー

エプロンカラー

手 軽 に リ ラ ッ ク ス で き 、 い つ も キ レ イ 。

も っ と 、 お 風 呂 が 好 き に な る バ ス ル ー ム 。

システムバスルーム アライズ

床カラー

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(鏡面)

HN642
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN663
ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN661
ﾁｪﾘｰ

HN662
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN651
ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

HN748
組石ﾎﾜｲﾄ

HN746
組石ﾍﾞｰｼﾞｭ

HN747
組石ｸﾞﾚｰ

HN751
ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ

HN752
ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ

HN481
ｸﾞﾘｼﾞｵｾﾗﾄﾞﾝ

HN491
ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ

HN735
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
ﾎﾞﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ

HN191
ﾌﾟﾙｼｬﾝﾌﾞﾙｰ

HN193
ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ

HN983
青磁ﾘｰﾌ

HN984
ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ

HN982
ｴﾚｶﾞﾝﾄﾓｻﾞｲｸ

HN952
ｱｸｱﾌﾞﾙｰ

HN932
ｼﾙｷｰｽﾃｯﾁ

HN961
ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾝ

HN971
ﾊﾟｽﾃﾙﾄｰﾝ

HN942
ｼﾞｭｴﾙﾋﾟﾝｸ

HN951
ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(HT)

HT531
ｳｪｰﾌﾞﾎﾜｲﾄ

HT532
ｳｪｰﾌﾞﾋﾟﾝｸ

HT311
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

HT312
ｸﾘｴﾓｶ

HT241
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

HT511
ｼｬｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ：Lﾊﾟﾈﾙ

LE701
ﾎﾜｲﾄ(EB)

LE301
ﾎﾜｲﾄ(ﾏｯﾄ)

NW1
ﾎﾜｲﾄ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

G94
ｸﾞﾘｰﾝ

P91
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
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アクセント張り

EFD-G1-1A

UFD-111A KGM-3060(1)S-C NT-180A(6)-2S/W91 VDY-8002006R(73)

TB-400E-K LAP-1582-W (×1本) R-1010P-24/W

CG合成によるイメージ画像です。
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