
SIMPLYHOME 施工写真
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当社のこだわり木材について

WWE仕様は構造体土台にシベリア産のホワイトウッドを使用しております。

FIX仕様は構造体土台に105角の集成材をを使用しております。

Modern仕様は構造体土台に105角の集成材をを使用しております。

MUKU仕様は構造体土台に桧無垢又は集成材105角を使用しています。

アクアフォームを選択希望の方は欧米産集成材を使用致します。

桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態

に戻ると言われる程丈夫な木です。

大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも

桧が使われています。

その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・

木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。

地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、

木材の中心部はキレイなままです。

米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。

実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織ＬＩＣＣ（リック）が行ったテストの様子です！
そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは

朽ち果てて崩壊してしまっています。

杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの

耐久性に問題はありませんでした。

法隆寺

輸入材のホワイトウッド。

とはいえ、ホワイトウッドという樹種がある

ホワイトウッドの集成材は、

近年急速に普及し、

日本の住宅の5割以上、

建売住宅では７割程

柱材として使用されています。
野ざらし３年目 更に1年半後

スギ
ヒノキ

ベイツガ
ホワイトウッド

スギ ヒノキ ベイツガ

ホワイトウッド

実際の住宅は屋根や壁があり、このように

朽ち果てることはないでしょうが、

ホワイトウッド（集成材）と桧・杉（無垢材）

の防蟻耐久性には、かなりの差がある

事は確かです。



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。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、

シロアリの侵入も防ぎます。

ベタ基礎
FIX、Modern、MUKU仕様は在来工法に

構造用面材をプラスしたハイブリット

耐震構造です

基礎パッキン

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 安全・剛性

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。

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

データなどでも安全性が確認されています。

防湿シート

断熱材アクリアUボード

ベタ基礎

高さ400㎜

土台105mm

基礎パッキン

地震による

換気口の

断裂



の特徴

　　　　　　　　　  は、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省
告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。

　　　　　　　　　 は、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えております。

筋かい耐力壁と面材耐力壁

高い耐水性能

ネイルマーク

高い安定性

48時間水中浸漬後の吸水率

20℃水中浸漬
3週間

筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆性的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は
面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。

高いせん断性能

　　　　　　　　　 は、耐力面
材に要求される面内せん断性能に
ついては合板より高く、特にせん断
剛性は合板の2倍以上あります。

外力

筋かい耐力壁 面材耐力壁

面全体に力を分散

接合部に力が集中

外力

曲げ強度の区分

耐水性区分

ホルムアルデヒド等級

S18

MR2（P）

F★★★★

構造用パーティクルボード

劣化対策等級3に対応

ホルムアルデヒド対策等級3に対応

JISの表示とその意味

ネイルマークにより、早くて正確な施工が可能になります。
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構造用合板
OSB
通常パーティクルボード

■ せん断性能 ・・・ 合板 ＜ 

せん断荷重

せん断荷重

1 2

とは

工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格で
ご提供可能です。価格

２工場（関東・関西）で生産しているため、供給体制が安定して
います。供給

日本工業規格（JIS）に規定された工業製品であるため、安定
した品質でお届けしています。品質

OSB 構造用合板

OSB 構造用合板

• 外周は●■のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
• 外周は●■の両方に釘打ちすると75mmとなります。
• 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
• 中通は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。

75

75

75

150 150
100

100

150150

150

50
50
50

「日本には強い壁が必要だ」
編

ノボパンを使って
家族も安心の
「強い家」

　　動画公開中！

パソコン・スマート
フォンからご覧い
ただけます。



10年

（一部保証期間終了）

お引渡し

2年

ライクスホームの㈱日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

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。

保証期間

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。



高性能グラスウール断熱材 断熱等級4仕様

201909

一年中もっと快適で健康に暮らせるように、各部位の断熱性能を最高レベルに。

簡単には変えられない壁の中だからこそ、今選んで欲しい。

夏、クーラーが効く
ようになります！
設定温度を上げでも
涼しく快適。

冬、同じ室温でも
快適さが違います！
設定温度を下げても
暖かく快適。

家中の温度差が小さく
なりヒートショックを
起こしにくくなります。

床

高性能24K 厚さ80㎜

❖適度な弾力性があるので、隙間のない
断熱施工ができます。

❖透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素
材ですので、床合板の湿気を逃します。

熱抵抗値：2.2㎡･K/W

アクリア 検索

https://www.afgc.co.jp/aclear/

ホームページのスペシャルサイトでもご覧いただけます。

天井

高性能14K 厚さ155㎜

熱抵抗値：4.1㎡･K/W

壁

高性能10K 厚さ100㎜

熱抵抗値：2.3㎡･K/W

アクリアくんが活躍
するCMはこちらから
好評放送中！

アクリア公式キャラクター
「アクリアくん」

フィルム厚さ：18ミクロン 透湿抵抗値：0.032（㎡・ｓ・Pa/ng）

吸音性があるので、
室外からの騒音を
和らげます。

❖防湿フィルム付アクリア
❖断熱材の四辺に防湿気密フィルム
の大きな耳が付いているので、確実
な防湿気密施工ができます。

❖断熱等性能等級4の
天井に対応している
高性能グラスウールです！

20年経っても断熱性能が
変わりません。

ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。

シックハウスの原因となる
ホルムアルデヒドを使用し
ていません。

天井

壁

床 R:熱抵抗値（㎡･K/W）アクリアUボードピンレス 24K 80㎜ R2.2

アクリアマット 10K 100㎜ R2.3

アクリアマット 14K 155㎜ R4.1







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。

内装建具
interior fittings

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。

玄関ド ア
entrance door

201001
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MFX231□ MFX236□ MDX2321□＊マイクロガード無し MFX721□ MFX722□ MFX723□ MFX701□ MFX702□ MFX703□
レモードMGホワイト レモードMGブルー ゼスティブラックⅡ エミネMGホワイト エミネMGアイボリー ｴﾐﾈMGﾌﾚﾝﾁｸﾘｰﾑ シルフＭＧホワイト シルフＭＧオフホワイト シルフＭＧグレー

MDX2323□＊マイクロガード無し MFX728□ MFX7031□ MFX707□
ゼスティネイビーⅡ エミネMGコアブラック モリスＭＧブラックⅡ シルフＭＧグラファイト

MFX1227□ MFX1220□ MFX1225□ MFX893□ MFX894□ MFX3720□ MFX3731□ MFX3732□
スノーMGホワイト ムーンMGベージュ シェールＭＧイエロー プランダMGキャメル プランダMGダークグレー レジェＭＧホワイト ドヌムＭＧココアⅡ ドヌムＭＧチャコールⅡ

MFX771□ MFX772□ MFX773□ MFX775□ MFX778□ MFX831□ MFX832□ MFX833□ MFX836□ MFX837□
カリーノMGホワイト カリーノMGアイボリー カリーノMGクリーム カリーノMGブラウン カリーノMGチャコール アンクMGホワイト アンクMGナチュラル アンクMGオークブラウン アンクMGプルシアン アンクMGブラック

MFX3513□ MFX352□ MFX3510□ MFX3511□ MFX731□ MFX737□ MFX738□ MFX735□ MFX739□
スノーMGホワイト ムーンMGベージュ ミストMGホワイト アリアMGホワイト トスコＭＧホワイト トスコＭＧブラウン トスコＭＧカーキ トスコＭＧシルバー トスコＭＧチャコール

WFX561□ WFX562□ WFX563□ WFX564□ WFX565□ MFX192□ WFX541□
スノーMGホワイトⅤ ムーンMGベージュⅤ セジュールMGクリームⅤ ランドMGブラウンⅤ ペイブMGチャコールⅤ コンクリートMGグレー RCMGグレー

MFX901□ MFX902□ MFX903□ MFX904□ MFX907□ MFX911□ MFX912□ MFX913□ MFX914□
リープＭＧクリアホワイト リープＭＧホワイト リープＭＧネイビー リープＭＧブラック リープＭＧディープブルー アルドラMGホワイト アルドラMGライトグレー アルドラMGキャメル アルドラMGダークグレー

■ルシェルド　

■無垢板型枠ＲＣウォール　

■木目調　ツートーン

■グレアウッド　　　　■ソフィアウォール調　　　

■シンプルライン(MDX2321,MDX2323はﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし) ■リーブルスクエア　　

■シャトーウォール調　　

■ブロネウォール　

■レジェマルシェ　　 ■パティナウッド　

■ブリーレ　　

■コンクリート打ちっ放し　

■アルドラ　　

■ハッシュウォール調　　

Btype １４ｍｍ釘止貼り同質長尺コーナー 仕様① ２０２１年９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。

１．雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。

２．日陰だって、夜だって効果を発揮

３．防藻、防カビ機能をプラス
汚れが付着 水がかかると・・・ きれいに落ちました

●出隅：長尺同質出隅(長さ３m)
色は各色対応



■コロリータイル調 ■クリレタイル ■ルスコミュール調　

MFX478□ MFX474□ MFX476□ MFX477□ MFX741□ MFX742□ MFX743□ MFX745□ MFX681□ MFX682□ MFX689□ MFX684□ MFX685□

リスタＭＧココア リスタＭＧミルク プレールＭＧイエロー プレールＭＧレッド サティスＭＧホワイト サティスＭＧナデシコ サティスＭＧアーモンド サティスＭＧブラウン バーゼＭＧホワイト バーゼＭＧプラチナ バーゼＭＧチャコール バーゼＭＧアイボリー バーゼＭＧクリーム

■リシェルストーン ■ロワブリック調

MFX686□

モデレートＭＧグレー

MFX811□ MFX812□ MFX813□ MFX814□ MFX816□ MFX165□ MFX167□ MFX168□

オルドＭＧホワイト オルドＭＧアイボリー オルドＭＧベージュ オルドＭＧブラウン オルドＭＧダークブラウン フランＭＧオレンジ フランＭＧレッド フランＭＧイエロー

■フリディア ■シェルモンテ　

MFX711□ MFX712□ MFX713□ MFX714□ MFX7131□ MFX851□ MFX853□ MFX855□

ディアＭＧホワイト ディアＭＧオフホワイト ディアＭＧベージュ ディアＭＧグレー ルクルムＭＧブラックⅡ セロＭＧホワイト セロＭＧブラウン セロＭＧグラファイト

■フォストライン　　 ■ルベリアストーン調　

MFX481□ MFX482□ MFX483□ MFX484□ MFX485□ MFX222□ MFX225□

リスタＭＧベージュ リスタＭＧココア リスタＭＧスモーク リスタＭＧホワイト リスタＭＧグレー ハウッドＭＧクリーム ハウッドＭＧホワイト

■マトリカ

MFX487□ MFX4811□ MFX4812□

リスタＭＧピュアホワイト リスタＭＧビターブラウン リスタＭＧブラック MFX791□ MFX792□ MFX793□ MFX796□

オルアＭＧホワイト オルアＭＧアイボリー オルアＭＧグレー オルアＭＧチャコール

■ステディストーン　　

■ネビアストーン調　　

MFX691□ MFX692□ MFX693□ MFX698□ MFX699□

エミュＭＧホワイト エミュＭＧクリーム エミュＭＧベージュ エミュＭＧブラウン エミュＭＧブラック MFX463□ MFX464□
リスタＭＧバニラ リスタＭＧミルク

■リオビスタ

MFX6910□

エミュＭＧチャコール

■ソルジェストーン MFX821□ MFX824□
リフレＭＧホワイト リフレＭＧダークグレー

■ニューピッコロストーン調　

WFX511□ WFX512□ WFX516□ WFX514□ WFX515□

スペラＭＧホワイト スペラＭＧオフホワイト スペラＭＧアーモンド スペラＭＧオーカー スペラＭＧブラック

■リエット MFX761□ MFX762□ MFX764□ MFX766□

バーゼＭＧホワイト バーゼＭＧプラチナ バーゼＭＧクリーム モデレートＭＧクールグレー

MFX751□ MFX754□ MFX756□

テレノＭＧホワイト テレノＭＧグレイン テレノＭＧチャコール

Btype １４ｍｍ釘止貼り同質長尺コーナー 仕様②
２０２1年９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。

１．雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。

２．日陰だって、夜だって効果を発揮

３．防藻、防カビ機能をプラス

汚れが付着 水がかかると・・・ きれいに落ちました

●出隅：長尺同質出隅(長さ３m)
色は各色対応



※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

非防火【Ｂtype】 アルミ窓 フレミングＪ
樹脂アングルを採用した「フレミングＪ」

結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能
に優れ、より快適な住まいを実現します

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓 片上げ下げ窓 ＦＩＸ窓

たてすべり出し窓

 カムラッチハンドル

通風ドア テラスドアすべり出し窓

 カムラッチハンドル

内倒し窓

昇降ロープ

カラーバリエーション

樹脂アングル

アルミ

ブラウン カームブラック ホワイトプラチナステン ピュアシルバー

アルミ型材色

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

障子が完全に閉まると
トリガーがクレセント受け
に当たり、施錠が
可能になります。

トリガー
解錠時 施錠時 クレセント受け

 空かけ防止クレセント

面格子付き
たて

フロア納まり片引き戸

作成日:2021.07

面格子付き
たて

 4枚建

 ３枚建

面格子付き
たて

 通風タイプ  全面ガラス・中桟付

 ラチス  ラチス  ラチス

Low-E複層ガラス

網戸付格子
 よこ  ラチス

ガラスをLow-E金属膜
でコーティングすることに
よって、ガラスの断熱性能
を高めた複層ガラスです。
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インテリア住宅部材

メープル柄 ホワイトオーク柄

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

スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

しっくいホワイト柄
（木目なし）

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

２０１５年 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方枠下付け直レール・固定枠

丸型取っ手

ST：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

ST：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

２０１５年５月発売新柄

ホワイトアッシュ柄
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Casual | カジュアル Natural | ナチュラル

ュアリー

アルカジ

2019.06.27

ベリティスフロアー S  e 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はあります。ご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物とは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。 © Panasonic Corporation

カラーバリエーション

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

チャコールオーク柄

カップ、スプーン
などの食器の落下
によるへこみ傷が
付きにくい床材

１点集中の傷対
策。基材に高度
を高めた床材

緻密で平滑な塗
膜をもつ塗装仕
上げですり傷が
つきにくい

ワックスがけな
しで、お手入れ
は乾拭きだけで
ＯＫ

汚れが染み込みに
くく、拭き取りや
すい床材

床暖房の熱に
強い床材

イメージ

エイジドチーク柄

Stylish modern | スタイリッシュモダン

ブラック＆ホワイトのハイコン
トラストや、ニュアンスのある
色が映える最先端なインテリア
です。シンプルで上質な家具や
小物をアクセントにきかせて
シックに楽しむスタイルです。

明るくシンプルな空間の中に、
木目の質感がやわらかさをつく
るコーディネート。アクセント
カラーをきかせたり、ガラスや
アクリルのクリアな質感をコー
ディネートして楽しんで。

Japanese modern ジャパニーズモダン|
古民家調のインテリアに合うダー
クな木目や数寄屋ツールの白木町
の明るい木目を使った、和モダン
の伝統スタイルをモダンにそぎ落
してアレンジしたスタイルです。

Villa resort | ヴィラ・リゾート

別荘で過ごすリゾート感を楽しむ
大人の上質インテリア。家具や小
物次第でコースタル（西海岸）や
フォークロア（民族調）に変化す
る、憧れのリゾート暮らしを創る
スタイルです。

古民家調のインテリアに合うダー
クな木目や数寄屋ツールの白木町
の明るい木目を使った、和モダン
の伝統スタイルをモダンにそぎ落
してアレンジしたスタイルです。

Vintage | ヴィンテージ

DIY などのクラフト感を取り入れ
たインテリア。黒いアイアンや
ヴィンテージ間のある家具や小物
と組み合わせ、インダストリアル
感やレトロ感を楽しむスタイルで
す。

Modern classic | モダンクラシック

クラシカルなムードをアレンジし
て現代的に暮らすインテリア。格
闘ある壁紙や重厚感のある家具や
小物でコーディネート。框組デザ
インのドアやヘリンボーンなどの
伝統的な形が映えるスタイルです。

French chic | フレンチ・シック

プロバンス地方やパリのアパルト
マンのフランスの小粋なセンスを
楽しむインテリア。使い古したシャ
ビー感のある家具や小物でフェミ
ニンなムードを楽しむスタイルで
す。

エイジドチェスナット柄インディゴオーク柄エイジドチーク柄 カームチェリー柄 ウォッシュドオーク柄 アイボリーアッシュ柄

ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ナ
ー
ト
柄

ト
レ
ン
ド
柄

建具とコーディネートできる柄。
さまざまなインテリアに対応する

個性豊かな「素材」の表情 7 柄を揃えました。

インテリアスタイル
インディゴオーク柄エイジドチェスナット柄 チャコールオーク柄 アイボリーアッシュ柄

シート仕上げ



システムキッチン アレスタ 

JFAD466SYXJG5J H1633A0RHVJX 

ADR934SIRJ NP45RS7SJGJ 

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。 

Ｉ型 本体間口255cm SWK8JH 

1810仕様：C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 
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Ｃタイプ

パナソニック キッチン ラクシーナ

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

グラーノホワイト

カウンター レンジフード

スマートフードⅡ （シロッコファン）

【シルバー色】 Ｗ750 ＬＥＤ照明付

QSS43AHZ2M

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

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

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）

食器洗い乾燥機（浅型）

●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

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

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄

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
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Ｃタイプ

パナソニック キッチン リビングステーション Ｖスタイル

フロアユニット

image

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。

●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

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。
<LES45RS7SD> ホワイト（RA）

プレーン柄（３mm厚）

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

スマートフードⅡ （シロッコファン）

【シルバー色】 Ｗ750 ＬＥＤ照明付

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）

フロアユニット

扉柄

ウォールユニット カウンター 加熱機器

レンジフード 水栓 食器洗い乾燥機

スキマレスシンク

キッチンボード

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

サンドベージュサンドグレー

サンドホワイト

キレイ・清潔、

おそうじラクラク。

シンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まりやすくお

掃除が大変でした。

パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実現しました。スキマレスシンク

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。

NEW NEWカームベージュ カームグレー

木目（光沢）

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

ハンドル（ＨＤＡ）

アルミライン（ＬＣＡ）
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

木目（マット）

ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄

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

単色（光沢）

NEW

NEW

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄



Counter Faucets Gas RangeSink

Kitchen Panel

油や臭い、汚れをつきに
くくするキッチンパネル。
高級感を醸し出す鏡面
仕上げに加え、柔らかな
印象を与えるマット
仕上げをご用意しました。

Stainless Eco Cabinet

キッチンは
ステンレスエコキャビネットの時代へ。

※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。
スタッコグレー(DG)

クリアホワイト(KA) ホワイトクラウド(DA)

プランシュウッド(DW)

モザイクベージュ(DJ)

【Ｃlass 5】

スエードシリーズ

ウッドシリーズ

クラシカルバーチ(C4B)

スエードチャコール(CAZ)スエードホワイト(CAT)

ノルディックビーチ(C4V)

カーボンバーチ(E4Z)

トワルシリーズ

トワルグレー(ECG) トワルブルーグレー(ECV)

トワルローズ(ECU)

ロッシュシリーズ

ロッシュグレー(E5K) ロッシュチャコール(E5H)

クリスタシリーズ

クリスタシトロン(CYF)クリスタホワイト(CYE)

【Ｃlass 4】

クリスタブルーグレー(CYW)クリスタレッド(CYB)

リュースウッドシリーズ

ペアウッドアッシュ(CWX)ペアウッドホワイト(CWT) マリンウッドダーク(CWZ)

フイーカウッドシリーズ

チェリーブレンド(C3B)オークラテ(C3A)

ウォールナットビター(C3L)エルムモカ(C3K)

メリノシリーズ

メリノバーガンディー(CUX)メリノローズ(CUU)

クイールシリーズ

クイールキャラメル(CBK)クイールシフォン(CBG)

クイールオリーブ(CBS)

ショートバーシルバー(L) ショートバーブラック(M)

ライン取手シルバー(B) ライン取手ブラック(U) ロングバーブラック(G) ロングバーシルバー(F) ネコアシブラック(T)

※取手の対応
Class4は B U G F T
Class5は B U G F T L M
からお選び頂けます。

※ショートバーはClass5のみの対応です。

【２０２０】 株式会社オープンハウス・アーキテクト 様 【Cタイプ 】

■人工大理石天板

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
色は清潔感のあるホワイト、上品なグレー、
優しい印象のベージュをご用意しました。

カームホワイト(H)

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

OR

グレー(I)
■浄水器一体型水栓【タカギ製】
ZZJA497MN9NTN0２-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

■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R1８QSE-T

（シルバー・W60㎝）水無し

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。

凸凹を減らしたシンプルでスリムなデザイン。
フード本体が３５ｍｍと薄くスタイリッシュなデザイン。
整流板も装備しており、清掃性、吸引性に優れたフード．

です。

■フラットスリムレンジフード
ZRS90ABM14FS（L/R）-Ｔ

キズ、水アカがつきにくい
高機能シンク。
水音の静けさは図書館レベルです。

■美・サイレントシンク

美コート
なし

美コート
あり

■ステンレス製排水口
シンクの表面同様、
美コートが施されています。

汚れの下に水が入り込み、
汚れを浮かします。

ルイスグレー（Ｅ）

ルイスベージュ（Ｍ）

グレインホワイト（Ｔ）

Rang Hood 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

-New-

New

New

-New- -New-

-New-

New

okumamisato
テキストボックス



壁パネルカラー

浴槽カラー エプロンカラー 床カラー

ｱｸｾﾝﾄ:ﾊｲｸﾗｽ

HN642

ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN661

ﾁｪﾘｰ

HN662

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN985

ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ

HN987

ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ

HN986

ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ

HT541

ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ

HT614

ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ

HT611

ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

HT612

ｽﾃｲﾝﾌﾞﾙｰ

ﾍﾞｰｽ:ﾍﾞｰｼｯｸｸﾗｽ

LE301

ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ

NW1

ﾎﾜｲﾄ

Y71

ﾍﾞｰｼﾞｭ

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ＦＲＰ

アクセント張り

システムバスルーム　AX

UFD-112A VDY-8002006R(73)/WM

CKNB(7)-B-L1000/CH LE-D1D-10A/1L

CG合成によるイメージ画像です。

見積No:M22026430354-001-1



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-755SY MVJ1-753TXJU 

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750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU 

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 



ライト柄

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。

お湯と水の境目を「カ
チッ」の音でお知らせし、
お湯のムダを省きます。

マルチシングルレバーシャ
ワー
（カチット水栓）

１面鏡５００ 収納付
(側面色：白)

ご提案扉柄 水栓

ミラー

件名 １階 Ｗ７５０ １面鏡 ZRFPUA提案Ｎｏ

洗面ドレッシング シーライン 新スタンダードＤ５３０タイプ ライト柄

ご提案フロートプラン ＣＬＩＮＥ洗面

本体キャビネット

フロートタイプ

※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。

扉柄バリエーション

ホワイト（鏡面） ピンク（鏡面）

ホワイト

扉柄Ｃ

扉柄Ｂ

扉柄Ａ

＊扉柄Ａ／Ｂ／Ｃは
価格が変わります。

スモークオーク柄 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

ダーク柄 ライト柄 アルベロブラック アルベロホワイト

奥
行
き
5
3
0
m
m

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

掃除しにくいフチの隙間がない
排水口。ゴミを取り除きやすい
ヘアキャッチャー。

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。

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。

標準プラン ワイドカウンタープラン フロートプラン

カウンター

（画像は幅900mm）







テレビドアホン ＪＳ－１２Ｅ

基
本
セ
ッ
ト

増
設
機
器

カ
メ
ラ
レ
ン
ズ
角
度
調
整

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

画
面
表
示

録
画
機
能

ワ
ン
タ
ッ
チ
ズ
ー
ム

留守中に誰が来たのかがわかるから安

来訪者をズームアップして確認

ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。
拡大位置は9種類より選べます。

モニター付親機
カメラ付

玄関子機

モニター付子機

JS-1H-T

テレビドアホン

ＪＳ－１２Ｅ

オープン価格

オープン価格

2

最大設置台数

玄関１台
室内２台

（内線通話不可）

チャイム音で来訪者を知らせます。
●JS-12Eに１台増設可能

（内線通話はできません）

Ver.2

↑AC100V

呼出音増設スピーカー

IER-2
本体希望小売価格

￥1,800（税抜）

分かりやすい画面表示

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通
話中、モニター中に録画ボタンを押して手動
録画ができます。

●録画件数・・・最大30件（１件１画像）

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。

シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配

置し、外観の美しさにこだわりました。

3.5型カラーモニター

または

ワイヤレス呼出システム

FW-TR

オープン価格

3.5型カラーモニターを採用。

夜もしっかりカラーで確認できます。

本体底面
スピーカースリット※イメージです。

3.5型

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコン
やお知らせ表示灯を採用。

お知らせ表示灯

「再生ボタン」または「モニターボタン」で切り替え

ノーマル画面 ズーム画面

↑AC100V


