
SIMPLYHOME 施工写真

LiKes

熟練大工の作る長持桧の家

Ｑ



人畜無害効果永続ホウ酸防蟻剤を加圧注入処理

専門の工場で専用の薬剤を木材内部まで浸透させシロアリ、腐れから構造材を守ります。
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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。



勾配天井10
帖

3チョイス　サービス品　下記の中から３つお選び下さい

珪藻土、漆喰、シラス　LDK壁１面ロフト又はグルニエ３帖

ロフト用固定階段

IHヒーター又は　エアコン６畳用２台

GVA （3個分）

　　床暖房8㎡

浴室TV

天然石、ガラスモザイクタイル2平米

Likes 仕様 契約特典サービス品
カーテンレール

効

ニッチ

物干ワイヤー又はホスクリーン

揺れを半分に 減震半減装置(２個分）

ポスト当社指定品

セルロースファイバー（3個分）

風呂洗面階段以外全て無垢床(２個分）





10年

定期点検実施（一部保証期間終了）

お引渡し

1年

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









ARP5PRW 
ｱﾙﾎﾜｲﾄP

ARP5PRJ 
ｱﾙﾍﾞｰｼﾞｭP

ARP5PRC 
ｱﾙｷｬﾒﾙP

ARP5PRR 
ｱﾙｸﾞﾚｰP

YGWP66PYB
YTﾌﾞﾗｳﾝP

YGWP66PYC
YTｷｬﾒﾙP

YGWP66PYG
YTｸﾞﾚｰP

YGWP66PYR
YTﾚｯﾄﾞP

SLP5PSGR
ｽｳﾞｪﾙﾄｸﾞﾚｰP

SLP5PSHT
ｽｳﾞｪﾙﾄﾎﾜｲﾄP

SLP5PSC
ｽｳﾞｪﾙﾄﾁｬｺｰﾙP

NJP5PJB
ｾﾞﾗﾄﾚﾌﾞﾗｳﾝP

NJP5PJC
ｾﾞﾗﾄﾚｷｬﾒﾙP

NJP5PJG
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾞﾚｰP

NJP5PJK
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾘｰﾑﾚｯﾄﾞP

ASP5PKW
ｶｰｻﾎﾜｲﾄP

ASP5PKB
ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸP

ASP5PKU
ｶｰｻﾌﾞﾙｰP

TRP5PTW
ﾄﾗｼﾅﾎﾜｲﾄP

TRP5PTB
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｳﾝP

TRP5PTL
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｯｸP

SLP5PSV
ｽｳﾞｪﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰP

MWP5PWJ
ｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ2P

MWP5PWE
ｳｯﾃﾞｨﾎﾜｲﾄP

MWP5PWBK
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｯｸ2P

MWP5PWP
ｳｯﾃﾞｨﾒｰﾌﾟﾙ2P

DSP6PDBR
ﾄﾞｩ-ﾅｽﾌﾞﾗｳﾝP

DSP6PDCH
ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸP

DSP6PDCW
ﾄﾞｩ-ﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

DSP6PDGR
ﾄﾞｩ-ﾅｽｸﾞﾚｰ2P

DSP6PDWT
ﾄﾞｩ-ﾅｽﾎﾜｲﾄP

SLP5PSF
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｯｸ2P

SLP5PSM
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ2P

EMP5PEBG
ｴﾓｰﾈﾍﾞｰｼﾞｭP

EMP5PEMR
ｴﾓｰﾈﾏﾛﾝP

EMP5PECO
ｴﾓｰﾈｺｺｱP

MWP5PWN
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝP

MWP5PWS
ｳｯﾃﾞｨﾚｯﾄﾞP

EMP5PEOR
ｴﾓｰﾈｵﾚﾝｼﾞP

[size:16x455x3030mm]

SNTP5PSBE
ｿﾅﾍﾞｰｼﾞｭP

SNTP5PSCW
ｿﾅｸｰﾙﾎﾜｲﾄP

SNTP5PSIR
ｿﾅｱｲﾎﾞﾘｰP

SNTP5PSMC
ｿﾅｽﾓｰｸP

SNTP5PSWT
ｿﾅﾎﾜｲﾄP

RDP5PRLK
ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸP

RDP5PRBR
ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝP

RDP5PRDB
ﾗｽﾃｨﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP

RDP5PRMW
ﾗｽﾃｨﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝP

RDP5PRCD
ﾗｽﾃｨｼﾀﾞｰP

RDP5PRRE
ﾗｽﾃｨﾚｯﾄﾞP

RDP5PRGY
ﾗｽﾃｨｸﾞﾚｰP

RDP5PRGN
ﾗｽﾃｨｸﾞﾘｰﾝP

[size:15x455x3030mm]

[size:15x455x3030mm]

[size:15x455x3030mm]

[size:15x455x3030mm]

ドゥーナス16P

ニューゼラトレP

エモーネデュオP

アーバンストライプP

スヴェルトP

[size:15x455x3030mm]

ソナートP

[size:15x455x3030mm]

[size:15x455x3030mm]

[size:16x455x3030mm]

[size:15x455x3030mm]

アルディーレP

トラシナーレタイルP

やまがた割肌タイ16P

モダンウッドP

[size:15x455x3030mm]

ラスティウッドP

※実際の色はサンプル等で必ずご確認ください。

2016年5月発売

2016.02

AT-WALL 15P AT-WALL 15P

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

AT-WALL  LINE UP Likes



RUP5PSE1
ｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭP

RUP5PWT1
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

ラフィッシュP

[size:15x455x3030mm]

NGVP5PGW
ﾌﾞﾗｳﾝ3P

NGVP5PSH
SPｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

NGVP5PSI
SPﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰP

NGVP5PSL
SPﾗｲﾄｿﾌﾄｸﾞﾚｰP

NGVP5PSN
SPﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

NGVP5PSJ
SPｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭP

[size:15x455x3030mm]

ニューグラビーレP

CRP6PDP
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP

CRP6PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

スクラッチストーン16P

[size:16x455x3030mm]

HTP5PHW
MSｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

HTP5PNL
MSﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP

シュトレーゼP

[size:15x455x3030mm]

TVP5PTRD
ﾄﾗｳﾞｨｽﾚｯﾄﾞP

TVP5PTGR
ﾄﾗｳﾞｨｽｸﾞﾚｰP

TVP5PTWP
ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄﾋﾟﾝｸP

TVP5PTBN
ﾄﾗｳﾞｨｽﾌﾞﾗｳﾝP

TVP5PTBG
ﾄﾗｳﾞｨｽﾍﾞｰｼﾞｭP

TVP5PTWY
ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰP

[size:15x455x3030mm]

トラヴィスP

LFP5PPBK
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸP

LFP5PSMB
ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｳﾝP

LFP5PSN
SPﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

LFP5PSH
SPｸﾘｱﾎﾜｲﾄP[size:15x455x3030mm]

ラフィークP

LUP5PDP
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP

LUP5PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

LUP5PCR
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP[size:15x455x3030mm]

ルミナードロンテP

MZP5PBW
ﾌﾞﾗｳﾝⅡP

MZP5PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

MZP5PCR
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP[size:15x455x3030mm]

モザイクストーンロンテP

TINP5PBW
ﾌﾞﾗｳﾝⅡP

TINP5PHW
MSｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

TINP5PLW
MSﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

TINP5PNL
MSﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP

ティペットネオP

[size:15x455x3030mm]

RIPP5PAW
MSｱｸｱﾎﾜｲﾄP

RIPP5PPBK
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸP

RIPP5PMT
MSﾐﾝﾄﾎﾜｲﾄP

RIPP5PIT
MSｱｲｽﾎﾜｲﾄP

リプレP

[size:15x455x3030mm]

IMP5PFP
ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁP

IMP5PCL
ｸﾘｰﾐｰﾚﾓﾝP

IMP5PMJ
ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭP

IMP5PMV
ﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP

IMP5PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

イルマーレP

[size:15x455x3030mm]

STBP5PSCM
ｽﾃｨｯｸｼﾅﾓﾝP

STBP5PSDN
ｽﾃｨｯｸﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP

STBP5PSLG
ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰP

STBP5PSGB
ｽﾃｨｯｸｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭP

[size:15x455x3030mm]

スティックボーダーP

※実際の色はサンプル等で必ずご確認ください。

STBP5PSIV
ｽﾃｨｯｸｱｲﾎﾞﾘｰP

STBP5PSWH
ｽﾃｨｯｸﾎﾜｲﾄP

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016年5月発売

2016.02

AT-WALL 15P/PF AT-WALL 15PF
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「セルフッ素コート・プラス」は
親水機能により北面、日陰、夜間を問わず
セルフクリーニング効果を発揮。

さらに当社従来品より藻やカビがつきにくい
「防藻・防カビ機能」付き。藻やカビの成育を抑制します。

※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。

AT-WALL 15P

もっと美しく、
機能的な外壁へ。

色あせにくく、
美しく。

汚れにくく、
落ちやすい。

フッ素の壁なら「旭トステム外装」

フッ素をより身近に

業界最長の保証 塗膜15年保証
(2015年9月現在)

雨で汚れが落ちる 防汚機能

セルフッ素コート・PLUS

さらに防藻・防カビ機能も！

紫外線に強いフッ素の壁が、
より身近に

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、 セルフクリーニング効果
を保証するものではありません。

親水機能によるセルフクリーニング
効果と防藻・防カビ機能

※実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。

※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。

もっと気軽に、フッ素塗装の外壁を。

高機能・高品質・高コストパフォーマンスを実現。
旭トステム外装の次世代外壁シリーズです。

「セルフッ素コート・プラス」は、独自の技術によ
り塗膜に柔軟性を持たせ、わずかな外壁の動きをしっ
かり吸収。住まいを強固に守る、

高品質と低価格を両立させた新開発の塗膜です。

「セルフッ素コート・プラス」は超耐候性フッ
素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸

収剤などを配合し、色あせの進行を遅らせます。
「塗膜15年保証」対応で強力な紫外線から外
壁をガードし、新築時の美しい外観を長くキープ！

2016.022016.02
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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（電気錠）（電気錠） ～～
Ｓ１９ Ｂタイプ Ｓ２８ Ｂタイプ Ｓ３２ Ａタイプ Ｓ３４ Ｓ３５Ａタイプ

Ｂタイプ

Ａタイプ

※小窓額縁の色は
シルバー色となります。

Ｋ０１

Ｂタイプ

S1：ピュアシルバー

※親扉の上下形材色
はＫ２色となります。

Ｃタイプ

W7：ハニーチェリー

Ｃタイプ

※親扉の上下形材色
はＫ２色、外観モール色・
内観額縁色はパネル色
と同色となります。

※親扉の上下形材色
はＨ２色となります。

AS：シナモンオークXQ：ホワイトウッド

Ｃタイプ Ｃタイプ

※Aタイプの場合
額縁の上下形材色は
Ｈ２色となります。
※Ｃタイプの場合
額縁の上下形材色は

パネル色と同色となります。

※Aタイプ・Bタイプの場合
額縁の上下形材色と

額縁色はＨ２色となります。
※Ｃタイプの場合

額縁の上下形材色と額縁色
はパネル色と同色となります。

ＹＦ：キャラメルチーク

Ｃタイプ

Ｋ１２

Ｂタイプ

Ｋ１５

Ｂタイプ

Ａタイプ Ｐ０５

Ｂタイプ

Ｗ０１ Ａタイプ
Ｍ１０ Ａタイプ Ｕ０２ Ａタイプ

Z9：ショコラウォールナット

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

ＭＥ：チェックブルー

Ｃタイプ

Ｂ７：カームブラック

Ｃタイプ

ピタットＫｅｙ

MR：チェックレッド

Ｃタイプ

ＡＲ：バニラウォールナット ＢＥ：マキアートパイン ＫＸ：ラスティックウッド



スマートコントロールキーは省電力新設計。

気になる消費電力はごくわずかです。

算出方法
※1日10回の施解錠を想定して算出。 ※1kWh＝22円（税込）にて算出。
※年間電気代は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

玄関ドアをもっと便利に。もっと快適に。

新しい電気錠新しい電気錠
便利

とてもエコ
な商品です♪

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

スマートコントロールキー ピタットＫｅｙ 3つのキーワード

デザイン性 カギを一体化したシンプルで先進的なオールインワンハンドル。

＜スリットからの美しいＬＥＤ＞
（①）

＜非常用シリンダーも一体化＞
（②）

ディンプルキー

＜質感にこだわった３色＞

シルバー ゴールド ブラック

施錠時 解錠時

①

②

【（現行）電気錠】 【スマートコントロールキー】

※不測の事態に備えて、必ずカギも携帯して下さい。

５本標準装備

カード/シールキーを近づけるだけのカンタン操作で玄関ドアのカギを開け閉め。利便性 防犯性 ワンアクションで２つのカギが連動ロック。ラクラクなのに安心です。

＜携帯性に優れたカード／シールキー＞

カードキーは財布やパス
ケースに入れて持ち運び。
※他のＩＣカードと重ねないでください。カードキー（86.5㎜×54㎜）

３枚標準装備

シールキー（10㎜×10㎜）
２枚標準装備

シールキーは愛用の小物に

貼るだけでカギに早変わり。
※シールキーは貼り付け可/不可
があります。

【（現行）電気錠】 【スマートコントロールキー】

カード/シールキーは複数のドアに
登録できるので、二世帯住宅で
もお使いいただけます。

カード/シールキーを紛失しても、お
手元のカード/シールキーを全て再登
録すれば、以前の情報は消去される
ので安心です。
※追加カード/シールキーのみ登録は出来ません。
お使いのものを含め、全てのカード/シールキーを
登録して下さい。

カギ穴に差すのが大変

２つのカギの操作が面倒

【室外側】 【室内側】
カード/シールキーを

近づけるだけ。

ワンアクションで
２つのカギが連動して
確実にロックされます。

上部のサムターン
を回すだけ。

ワンアクションで、
２つのカギが
連動して確実に
ロックされます。

※下部サムターンを操
作しても連動されません。

お母さんが外にいる
時に小さなお子様が
誤って操作しても、
締め出しは防げるの
で安心です。

1つ目のカギが不正に開けられても５０秒以内にもう一つの
カギを開けて扉を開かなければ、自動的に２つのカギが再
ロックされ不正解錠を防ぎます。

カード／シールキー、もしくはドアホンなど連動システム機器
を使って解錠した後、２５秒以内に扉を開かなければ、誤操
作と判断し、再度自動的にカギが掛かります。

カード／シールキーを使って解錠した場合に、扉を閉めると
自動的にカギのかかる「自動施錠機能」に設定が可能です。
※初期設定は自動施錠ではありません。設定の変更が必要です。

＜ピッキング防止機能＞

＜誤操作防止機能＞

＜自動施錠機能＞

②

＜二世帯住宅でも使えます＞

＜紛失しても安心＞





ラフォレスタ Stylish/Orthodox   likes

□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

フラット
(TA/YA)

フラット
(TA/YA)

W12

靴約22足収納

リビング 居室・洗面所 トイレ

樹脂板

TA/YA TA/YA

ホワイトウォールナット色にて作成 木目は縦（Ｔ）・横（Ｙ）同価格にてお選びいただけます（B○以外）

□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

TH TK

TR

TL

TU

T40 T60 T62

T63BB BC BF

E タイプ E タイプ

ダブルクローズ標準

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

□室内引き戸

表示錠

引き手

スライド式錠



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。

Q ｼﾙﾊﾞｰ
ﾗｲﾝQ

M ﾌﾞﾗｯｸ
ｽﾘﾑﾗｲﾝM

R ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ｽﾘﾑﾗｲﾝR

K ｼﾙﾊﾞｰ
ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK

J ｼﾙﾊﾞｰ
ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙJ

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

グループ４

人造大理石人造大理石

B0シリーズ

RB0K
ｶｰﾏｲﾝﾚｯﾄﾞ

VB0K
ﾙｰｾﾝﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

WB0K
ｸﾘｽﾀﾙﾎﾜｲﾄ

B2シリーズ

CB2K
ｳｫﾙﾅｯﾄ

IB2K
ﾁｪｽﾅｯﾄ

AB2K
ﾌﾞﾗｯｸｳｫﾙﾅｯﾄ

NB2K
ﾒｰﾌﾟﾙ

UB2K
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

JFAD461SYXJG5D H1633A0RHVDX

ASR931SILD NP45RS6SJCD

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。

HKLW0104897-01



壁パネルカラー

浴槽カラー 床カラーエプロンカラー

システムバスルーム アライズ 豊富なアイテムで、さまざまなニーズにお応えして

“快適を生み出す”オールラウンドバスルーム。

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(鏡面)

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(HT)

HN651HN642HN641 HN735HN491HN661HN662 HN752 HN751

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ

HN747 HN746

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(ME)

HN461

HN931HN471HN481 HN961HN982HN191HN193 HN174 HN942 HN971 HN951

HT241HT311HT312 ME524HT511HT512 HT242 ME523

ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾀﾞｰｸ ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝﾁｪﾘｰ ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ 組石ｸﾞﾚｰ 組石ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

ｵﾚﾝｼﾞﾊﾟｰﾙﾚﾃﾞｨｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝﾓﾉｽﾄﾗｲﾌﾟｸﾞﾘｼﾞｵｾﾗﾄﾞﾝ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾝｴﾚｶﾞﾝﾄﾓｻﾞｲｸﾌﾟﾙｼｬﾝﾌﾞﾙｰ ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ ｼﾞｭｴﾙﾋﾟﾝｸ ﾊﾟｽﾃﾙﾄｰﾝ ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄｼｬｲﾝﾌﾞﾗｳﾝｸﾘｴﾍﾟｰﾙｸﾘｴﾓｶ MEﾛｰｽﾞｼｬｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ
ﾍﾟｰﾙ

MEｸﾞﾘｰﾝ

アクセント張り

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

N11
ﾌﾞﾗｯｸ

単色ＦＲＰ

LDA-N1-1A

UFD-111PA KGM-3080S-C NT-180A(6)-2S/W91 VDY-8002006R(73)/W

CKNB(7)-B-L1000/CH KF-AA71C(390)-PU LAP-1582-W(1本) R-1010P-16/W

CG合成によるイメージ画像です。

HKLW0104897-01



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

AR1FH-755SY/LM2H

MAR1-753TXJ BS-LCW-FT

CG合成によるイメージ画像です。

HKLW0104897-01



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。

HKLW0104897-01



SYSTEM KITCHEN

CJ

ライクス標準仕様 システムキッチンのご提案

コーナーに寄せた排水口へ水がスイスイ流れるシンク
野菜くずも一緒に押し流せるので、シンクはいつもキレイ

スイスイ流れるシンク 効率よく洗えるから経済的

すべり台シンク

平らな部分が広く使える

お皿を洗った水が、

「エコシングル｣機構＋幅広シャワーで

お湯のムダ使いを抑制

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）

シンク カウンター

温かみのあるシンプルな石目模様

フード

コーナーの排水口へ水がスイスイ流れますノンフィルターでお掃除ラクラク

排水口が隅にあるから、シンクの中を広々と

有効に使えます。

ごみがまとまりやすい

浅型の網カゴ。

ポイッとこまめに捨てれば

排水口には汚れが

たまりにくくなります。

キレイをキープ

お皿を洗った水が、

シンクの中の野菜

くずを排水口へ流し

ます。

いつまでもキレイ

汚れや擦り傷も

磨いて落とせます。

お湯のムダ使いを抑える

エコシングル

さらに節水効果を高める

エアインシャワー

水はねの少ない幅広シャワーと広々洗える斜め
形状のスパウトで、少ない水でしっかり洗います。

約35806L/年

約23274L/年 約３５％節水

従来型シングルレバー水栓

年間約14,600円お得

※試算条件（2014年12月現在）

※消費税率は8％で試算しています。

※試算条件の詳細は 弊社カタログをご参照ください。

画像はイメージです すべり台シンク（人工大理石）

基本仕様水栓

人工大理石カウンター

UH：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾎﾜｲﾄ UG：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰｸﾞﾚｰ

UJ：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ

調理機器 食器洗い乾燥機

Ｃolor Variation 

システムキッチン ＣＪ
水も動作もムダがない、スイスイ設計のキッチン

Ⅰ型プラン イメージ画像扉カラー

ダークウッド（１C５）
揚げ物・湯沸し・炊飯機能つきで使いやすい

スーパークリーンフード（フード色前幕板）：シルバー

幅広エアインシャワーのエコ仕様 洗い物のストレスから解放

消費生活用製品

安全法

ウォールキャビネットキッチンパネル

シンプルキッチンパネル

DB：ｼﾝﾌﾟﾙｸﾞﾚｰ DC：ｼﾝﾌﾟﾙﾊﾞﾆﾗDA：ｼﾝﾌﾟﾙﾎﾜｲﾄ

表面がツルツルなので

汚れをふき取りやすい

Ｃolor Variation 

ホーロートップ両面焼きコンロＨ：シルバー

シンクキャビネット

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エコシングル・エアイン）

小物が迷子にならないパックンポケット

扉デザイン

２A ２B 取っ手

すべり台シンク（人工大理石）

GA：

バー取っ手

MF：

ライン取っ手

食器洗い乾燥機P：シルバー

タオルハンガー（W220mm）

ライン取っ手にぴったり納まります

※ライン取っ手専用です。

バー取っ手には設置できません。

収納たっぷり、ミドルタイプ

ミドルウォールキャビネット

パックンポケット＋1段引き出し

(連動内引き出し付き）

タオルハンガー

安全法

『長期使用製品

安全点検制度』

ホワイト

ライトブルー

ベージュグレー

ライトピンク イエロー

HFN：

パナシェアプリコット

HFQ：

パナシェピーコック

HFH：

パナシェイエロー

HFJ：

パナシェピンク

HFK：

パナシェアクア

HFB：

パナシェオレンジ

1C2：

バニラウッド

1C3：

ミルベージュ

1C5：

ダークウッド

HJA：

シンシアホワイト

HFP：

パナシェラズベリー

1D7：

ロイダルブラウン

HFA：

パナシェホワイト

1D6：

ロイミディアムウッド

●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。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 A130129-4-15

ミドルウォールキャビネット (連動内引き出し付き）



ライクス標準仕様 システムバスのご提案

SYSTEM BATHROOM

カウンター奥も
サイドも洗い残しなし。

ラクラクなのに、しっかりきれい

面倒な鏡の汚れも
ラクラクすっきり。

お掃除ラクラクカウンター心地よさ&お掃除ラクラク

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。

浴槽 ドア 洗い場水栓

壁と浴槽から離れたデザインだから

スポンジひとつでまるごとお掃除可能。

炭素の膜で、水あかのこびり付きをふせぎます。親水パワーの効果で軽くこすれば汚れがスッキリ。

床のお掃除がラクラク簡単。
※ほっカラリ床はＴＯＴＯの登録商標です。

換気

追焚加工

あり

ワンプッシュ排水栓

クレイドル浴槽（ＦＲＰバス） スッキリ折戸（W800・Ｈ2000）ホワイト

画像はイメージです

洗面所リモコン

Ｃolor Variation 

浴槽エプロン壁：アクセントパネル 浴槽:FRP床：お掃除ラクラクほっカラリ床 壁：周辺パネル

メタル調スライドバー（L=990）

スッキリ水栓

（リングハンドル）

エアインシャワー

（角形・メタル調）

ラクかるふろふた２枚割ふた

（断熱仕様・ふろふたフック付き）

鏡 / 収納カウンター

お掃除ラクラクカウンター

フラット収納棚

ガードバー付き１段

HＳＶ1616USX1＊＊サザナ ＨＳシリーズ Ｓタイプ
１６１６（１坪サイズ）

SYSTEM BATHROOM

天井/照明 タオル掛け/窓枠 魔法びん浴槽

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本付き）

マテリアルアロマグリーン

マテリアルアロマピンク アロマブラウン

ファルティウッド

ストリッシュブルー

ブーケットホワイト

スレンダーベージュ

アースブラック セイランタルシアベージュ

クレアライトグレー キリコサクラジオブラウン

モロッコミント スレンダーアクアティントグリーン

ハープベージュチアフル

キリムレッド

ライトグレー ペールブルー

ブラック

ホワイト ベージュ

ライトグレー ダークグレー

ホワイト ベージュ

ライトグレー ダークグレー

タ
イ
ル
調

石
目

単
色

ホワイト ベージュ

ブラウン

プリエベージュ

プリエホワイト

ベーシスホワイト

ホワイト

ピンク

アクア

ブラック

ベージュ

ライトグレー

ホワイト

ベージュ

アクア

ピンク

※収納棚のカラーは

カウンターと同色になります。

お掃除ラクラク鏡

縦長ミラー（W298×H1200）

ベージュホワイト ブラック

メタル調タオル掛け（角形・L=400）

フリーサイズ窓枠

平天井（壁高さ：H2150）

シーリング照明１灯

（LEDランプ・電球色）

ラクかるふろふた

浴槽

浴槽断熱材

※図はイメージです。

カウンター下収納棚１個

お掃除ラクラクカウンター

※収納棚のカラーはカウンターと同色になります。

ベージュブラックホワイト

■カウンターカラー

●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。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 A130129-4-17



ライクス標準仕様 洗面化粧台のご提案

奥ひろ収納 奥ひろし

収納量が大幅にアップする
独自のキャビネット

＜従来品＞ ＜奥ひろ収納奥ひろし＞

エコシングル®水栓

お湯と水をきっちり使いわけられる水栓

エコシングル水栓

よく使われるレバー中央部まで水が出ます。さらに水と湯の境に

従来のシングルレバー水栓

スウィング三面鏡

試算条件（2014年12月現在）※消費税率8％で試算しています。

●設定条件（従来水栓の場合）年間水使用量＝約9,454L、

年間ガス使用量＝約30.5 ※「エネルギーの使用の合理化に

関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に

おける給湯量（東京、4人世帯、床面積120㎡の住宅）から算出

●使用料金：ガス料金＝181円〔税込〕／ ※東京ガス（32 ／月）より

●CO2換算係数：ガス＝2.23kg／ ※（一社）日本バルブ工業会より

よく使われるレバー中央部まで水が出ます。さらに水と湯の境に

クリック感を設け、きちんと水・湯の使い分けが可能に。無意識に

エネルギーをムダ遣いすることを防ぎます。

※従来のシングルレバー水栓とエコシングル水栓の比較

年間 約20 kg  削減

ＣＯ2

年間 約1,600円お得

ガス代

排水管のカタチをシンプルにして、位置も奥にすることにより、

収納スペースを約30～50％※1広くしました。（当社従来比）
※１ キャビネットタイプによって広さが異なります。

左右開きができ、手元にも引き出せる

左右の袖鏡を内側に開くと、

ワイドＬＥＤ照明／エコミラー

ヒーターなしでもくもらないミラー
くもり止めヒーター付き エコミラー

広く照らしながら省エネに

画像はイメージです

水栓金具

引き出して使えて、吐水切り替えは２パターン

ソフト（泡まつ）吐水

引き出して使えて、吐水切り替えは２パターン

カウンター

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」Lavatory Dresser ＳＴシリーズ
空間に、時間に、もっとゆとりを。

洗面化粧台（２段引き出し） LDAB075BCGEN2＊

ｽｳｨﾝｸﾞ三面鏡（LED照明・ｴｺﾐﾗｰ） LMAB075A3SLC2G

左右どちらからでも開閉できて、手元にも

引き出せる便利な両開きの鏡扉。鏡裏は

すべて収納スペースで、小物からストック

品またっぷり入ります。

左右の袖鏡を内側に開くと、

合わせ鏡として使えます。

外側に開くと、鏡裏の収納

小物が取り出せます。

鏡にくもり止めコートをほどこしました。

電気を使わない、 エコ仕様。

点けたり消したりする手間も省けます。

※三面鏡の中央鏡がくもり止めコート

鏡の間口いっぱいに設置されたLED照明。

広く明るく照らしながら省エネも実現。

しかも長く使える長寿命タイプです。

年間 約2kg  削減

ＣＯ2

年間 約131円お得
電気代

年間 約6kg  削減

ＣＯ2

年間 約394円お得
電気代

※消費税率8%で試算しています。
※試算条件については

弊社カタログをご参照ください。

※消費税率8%で試算しています。
※試算条件については

弊社カタログをご参照ください。

Ｃolor Variation 

エコシングルシャワー水栓

引き出して使えるハンドシャワー シャワー吐水

エコシングルシャワー水栓

化粧鏡

ＬＥＤ照明で省エネ。両開きで手元鏡に。

スウィング三面鏡（ＬＥＤ照明・エコミラー・全面鏡裏収納付き）／間口750mm

洗面ボウル一体カウンター（実容量１７Ｌ）
ゆったり心地よく洗える

ワイド洗面ボウル

化粧台

収納が一目で見渡せて出し入れかんたん

２段引き出しタイプ／間口７５０mm

Ｃolor Variation 

扉

カ
ウ
ン
タ
ー

ホワイト

Ｊ：ミルベージュＰ：パナシェピンク Ｃ：ロイミディアムウッド Ｍ：ロイダルブラウンＷ：パナシェホワイト Ｂ：パナシェアクア

タオルバー

LO135

●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。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 A130129-4-15



ライクス標準仕様 トイレのご提案

■節水の試算条件（2014年12月現在）※消費税率8％で試算しています。

年間使用日数：365日 家族4人（男性2人・女性2人）大1回／日・人、小3回／日・人

※「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より

水道代＝265（税込）円／ ※（一社）日本バルブ工業会より

※１ 1987～2001年商品（C720R）

ウォシュレット一体形便器

ＺＪ（4.8Ｌ仕様） 手洗あり
シンプルデザインとお掃除ラクラクを両立した一体形タイプ

手洗あり・リモコンセット
CES9135L #＊＊＊

すき間汚れも見逃さない

画像はイメージですリモコン

アクセサリー

大洗浄4.8 

小洗浄3.6 

eco小3.4 
ＺＪ従来品※1

ボウルを深く大きくしたから、水はねしにくく気持ちよく
手洗できます。大人から子供も使いやすい、床面から
790mmの高さに設計。

790mm

●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。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 A130129-4-15



Color Variation 超節水の「４.８Ｌ洗浄」

ハイブリッドエコロジーシステムで約７１％の驚異的な
節水効果。CO2削減にも貢献。

トルネード洗浄
新開発

ポンプ

内 蔵

直圧水道水

業界初の洗浄技術 「ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ｴｺﾛｼﾞｰ ｼｽﾃﾑ」

２つの洗浄方式で、しっかりパワフルに洗浄

ライクス標準仕様 トイレオプション 【ＮＪ】

※受注生産品となります。

納期は約２週間（大型連休除く）かかります。

フチなし形状＆トルネード洗浄 クリーン便座＆クリーンノズル

フチ裏のない便器と渦を巻くような水流で
汚れにくくお掃除ラクラク。

便座とノズルの素材に防汚効果の高い樹脂を新採用。
さっとひとふきでお手入れ完了。

クリーン便座

水圧に左右されない「タンク式」とタンクレスでコンパクトな「水道直圧式」の

長所を融合させた洗浄技術。水道から直接流れる水と内蔵タンクから加圧

されて流れる水、ふたつの水によってパワフルに洗浄。

※家庭用市販の大便器において、2007年8月1日発売（ＴＯＴＯ調べ）

ゼット洗浄
タンク

■節水の試算条件
●洗浄水の使用量：従来品：１３Ｌ/回、ＮＪ２の場合：大４.８Ｌ、小３.６Ｌ（３.４Ｌ※1）/回

●条件：家族４人（男性２人・女性２人）、大１回/日・人、小３回/日・人

水道代２６５円/ （一社）日本バルブ工業会より

「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より

※水道使用料金は税込価格です。

※1  男子小用時（立ち姿勢）のオート便器洗浄のみ。（ＮＪ２のみ）

※2 1987～2001年商品（C720R）

#NW1

ホワイト

#SC1

パステルアイボリー

#SR2

パステルピンク

ＮＪ
ウォシュレット一体形便器

ハイブリッドエコロジーシステム搭載！さらに節水＆節電

画像はイメージです

共通機能 個別機能

汚れが付きにくく、落ちやすい お掃除リフト

しつこい汚れもきれいに洗浄

トルネード洗浄

滑らかな形状でサッとひと拭き

フチなし形状
クリーンノズル

ウォシュレットの前方が

持ち上がって便器の間を

ラクにお掃除できます。

ＮＪ２ ： CES989R#＊＊＊（オート開閉あり）

ＮＪ１ ： CES988R#＊＊＊（オート開閉なし）

陶器表面の凹凸を100 万分の

1mm のナノレベルでツルツル

※1 ＮＪ1は男子小用時（立ち姿勢）には

オート便器洗浄しません

※ 「ウォシュレット」はＴＯＴＯの登録商標です

共通機能 個別機能

ＮＪ２ ＮＪ１

ＮＪ２ リモコン ＮＪ１ リモコン

低水圧環境にも設置可能シンプルデザイン

シンプルで滑らか、凹凸の

少ないデザイン。高級感を

持ちながらお掃除もしやすく。

※最低必要水圧(流動時)0.05MPa(10L/分)従来のタンク式と同等条件です。

マンションの高層階や

高台などへの設置も

可能。水まわり設備の

同時使用でも安心。

従来便器 セフィオンテクト
オートeco小 オート開閉

リモコン便座・

便ふた開閉

便座・便ふた

ソフト閉止

オートパワー

脱臭

おしり洗浄

抗菌

ムーブ洗浄ビデ洗浄

おまかせ節電タイマー節電

暖房便座

着座センサー

セルフ

クリーニング

お掃除リフト 便ふた着脱
ノズル

お掃除機能

クリーンノズル脱臭

水勢調節

クリーン便座

運転スイッチ

やわらか洗浄

洗浄位置調整

オート

便器洗浄

リモコン

便器洗浄

停電時

安心設計

セフィオンテクト

トルネード洗浄

フチなし形状 すっきりパネル

1mm のナノレベルでツルツル

にした「セフィオンテクト」加工。

汚れが付きにくく、落ちやすい

TOTO独自の技術です。

●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。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 A100930-7-11


