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樹脂アングル
●アルミ比 約1/1000の熱伝導率
樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。樹脂の
熱伝導率(熱の伝えやすさ)はアルミのなんと
約1/1000といわれています。デュオＰGでは
内装材と接するアングル部に樹脂を採用。
温度差により発生する結露を抑え、結露による
内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献
します。

「安心のバリア」としての防犯機能、「安全な暮らし」
のためのユニバーサルデザイン。機能面の工夫も満載です。

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 081120

ブラック オータムブラウン シャイングレー ナチュラルシルバー ホワイト
COLOR VARIATION
※ナチュラルシルバーは一部設定のない品種があります。

アルミサッシデュオPG

確実にロックをかけて侵入口を遮断する

クレセント「空かけ防止機構」
障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない
「空かけ防止機構」を標準装備しているので、確実にロックがかかります。

簡単に侵入させない・侵入しにくいと思わせる

２ロック

デュオPGでは、2ロックを標準装備しています（一部品種を除く）。
これにより、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。

安心・安全

特許取得済

補助ロック付
クレセント サブロック

トリガーが受けに押され、ロックが解除
されると、クレセントが回り施錠されます。

障子が閉まっている状態

頑強なガラスで侵入を防ぐ

防犯合わせ複層ガラスに対応

防犯合わせ複層ガラスとは、2枚のガラスの間に
透明な特殊中間膜を挟み込んだ複層ガラスです。
耐貫通性に優れているため、ガラス破りに非常に
高い効果を発揮します。

基本性能 ライフスタイルの違いを超えてあらゆる人に必要な基本性能を徹底追及。開口部のみならず、住まい全体の快適性を向上させます。

次世代省エネルギー基準
Ⅳ地域以南適合（H-2相当）

A-4（2）等級

W-4（35）等級
T-1（25）等級

S-3（160）等級

結露を軽減

断熱性能

水密性能

耐風圧性能

防音性能

防露性能

気密性能

※品種・サイズ・ガラス厚によって異なりますので、カタログを
ご覧ください。

デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。
断熱性能UP！

これまでのPGサッシ デュオPG

※ガラス厚によっては、
空気層12㎜が確保
できないことがあります。

業界初、樹脂アングル採用

デュオ枠
D u o    f r a m e

！

結露による内装材の腐蝕を防ぐ

！ POINT.1

！ POINT.2

！ POINT.3

樹脂アングル

新排水構造

52㎜の
ワイドな出幅

44㎜ +8㎜

52㎜

熱伝導率

1 1/1000
結露実験

アルミアングル部に大量の水滴が見られるのに
対し、樹脂アングル部にはほとんど見られません。

アルミアングル 樹脂アングル

POINT.1

窓まわりプラン 標準仕様

単体引き違い ＦＩＸ窓 上げ下げＸ窓 横すべり出し窓

ダブルガラスルーバー窓 縦すべり出し窓

オーニング窓

採風勝手口ドア

井桁格子Ａ型

採風勝手口ドア

横格子Ｂ型

採風勝手口ドア

ヒシクロス格子Ｃ型
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Living Door Room Door

M-CW M-CH/CY M-CK M-XG M-XM/LM M-CR/CE M-XF/LF

やさしい色調と柔らかな木目が、ナチュラルでぬくもりのある空間を演出します。

表面には、燃焼時にも有害物質が発生しない特殊樹脂シートを採用。

住む人の個性にあわせて幅広いインテリアに対応します。
ソフトアートシリーズ

キリ面框デザイン大一枚ガラスデザイン 中帯デザイン 縦２本ガラスデザイン 縦２方框デザイン フラットデザイン縦スリットガラス

キリ面框で表情をつけた、端正
でシンプルなデザイン。木の素
材感を引き立てます。

Sanitary Room Door

HANDLE
トイレ洗面室

ガラス部分にミスト模様の型板
熱処理ガラスを使用。エレガント
な印象を漂わせます。

伝統的な中帯仕様により、落ち
着きのある表情を演出。上部ガ
ラス部分にはミスト熱処理ガラ
スを使用。

縦長の２枚のミスト熱処理ガラ
スがモダンでスタイリッシュなデ
ザインテイストを醸し出します。

フラットデザインに縦長の乳半
合わせガラスを組み込み、洗練
された印象に仕上げました。

縦に伸びたスリットガラスが、伸
びやかでスマートな印象。空間
に心地よいアクセントを添えま
す。

Ｃｌｏｓｅｔ Door

木の素材感を豊かに見せる、シ
ンプルなデザイン。モダンな住
空間を演出します。

レバーハンドル

Ｒ型

M-CR/CE M-XF/LFM-CR&/CE& M-FT/FY

取っ手
E型

Door Stoper

COLOR

フラットデザインキリ面框デザイン フラットデザイン換気口付

引き手

Ｓ型

ドアストッパー（シルバー）

マグネットタイプ

MEPLE
WHITE

MEPLE
CLEAR

NATURAL
PINK

CENTER
PINK

TEAK WENGE OAK WALNUT

縦木目カラーバリエーション

横木目カラーバリエーション

ライトスコープ付き

×

換気口が扉のデザインに美しく
調和。センスアップを図りながら
快適な空間作りが可能です。

キリ面框で表情をつけた、端正
でシンプルなデザイン。木の素材
感を引き立てます。

木の素材感を豊かに見せる、シ
ンプルなデザイン。モダンな住空
間を演出します。

TEAK
BROWN

WENGE
BLACK

OAK
CLEAR

WALNUT
DARK
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システムキッチンご提案

 N実

２０１３年　優渾プラン
JML9993K1

レイアウト図

2013年 1月30日

扉シリーズ・扉色

シンク種類・シンク色カウンター色

Ⅰ 型タイプ

現在の選択内容を、■で表示しております。＜ご注意＞　写真は全てイメージであり実際の仕様と異なります。また主要部材のみの掲載につき、詳細は御見積明細書にてご確認下さい。

■色未定 □ミルクホワイト □ヤマブキイエロー □サクラピンク □プラムレッド

□ベージュグレー □ライトグリーン

□ベーシックホワイト

□色未定 □ホワイトグロッシー □モカグロッシー □ダークグロッシー

□色未定 □ペールウッド □ライトウッド □ミディアムウッド □ダークウッド

ニューグラーナ

■色未定 □ニューグラーナホワイト

□ニューグラーナ

　　　ファインベージュ

□Ｇ２シンク ■Ｈ２シンク

□Ｂシンク

フロアスライド・ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ

チャイルドロック付包丁差し、

ラップホルダー、インナーポケ

ット、クロスギャラリー

３段引出し・ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ

１段トレー、クロスギャラリー

フロアスライド・ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ

コンロ横小引出し、クロスギャ

ラリー

開き扉キャビネット

(取手レス仕様)

可動棚

W600 ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ

R3AW3B1RVW

(ﾘﾝﾅｲ)

シングルレバー水栓

SFHB424S(N)YA

(LIXIL)

Ｃ（サイクロン）フードⅢ

標準タイプ

CFA901SANM8

食器洗浄乾燥機

RKW402GPST/ｼﾙﾊﾞ /ー浅型（ﾘﾝﾅｲ）

・収納/約40点

・1～6時間後の運転開始予約

■Ａシリ－ズ

□Ｓシリ－ズ

□Ｌシリ－ズ

□Ｗシリ－ズ

取手種類

□バー取手 ■ライン取手

□ファイバー

　　　ホワイト

□ファイバー

　　　ベージュ

□サンドホワイト □モザイク □グリッドホワイト

□グリッドベージュ

キッチンパネル

ＵＫ

■色未定

■色未定 □イエロー □マンゴーオレンジ□ライムグリーン □カフェベージュ

□ホワイト □グレー

一番使う場所だから、素材にこだわった

自社開発 「人造大理石」のｶｳﾝﾀｰ＆ｼﾝｸ。

毎日のお手入れが簡単。だから「ずっとキレイ」。

これがToclas品質！

ワークトップの素材が違う

汚れが染み込みにく

く油汚れもさっとふく

だけ。簡単キレイ。

うっかり缶詰を落と

しても大丈夫。割れ

にくい素材です。

350℃に熱したフライ

パンを10分放置して

も変色なし。割れに

も強い。

万が一キズがつい

てもナイロンたわし

で簡単にもと通り。

カウンターと

シンクは段差も

隙間もないシームレス接合

排水部分も一体型

強くてお手入簡単、人造大理石

汚汚汚汚れにれにれにれに強強強強いいいい 衝撃衝撃衝撃衝撃にににに強強強強いいいい

熱熱熱熱にににに強強強強いいいい キズキズキズキズにににに強強強強いいいい

隙間のない滑らか一体型シンク



●製品仕様を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。●製品の色は印刷の為、実物とは多少異なります。

デザイン

木目調のラインナップが充実。家具のようにキッチンを選ぶ楽しさが、さらにアップ

機能

快適さのアイデアがぎっしり。マイ・ベストな収納をチョイス

グランドシリーズ

鏡面仕上げ

浮造り仕上げ

鏡面仕上げ（木目）

プレシャス

ノーブル

グロスウッド

メタリックな輝きが、上品で高級感あふれる
イメージをつくり出します。

天然木彫ならではの手触りと色調が、
ぬくもりのあるキッチン空間を演出します。

温かな上質感と清掃性を兼ね備えた、
今までにない新しいデザインです。

プレシャスホワイト プレシャスミントプレシャスベージュ プレシャスココア プレシャスイエロー プレシャスロゼ プレシャスｵﾗﾝｼﾞｭ プレシャスレッド

ノーブルホワイト

グロスウッドラテ

ノーブルブラウン ノーブルダークノーブルミディアム

グロスウッドモカ グロスウッドビター

スタイリッシュな

ライン取手

シンプルな

バー取手

取手は2タイプから選択

トール足元収納 シンク前収納 サイレントレール

背の高い容器もたっぷり入る

トール足元収納は、出し入れ

の姿勢もラクです。

扉裏にラップホルダーと、包丁

差しを装備。キッチン小物を

まとめてしまえます。

衝撃をやわらげるダンパー機

構によって、すべての引き出し

が静かに閉まります。スムーズ

で静かな引き出しがキッチンワー

クをより快適にします。

レンジフード

ZRS75NAM07FSZ-E
静圧が高く、外風に影響されやすい

場所やダクト排気を行う場所に適し

たシロッコファン。

ガスコンロ／ガラストップコンロ

ZGGZL6A10YSB-E

優れた耐熱、耐久性を誇るガラ

ストップはお手入れもラクラク。

無水両面焼きグリルです。

熱に強く、やわらかな質感が魅力の

人工大理石シンクと、インテリア性の

高さが魅力の人工大理石ワークトップの組合せです。

取手レス吊戸棚

人工大理石シンク＆

 人工大理石ワークトップ

キッチンパネル（ＣＡボード）

取手のないシンプルなデザイン。空間

をスッキリと見せることができます。

油ハネや汚れがサッとふき取るだけで

キレイになります。目地の少ないフラッ

トボードでお手入れが簡単です。

シングルレバー水栓

ZZKM5111TCLE

水とお湯の切り替えが一本のレバー

でできるスタンダードな水栓です。

１

2

I型 255cm

人工大理石シンク／ベージュ／ピンク／カームホワイト

プルオープン食器洗い乾燥機（シルバー）

ZWPP45R09BDS-E

水圧でのびる2段式ノズル（タワーウォッ

シャー）で、上部からもシャワーを拡散。食器

や大皿上部の汚れもしっかり洗い落とします。



システムキッチン アミィ

扉カラー

私 の ‘ ほ し い ’ が 、 ぎ ゅ っ と つ ま っ て る 。

キ ッ チ ン は ＜ ア ミ ィ ＞ で 決 ま り ！

ワークトップ シンク

グループ１

ステンレス人造大理石

ファミリア

B170
ｽﾑｰｽﾌﾞﾙｰ

Y170
ｽﾑｰｽｲｴﾛｰ

W170
ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

U170
ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ

N170
ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

ｽﾃﾝﾚｽOA
ﾎﾜｲﾄｸﾞﾗﾆｯﾄ

UA
ﾎﾜｲﾄｻﾝﾄﾞ

SFHE421SYXJGX H1G633B0R2VX ADR731SIRX

EIS60C

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。

FQB37400388-02



作成日 2013年 1月30日

エプロン フロア 入り口方向

うつくしドア　折戸

　ホワイト

断熱ステップ天井(分割型) 丸型１灯(蛍光灯)

２４時間対応換気暖房乾燥機100V

(換気扇一体型､ﾏｯｸｽ製)

(ﾗﾝﾄﾞﾘー ﾊﾟｲﾌﾟ1本付)

ショートワイドミラー

(ｼｬﾜｰﾌｯｸ台座なし)

カバー水栓

 (TOTO製)

エアインシャワー(TOTO製) メッキ仕上げ(握りバー兼用) クリアタイプ 樹脂ブラケットタイプ

樹脂製

*本数は明細書をご確認下さい。

断熱天井 巻きフタ

サウンドシャワー

お気に入りの音楽を聴きながら

リラックス入浴が楽しめます。

■色未定

□シックグレー

□オフホワイト

■色未定

□オフホワイト

□シックグレー

現在の選択色を、■で表示しております。＜ご注意＞　写真は全てイメージであり実際の仕様と異なります。また主要部材のみの掲載につき、詳細は御見積明細書にてご確認下さい。

サイズ

エルゴデザインバスタブエルゴデザインバスタブエルゴデザインバスタブエルゴデザインバスタブ

ＭＭＭＭ

    

システムバスルームご提案

 載学

JML9993B1

２０１３年　優渾プラン

バスタブ色

エクランエクセル
ポップアップ排水栓　ハンドグリップなし

■色未定 □ミントホワイト □グリーン □ブラウン

□セラホワイト

「タフぴかコート」

奥行きのある深みと光沢

度の高い表面が心地よさ

をもたらします。

普段のお手入れはスポン

ジでサッと水拭きするだけ

で美しさを保ちます。

■ スミらく仕上げ

■ カミトリ名人＋ﾌﾟﾗｽ

リラクゼーション リラクゼーション リラクゼーション リラクゼーション &&&&　　　　安心安心安心安心 おおおお手入手入手入手入れれれれ簡単簡単簡単簡単　　　　

■ サウンドシャワー

好きな音楽を聴きながら、リラックス入浴。音浴効

果で心まで元気にしてくれます。

■ 安心　Ｗ構造

バスタブの下に防水パンを備え

、その間の空気層が

保温性に貢献し、また安心の

防水性能も高い評価です。

汚れやすいフロアと壁の間の

接合部を５０mm 高い位置にして

いるので、お手入れが容易です。

■ うつくしフロア

表面に、皮脂などの油分を、はじく撥油成分

が含まれた特殊加工を施しています。

だからお手入れ簡単。　

しかも、水切れの良いパターン柄で

早く乾かすことができます。

注注注注））））壁柄壁柄壁柄壁柄････浴槽浴槽浴槽浴槽････ミラーミラーミラーミラー他他他他､､､､写真写真写真写真ははははイメージイメージイメージイメージですですですです。。。。実際実際実際実際のののの仕様仕様仕様仕様とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。

壁色

■４面同色パネル

□色未定 □ストーンホワイト □ストーンベージュ □ストーングレー □ピンクウェーブ

□グリーンウェーブ □シェリーホワイト

■周辺パネル

■色未定 □ストーンホワイト

■正面パネル

■色未定 □ストーンベージュ □ストーングレー □ホライゾンブラック □ホライゾンブラウン

□ホライゾンブラック □ホライゾンブラウン

□ストーンベージュ

□オリーブホワイト □オリーブブラウン □グラスタイル

□シルキーホワイト

□オリーブホワイト □オリーブブラウン □グラスタイル

□ストーングレー □シェリーホワイト □シルキーホワイト



作成日 2013年 1月30日

壁色

フロア 入り口方向

うつくしドア　折戸

　ホワイト

２４時間対応換気暖房乾燥機100V

(換気扇一体型､ﾏｯｸｽ製)

(ﾗﾝﾄﾞﾘー ﾊﾟｲﾌﾟ1本付)

フラット天井 スクエア型１灯(蛍光灯) ショートワイドミラー

フィット水栓(TOTO製) エアインシャワー(TOTO製) メッキ仕上げ(握りバー兼用) ホワイトタイプ 樹脂フックタイプ

樹脂製

*本数は明細書をご確認下さい。

巻きフタ

サウンドシャワー

お気に入りの音楽を聴きながら

リラックス入浴が楽しめます。

■色未定

□オフホワイト

□シックグレー

■色未定

□オフホワイト

□シックグレー

現在の選択色を、■で表示しております。

アンダーカウンター

＜ご注意＞　写真は全てイメージであり実際の仕様と異なります。また主要部材のみの掲載につき、詳細は御見積明細書にてご確認下さい。

■ うつくしフロア

■ カミトリ名人＋ﾌﾟﾗｽ

リラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーション おおおお手入手入手入手入れれれれ簡単簡単簡単簡単

※写真はイメージであり実際の仕様と異なります。

シンプルシンプルシンプルシンプルがががが心地心地心地心地よいよいよいよい、、、、暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに寄寄寄寄りりりり添添添添ううううバスルームバスルームバスルームバスルーム

■ サウンドシャワー

好きな音楽を聴きながら、リラックス入浴。

音浴効果で心まで元気にしてくれます。

システムバスルームご提案

 載0

JML9993B2

２０１３年　優渾プラン

バスタブ色

スターク
ポップアップ排水栓　ハンドグリップなし

■色未定

□ホワイト □ベージュ

　新ジャンルの人造大理石バスタブ「スターク」

　　ＦＲＰに比べ表面がなめらかで、

　　汚れがつきにくく落としやすい、新しい人大素材。

　　美しい艶と高い耐久性が魅力です。

ブロッコバスタブブロッコバスタブブロッコバスタブブロッコバスタブ

ﾌﾘｰ

ﾌﾟﾗﾝ

ＭＳＭＳＭＳＭＳ

まるで大理石の塊の

ような一体感浴槽は

くつろぎのスタイル自由

自在。やさしい形状と

滑らかな手触りで入浴

の心地良さや安心感を

高めます。

サイズ

■色未定

周辺、正面パネル別色　正面パネル

周辺、正面パネル別色　周辺パネル

■色未定 □ストーンホワイト □ストーンベージュ

□ストーンベージュ □ストーングレー □ホライゾンブラック

□ホライゾンブラウン

□ストーングレー

□シェリーホワイト

□オリーブホワイト □オリーブブラウン □グラスタイル

□サークルレッド □アートブラック

□シルキーホワイト



心 と 身 体 を 癒 す “ く つ ろ ぎ の 空 間 ” 。

よ り 使 い や す く 、 快 適 な デ ザ イ ン へ 。

システムバスルーム ラ・バス

壁パネルカラー Ｌパネルアクセント張り

浴槽カラー 床カラー

N86+N86
ﾎﾜｲﾄ+ﾎﾜｲﾄ

N11+N86
ﾌﾞﾗｯｸ+ﾎﾜｲﾄ

R22+N86
ﾌﾞﾗｳﾝ+ﾎﾜｲﾄ

N11+N11
ﾌﾞﾗｯｸ+ﾌﾞﾗｯｸ

洗面器カウンター

アクセントパネル（ＨＴ） ベースパネル

HT212
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

HT211
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ

HT111
ﾓｸﾒUﾗｲﾄ

HT112
ﾓｸﾒUﾐﾃﾞｨｱﾑ

HT113
ﾓｸﾒUﾀﾞｰｸ

アクセントパネル（鏡面）

HN722
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

HN723
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾌﾞﾗｳﾝ

HN724
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

HN442
ﾏｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸ

HN441
ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ

HN171
ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN172
ﾋﾟﾝｸｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN153
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾌﾞﾙｰ

HN151
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾎﾜｲﾄ

HN891
ｱﾗﾍﾞｽｸﾌﾞﾗｯｸ

HN833
ｶﾞﾗｺﾓｻﾞｲｸｸﾞﾘｰﾝ

HN152
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝｸﾞﾘｰﾝ

HN721
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾍﾞｰｼﾞｭ

HN461
ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

HN641
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾀﾞｰｸ

LE601
Lﾊﾟﾈﾙ(EB)ﾎﾜｲﾄ

LE301
Lﾊﾟﾈﾙ(ﾏｯﾄ)ﾎﾜｲﾄ

N86
ﾎﾜｲﾄ

Y81
ｲｴﾛｰ

P91
ﾋﾟﾝｸ

G81
ｸﾞﾘｰﾝ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

N66
ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

単色FRP

EFD-G1-1A VDY-8002052R(70)/W UFD-110A

CKNB(2)-B-L1000/W-K TB-400E-K BL-SC79156R-K R-1515P-16/W

窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。
CG合成によるイメージ画像です。

FQB37400388-02



扉色レイアウト図

2013年 1月30日

壁出し水栓

水栓の根元は、水も汚れも

たまりにくく、衛生的でお掃

除もラクラクです。

ハンドシャワー水栓

ホースを引き出せば、ハン

ドシャワーになり、シャンプ

ーやお掃除にも大活躍。

水栓

3面鏡タイプ

さまざまな工夫で

充実の収納機能。

トレーは高さの調節が

可能。取り外して洗う

ことができます。

便利な内部コンセント

石けんや歯ブラシも収

納。湿気のこもらない

通気棚。

ステンレス製の網棚は

簡単に取り外して洗え

ます。

■色未定

■ＡＡＡＡシシシシリリリリーーーーズズズズ

□プラムレッド □サクラピンク □ライトグリーン □ベージュグレー

□ヤマブキイエロー □ミルクホワイト

ＳＳＳＳシリーズシリーズシリーズシリーズ

□ベーシックホワイト

ＬＬＬＬシリーズシリーズシリーズシリーズ

□色未定 □ダークグロッシー □モカグロッシー □ホワイトグロッシー

ＷＷＷＷシリーズシリーズシリーズシリーズ

□色未定 □ダークウッド □ミディアムウッド □ライトウッド □ペールウッド

■バー取手

□ライン取手

便利な機能に

シンプルで使いやすい

デザインと・・・

人気の洗面化粧台

ｴﾎﾟｯｸをお届けします。

※写真はｲﾒｰｼﾞです。実際の仕様とは異なります。

簡単なお手入れで 「キレイ」 が続く人造大理石ボウル

使いやすい

ハンドシャワー水栓

仮置きスペース

継継継継ぎぎぎぎ目目目目なしなしなしなし

ハイバックガードハイバックガードハイバックガードハイバックガード

凸凹のないなめらか曲線が美しいボウル。

水はねしてもお手入が簡単な

ハイバックガードなので

汚れも拭きやすく快適です。

衝撃に強く

割れにくい

汚れが

染み込みにくい

細かい傷は

磨いて美しく

毎日、たくさん使う場所。

だからボウルの素材に

こだわりました。

継ぎ目なしでお手入れ簡単ボウル ミラーまわりの工夫

濡れたままの

歯ブラシ・コップ

石鹸も安心して

収納できます。

洗面化粧台ご提案

 N小

JML9993S1

２０１３年　優渾プラン

mm
総間口

現在の選択内容を、■で表示しております。＜ご注意＞　写真は全てイメージであり実際の仕様と異なります。また主要部材のみの掲載につき、詳細は御見積明細書にてご確認下さい。



新しいカタチの洗面器が象徴する、

毎日の使いやすさがいっぱいの洗面化粧台です。

洗面化粧台 ピアラ

扉カラー 洗面器カラー

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

VP1
ﾎﾜｲﾄ

VR1
ﾌﾞﾗｳﾝ

スタンダード

ARN-755S MAR-753TX

CG合成によるイメージ画像です。

FQB37400388-02



機能一覧

カラーバリエーション

アメージュＣ便器 ベーシックな便座が選べる組み合わせ便器です。

狭いトイレにもおすすめです。

■■■ 洗浄機能 ■■■

おしり洗浄（ﾏﾙﾁﾌｨｯﾄ洗浄）

おしり洗浄（ﾀｰﾎﾞ洗浄）

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 ■■■

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

点字対応

■■■ 清潔機能 ■■■

本体スライド着脱

女性専用レディスノズル

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

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 ■■■

ワンタッチ節電

超節水ECO6（大6L、小5L）

スーパー節電

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)

BU8
ｱｲﾎﾞﾘｰ

BB7(注2週)
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

※廃番色

SN7(注2週)
ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ

SG6(注2週)
ﾌｫｸﾞｸﾞﾘｰﾝ

※2012.4月から、カラーバリエーションが変更になります。

CF-22H/BW1 KF-70CW-K41/BW1

※窓は参考例です。

0.4坪プラン（780×1,235mm） CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

FQB37400388-02



丈夫で防水性、設置性に優れたコンパクト設計の

洗濯機パンです。

洗濯機パン

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

カラー

L11
ﾐｽﾃｨｱｲﾎﾞﾘｰ

TP-31

FQB37400388-02







〈ポーチ・バルコニー・勝手口〉　

〈カーポート〉 〈ホール・廊下〉

〈階段〉 〈キッチン・手元灯〉 〈洗面・トイレ〉

株式会社　栄幸建設　標準仕様
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