
SIMPLYHOME 施工写真

Ｍｏｄｅｒｎ 仕様書



当社のこだわり木材について

WWE仕様は構造体にオール105角のホワイトウッドを使用 土台は105角栂を使用しております。

FIX仕様は構造体にオール105角の国産杉集成材を使用 土台は105角松を使用しております。

Modern仕様は構造体は杉集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。

MUKU仕様は構造体は桧無垢材 120角、土台は国産桧120角を使用しています。

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

わけではなく、北欧で伐採されたトウヒや

スプルス

など、色の白い木の総称です。

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。

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㎜

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㎜



10年

（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。

保証

お引渡後は不具合がありましたら、担当者がお伺いいたします

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









MFX1227C MFX1220C MFX1221C MFX3720C MFX3731C MFX3732C MFX701C MFX702C MFX703C MFX7031C
スノーMGホワイト ムーンMGベージュ ペールMGブラウン レジェＭＧホワイト ドヌムCGココア ドヌムＣＧチャコール 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 モリスＣＧブラック

MFX1225C MFX1226C MFX707C
シェールＭＧイエロー シェールＭＧサンセット シルフＭＧグラファイト

MFX231C MFX236C MFX238C MFX721C MFX722C MFX723C MFX724C MFX731C MFX732C MFX737C MFX738C
レモードMGホワイト レモードMGブルー レモードMGグレー 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 エミネMGブラウン トスコＭＧホワイト トスコＭＧメイプル トスコＭＧブラウン トスコＭＧカーキ

MFX2321P MFX2322P MFX2323P MFX726C MFX728C MFX735C MFX739C
ゼスティＣＧブラック ゼスティＣＧチャコール ゼスティＣＧネイビー エミネMGイエロー エミネMGコアブラック トスコＭＧシルバー トスコＭＧチャコール

MFX771C MFX772C MFX773C MFX774C MFX775P MFX778P MFX831P MFX832P MFX833P MFX836P MFX837P
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ベージュ 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

MFX3513C MFX352P MFX3516P MFX3510C MFX3511P MFX3532C MFX891C MFX892C MFX893C MFX894C
スノーMGホワイト ムーンMGベージュ セジュールMGクリーム ミストMGホワイト アリアMGホワイト グロリアＣＧチャコール プランダMGホワイト プランダMGアイボリー プランダMGキャメル プランダMGダークグレー

WFX561G1 WFX562G1 WFX563G1 WFX564G1 WFX565G1 MFX192C WFX541G
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

■レジェマルシェ　　

クリンガードとは、シリコンアクリル系保護膜（クリアー層）にセルフクリーニング機能（防汚機能）をもたせたものです。

■無垢板型枠ＲＣウォール　

■ソフィアウォール調　　　 ■ルシェルド　

■パティナウッド　

■木目調　ツートーン■シャトーウォール調　　

■コンクリート打ちっ放し　

■グレアウッド　　　　

■リーブルスクエア　　

■シンプルライン　　 ■ブロネウォール　

■ハッシュウォール調　　

●出隅：長尺同質出隅(長さ3m)
●色は各柄各色対応

Ｂtype １４ｍｍ釘止貼り同質長尺コーナー 仕様① ２０１８年２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



■リエット ■クランストーン調　 ■ファシネ ■コロリータイル調

MFX751C MFX753C MFX754C MFX525C MFX526C MFX527C MFX529C MFX881P MFX882P MFX883P MFX478C MFX474C MFX475C MFX476C

テレノＭＧホワイト テレノＭＧオーカー テレノＭＧグレイン ラメラＭＧホワイト ラメラＭＧアイボリー ラメラＭＧベージュ ラメラＭＧブラウン サーブルＭＧホワイト サーブルＭＧカスタード サーブルＭＧグレージュ リスタＭＧココア リスタＭＧミルク リスタＭＧアーモンド プレールＭＧイエロー

■スピアージュストーン調

MFX756C MFX884P MFX885P MFX477C

テレノＭＧチャコール MFX535C MFX536C MFX537C サーブルＭＧブラウン サーブルＭＧスモーク プレールＭＧレッド

■リシェルストーン ラメラＭＧホワイト ラメラＭＧアイボリー ラメラＭＧオレンジ ■スタッフロック ■アリュールストーン調

■クリレタイル

MFX811C MFX812C MFX813C MFX861C MFX862C MFX863C MFX151C MFX152C

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 MFX741C MFX742C MFX743C MFX745C コルドＭＧパール コルドＭＧホワイト コルドＭＧサンド エビータＭＧブラウン エビータＭＧベージュ

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 ■ルスコミュール調　

■ロワブリック調

MFX814C MFX816C MFX864C MFX866C

オルドＭＧブラウン オルドＭＧダークブラウン コルドＭＧブラウン コルドＭＧセピア MFX681C MFX682C MFX689C MFX684C

■フリディア MFX165C MFX166C MFX167C MFX168C ■ソルジェストーン 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

フランＭＧオレンジ フランＭＧグレージュ フランＭＧレッド フランＭＧイエロー

■シェルフストーン調

MFX711C MFX712C MFX713C WFX511G WFX512G WFX516G MFX685C MFX686C MFX687C MFX6810C

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 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 バーゼＭＧクリーム モデレートＭＧグレー バーゼＭＧシェンナ バーゼＭＧブラウン

MFX331C MFX332C MFX335C ■ニューピッコロストーン調　
ルーチュＭＧアイボリー ルーチュＭＧブラウン ルーチュＭＧブラック

■シェルモンテ　

MFX714C MFX7131C WFX514G WFX515G

ディアＭＧグレー ルクルムＣＧブラック スペラＭＧオーカー スペラＭＧブラック MFX761C MFX762C MFX767C MFX764C

■エセンタ ■ネビアストーン調　　 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クリーム

MFX851C MFX852C MFX853C MFX855C

セロＭＧホワイト セロＭＧグレー セロＭＧブラウン セロＭＧグラファイト

■ステディストーン　　

MFX841P MFX842P MFX843P MFX463C MFX464C MFX465C MFX765C MFX766C

サーブルＭＧホワイト サーブルＭＧカスタード サーブルＭＧグレージュ リスタＭＧバニラ リスタＭＧミルク リスタＭＧアーモンド バーゼＭＧアンバー モデレートＭＧクールグレー

■リオビスタ ■アテンレ

MFX691C MFX692C MFX693C MFX698C

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

MFX844P MFX845P

サーブルＭＧブラウン サーブルＭＧスモーク MFX821C MFX822C MFX824C MFX871C MFX872C MFX873C MFX875C

■フォストライン　　 リフレＭＧホワイト リフレＭＧピンク リフレＭＧダークグレー アガットＭＧホワイト アガットＭＧプラチナ アガットＭＧブラウン アガットＭＧコッパー

MFX699C MFX696C MFX6910C ■バレーナストーン調　　 ■ブリック調ＳＴ

エミュＭＧブラック エミュＭＧシェンナ エミュＭＧチャコール

■ルベリアストーン調　

MFX481C MFX482C MFX483C

リスタＭＧベージュ リスタＭＧココア リスタＭＧスモーク MFX552C MFX553C MFX621C MFX622C MFX624C MFX627C

ヴェールＭＧピーチ ヴェールＭＧサンフラワー トライＭＧクリーム トライＭＧキャメル トライＭＧワイン トライＭＧダークグレー

MFX222C MFX225C MFX228C ■マトリカ

ハウッドＭＧクリーム ハウッドＭＧホワイト ハウッドＭＧブラック

MFX484C MFX485C MFX487C ■メリナストーン調
リスタＭＧホワイト リスタＭＧグレー リスタＭＧピュアホワイト

MFX791C MFX792C MFX793C

オルアＭＧホワイト オルアＭＧアイボリー オルアＭＧグレー

MFX781C MFX782C MFX785C

MFX488C MFX4811C MFX4812C メリルＭＧクリアホワイト メリルＭＧクリーム メリルＭＧブラック

リスタＭＧバーチメント リスタＭＧビターブラウン リスタＭＧブラック

MFX794C MFX796C

オルアＭＧブラウン オルアＭＧチャコール

Ｂtype １４ｍｍ釘止貼り同質長尺コーナー 仕様② ２０１８年２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。

●出隅：長尺同質出隅(長さ3m)
●色は各柄各色対応







※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。140318

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





※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。150331

パナソニックバスルーム FZ 1616サイズ

２０１５年 Ｂタイプ

※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。

新・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

浴槽

壁柄Ｃ アクセントパネル仕様

※イメージ。

スミピカフロア
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

フラット天井

面材まわりが
パッキンレスなので
おそうじラクラク

２枚折りドア
ホワイト 段差５mm

スキットドア 換気口がドア上部に
あるので汚れにくく
おそうじラクラク

タオル掛けＡ

ミラー・収納棚 水栓

天井・照明・換気扇 その他仕様

カウンター

浴槽内ステップ付きで、

半身浴や親子入浴もゆったり、

思いのまま。フチに腰かけやすく、

出入りもラクラク。環境にやさしい

節水タイプ浴槽です。

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
排水栓

ＦＲＰ浴槽

ピュアホワイト ナチュラル

ローズペールグリーン

●断熱組みフタ

●保温浴槽+断熱組フタ

オーバルカウンター

ホワイト ブラック

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

足元すっきり、コンパクトなカウンター

※イメージ

スリムミラー

ライトシェルフ
２段

ホワイト ブラック

髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー！

水の流れで髪の毛を中央に

【ささっと排水口】 ストレート壁付水栓

メタルハンドル
シルバーホース
メタルワンタッチ
シャワーヘッド

プラネット照明 （ＬＥＤ 電球色）
１灯

オートルーバー暖房換気乾燥機

自動でスイングするオートルーバーの採用で短時間
で浴室空間をあたためます。
｢スポット乾燥｣と｢ワイド乾燥｣で乾燥機能も効率的。

アクセント
パネル

ベース
パネル

■鏡面仕様

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄 ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄ｻﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ柄

ﾄﾞﾗﾏﾎﾜｲﾄ柄ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄 ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄 ﾒｰﾌﾟﾙ柄

ﾁｪﾘｰ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

■マット仕様

ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

【アクセントパネル】 【ベースパネル】 【アクセントパネル】 【ベースパネル】

ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄

ｼｬﾜｰ
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ
（ﾒﾀﾙ）

150707150729



※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。140318

２０１４年仕様

ミラー

洗面ドレッシング [シーライン ]

カウンター

水栓

※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＋引出し（W750)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

■タオル掛け

ライン取手への

脱着式です。

タオル掛け

NEW

洗面ドレッシング ＣＬｉｎｅ シーライン 奥行き５５０mmタイプ Ｗ＝７５０mm 

【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７５０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を採用。

500㎜ 100㎜ 75㎜75㎜

393㎜

150㎜

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」

■扉柄 タイプＣ

ホワイト

NEW

ライン取っ手

■扉柄 タイプＢ

ライト柄ダーク柄 アルベロブラック柄（光沢） アルベロホワイト柄（光沢）

オーソドックス木目 アルベロ柄

■３面鏡 （蛍光灯照明付・ミドルミラーなし）

吐水口部分が引き出せ、
花瓶の水入れに便利。

■マルチシングルレバーシャワー

シャワー

泡沫整水

（センターミラーのみ）

【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

吸水コーティングの
加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。

※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。



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）



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） いつで も清潔な状態が保てる よ う に 、

便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ。

■■■ 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 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

W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

■■■ 清潔機能 ■■■

まる洗い洗浄

女性専用レディスノズル

ノズルシャッター

ノズルお掃除モード

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

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ 省エネ機能 ■■■

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

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-AA22H/BW1(色未定) KF-91

※窓は参考例です。

0.5坪プラン（780×1,690mm） CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

AF786200129-01





天井以外の壁4面を機能性デザイン壁紙など約1000種類から標準にてお選び頂けます。


