
※イメージには仕様に含まれないものが含まれております。

※イメージ画像は３Ｐの商品となり、実際の仕様と異なります。

Ａ号棟

※設計詳細時、施工の段階で軽微な変更が生じる場合がございます。本仕様書、図面と異なる場合は現況を優先させて頂きます。※商品の色は印刷の特性上異なる場合がございます。※商品発注時期により仕様、デザイン、カラー変更する場合がございます。
※商品によっては仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございます。※プレゼンシートにはイメージ画像が含まれております。

暮らしを見つめ、こだわりに寄り添う

床は、ＥＩＤＡＩ アトムフィットＧＭ

EIDAI FLOORING Color

Ｂ号棟

Ｃ号棟

Ｄ号棟

SMOKE NUT
WHITE ASH

BROWN CHESTNUT
HARD MAPLE

一般フローリングに比較し、

食器や調理器具など小物を落

とした時や、家具等を置いた

りイスに座ったりしたときの

荷重により生じるへこみ傷が

つきにくい製品です。

（日本複合・防音床材工業会指針）

一般フローリングに比較し、

キャスター付きのイスを使用し

てもへこみ傷がつきにくくなっ

ています。

（日本複合・防音床材工業会指針）

一般フローリングに比較し、

車イスを使用してもへこみ傷が

つきにくくなっています。

（日本複合・防音床材工業会指針）

一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。

（日本複合・防音床材工業会指針）

ご注意

●傷がまったくつかないというわではありません。当社一般フローリングと比較してつき

にくい製品です。

●スリッパ裏面に汚れ（砂やゴミ）があると傷がつく恐れがあります。

●掃除機に傷防止フェルトがついていない場合は傷がつく恐れがあります。

頻繁に歩くリビングや廊下では、時とともに摩耗して色落ちし、美しさが損なわれる

心配があります。摩耗性に優れたフローリングなら、美しい色合いを長く保ちます。

当社一般フローリングに比べて水や油が浸透しにくく、汚れが落ちやすくなってい

ます。また、油性マジックも浸透しにくいので消しゴムで落とせ、目立ちにくくな

ります。

ご注意

●長時間放置するとシミ、変色の原因となりますので、直ちに拭き取ってください。

へこみ傷に強い キャスターＯＫ 車イスＯＫ

すり傷に強い

摩耗に強い

汚れが落ちやすい

アトムフィットＧＭ特性

◆へこみ傷に強い

◆キャスター/車イスＯＫ

◆すり傷に強い

◆摩耗に強い

◆ヒビ割れに強い

◆汚れが落ちやすい

◆ワックスフリー

◆床暖房仕上げ材

◆ホットカーペットＯＫ

◆抗菌加工

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ

※イメージ
※イメージ



Interior Door Design Color

単色ホワイト柄

Handle Design

玄関収納 Ｗ１２００ コの字型ミラー付き

クロゼット 折り戸タイプ フルフラット（ＤＨ＝2000）

Detail

セピアブラウン柄

建具枠：単色ホワイト柄

Color 
（全棟共通）

※イメージ

画像はＤＨ＝２３５０
※イメージ

単色ホワイト柄

Color 
（全棟共通）

※設計詳細時、施工の段階で軽微な変更が生じる場合がございます。本仕様書、図面と異なる場合は現況を優先させて頂きます。※商品の色は印刷の特性上異なる場合がございます。※商品発注時期により仕様、デザイン、カラー変更する場合がございます。
※商品によっては仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございます。※プレゼンシートにはイメージ画像が含まれております。

Color 

アーバンモードα

プレーンフェイス

インテリアスタイルにプラスαの価値を。

水平に並んだ４本のスリットからやわらかな光が入り込みます。（Ｄ号棟）

縦に通ったスリットがシンプルでありながらも存在感のあるデザイン（Ｃ号棟）

全面採光により、たくさんの光が部屋に注ぎ込みます。（Ｂ号棟）

バランスのよい木目方向の組み合わせは、採光部から透過するやわらかい光によって

様々な表情をつくります。（Ａ号棟）

６Ｎ

（ＬＤＫ）

ディープブラック柄

建具枠：ドア同色

（ＬＤＫ）

５Ｍ

（ＬＤＫ）
単色ホワイト柄

建具枠：ドア同色

ＳＶ

（ＬＤＫ）

ハーモニックホワイト柄

建具枠：ドア同色

ＡＧ

（ＬＤＫ）

９６ＳＭ型 空錠
サテンシルバー色

※洗面室専用開き戸用 蝶番

９６ＳＭ型 間仕切錠
サテンシルバー色

単色ホワイト柄

建具枠：ドア同色

Color Design（Ａ号棟） Design（Ｂ号棟） Color 

Design（Ｃ号棟） Color Design（Ｄ号棟） Color 

（洋室） （トイレ） （洋室） （トイレ）

（洋室） （トイレ） （洋室） （トイレ）

取手レス仕様

※トイレ専用

９６ＳＭ型 表示錠
サテンシルバー色

取手

１Ｓ



※イメージ画像の為、色柄、取付器具、機器の形状及び形質などは実際の仕様と異なる場合が

ございます。

※イメージ画像にはオプションが含まれております。

Color 取っ手タイプ

クリエアイボリー

ロングハンドルＫ（シルバー）

Ａ・Ｃ号棟

※設計詳細時、施工の段階で軽微な変更が生じる場合がございます。本仕様書、図面と異なる場合は現況を優先させて頂きます。※商品の色は印刷の特性上異なる場合がございます。※商品発注時期により仕様、デザイン、カラー変更する場合がございます。
※商品によっては仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございます。※プレゼンシートにはイメージ画像が含まれております。

SYSTEM KITCHEN

レンジフード

ＡＤＲタイプ（金属幕板付）シルバー

食器洗い乾燥機

約5人分・40点

浅型タイプ（パネル材仕様）

ワークトップ（人造大理石）

ベーシックホワイト

シンク（人造大理石）

シュガーホワイト

カップボード（背面）ガスコンロ

３口コンロ・ガラストップタイプ

浄水器内蔵型水栓

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

ソフトモーションレール

Ｃｏｌｏｒ

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる

高品位なレールです。

クリエアイボリー

AS Quality & Originalty

メラミン加工

てまなし排水口

従来品

キレイシンク 色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。

※推薦の位置は左右が選べます。

お手入れラクラク

溝や段差がないので、

汚れが簡単に拭き取れます。
軽く拭くだけ。掃除の

しやすい滑らかなコーナー。

排水口と洗剤ラックのカバーも

お手入れラクラク。

ＡＳは、ＬＸＩＬが長年にわたり磨いてきたキッチンづくりのノウハウを形にした数々の機能アイテムと、インテリアに

調和する豊富なデザインラインアップで良質な住宅づくりをサポートするシステムです。

扉キャッチ

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 



※イメージ画像の為、色柄、取付器具、機器の形状及び形質などは実際の仕様と異なる場合が

ございます。

※イメージ画像にはオプションが含まれております。

Image 

Color 取っ手タイプ

ペールグリーン

ロングハンドルＫ（シルバー）

Ｂ号棟

※設計詳細時、施工の段階で軽微な変更が生じる場合がございます。本仕様書、図面と異なる場合は現況を優先させて頂きます。※商品の色は印刷の特性上異なる場合がございます。※商品発注時期により仕様、デザイン、カラー変更する場合がございます。
※商品によっては仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございます。※プレゼンシートにはイメージ画像が含まれております。

SYSTEM KITCHEN

レンジフード

ＡＤＲタイプ（金属幕板付）シルバー

食器洗い乾燥機

約5人分・40点

浅型タイプ（パネル材仕様）

ワークトップ（人造大理石）

ベーシックホワイト

シンク（人造大理石）

シュガーホワイト

カップボード（背面）ガスコンロ

３口コンロ・ガラストップタイプ

浄水器内蔵型水栓

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

ソフトモーションレール

Image 

Ｃｏｌｏｒ

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる

高品位なレールです。

ペールグリーン

AS Quality & Originalty

メラミン加工

てまなし排水口

従来品

キレイシンク 色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。

※推薦の位置は左右が選べます。

お手入れラクラク

溝や段差がないので、

汚れが簡単に拭き取れます。
軽く拭くだけ。掃除の

しやすい滑らかなコーナー。

排水口と洗剤ラックのカバーも

お手入れラクラク。

ＡＳは、ＬＸＩＬが長年にわたり磨いてきたキッチンづくりのノウハウを形にした数々の機能アイテムと、インテリアに

調和する豊富なデザインラインアップで良質な住宅づくりをサポートするシステムです。

扉キャッチ

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 



※イメージ画像の為、色柄、取付器具、機器の形状及び形質などは実際の仕様と異なる場合が

ございます。

※イメージ画像にはオプションが含まれております。

Image 

Color 取っ手タイプ

ソリッドホワイト

ロングハンドルＫ（シルバー）

Ｄ号棟

※設計詳細時、施工の段階で軽微な変更が生じる場合がございます。本仕様書、図面と異なる場合は現況を優先させて頂きます。※商品の色は印刷の特性上異なる場合がございます。※商品発注時期により仕様、デザイン、カラー変更する場合がございます。
※商品によっては仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がございます。※プレゼンシートにはイメージ画像が含まれております。

SYSTEM KITCHEN

レンジフード

ＡＤＲタイプ（金属幕板付）シルバー

食器洗い乾燥機

約5人分・40点

浅型タイプ（パネル材仕様）

ワークトップ（人造大理石）

ベーシックホワイト

シンク（人造大理石）

マロンベージュ

カップボード（背面）ガスコンロ

３口コンロ・ガラストップタイプ

浄水器内蔵型水栓

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

ソフトモーションレール

Image 

Ｃｏｌｏｒ

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる

高品位なレールです。

ソリッドホワイト

AS Quality & Originalty

メラミン加工

てまなし排水口

従来品

キレイシンク 色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。

※推薦の位置は左右が選べます。

お手入れラクラク

溝や段差がないので、

汚れが簡単に拭き取れます。
軽く拭くだけ。掃除の

しやすい滑らかなコーナー。

排水口と洗剤ラックのカバーも

お手入れラクラク。

ＡＳは、ＬＸＩＬが長年にわたり磨いてきたキッチンづくりのノウハウを形にした数々の機能アイテムと、インテリアに

調和する豊富なデザインラインアップで良質な住宅づくりをサポートするシステムです。

扉キャッチ

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 


