
※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。

※イメージ画像の扉：オリバホワイト、ライン取っ手。本物件の色柄とは異なります。

※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

ウヅクリグレージュ

ライン取手

左右ワイド火力バーナーで

使い勝手が向上。

バーナーリング一体化で

お掃除もラクラクです。

レンジフード

レンジフード

フード全体がわずか35ｍｍというスタイリッシュさ。

消費電力わずか3ＷのＬＥＤ照明（昼白色）付き。

食器洗い乾燥機

約5人分・37点

ワークトップ（人工大理石）

リミットホワイト

嬉シンク（人工大理石）

シュガーホワイト

カップボード（背面）ガスコンロ

全口センサー付コンロ（ホーロートップ）

（水無し片面焼き）

浄水器内蔵型水栓

（当社指定品）

※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  LE

ソフトモーション

Image 

Ｃｏｌｏｒ

扉が閉まる手前でクッションが効き、ゆっくり

閉まる機能です。

ウヅクリグレージュ

システムキッチン エルイー

Image

テキパキ下ごしらえと、

お掃除ラクラクの両立が

嬉しい人工大理石製シン

クです。マルチスタンド

付き洗剤ラックが付属し

ます。
一気に流せる「ラビットフロー」

底面の傾斜をシンク側面に近くなるほど、

急勾配に変化させているので、野菜くず

などを一気に流しやすくなっています。

お掃除ラクになる嬉しい工夫
「洗剤カゴ」

洗剤カゴを受ける

ピンがない構造で、

洗いやすくなりました。

「シームレス加工」

ワークトップとの接続部は、

継ぎ目の段差や隙間がない

ので、サッと拭き取れます。

調理の幅が広がる立体構造 スライド収納キャビネット
出し入れのしやすさと収納力を考えた、

スライド収納タイプのレイアウトです。
Ｂ号棟



※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。

※イメージ画像の扉：オリバホワイト、ライン取っ手。本物件の色柄とは異なります。

※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

パオロッサホワイト

ライン取手

左右ワイド火力バーナーで

使い勝手が向上。

バーナーリング一体化で

お掃除もラクラクです。

レンジフード

レンジフード

フード全体がわずか35ｍｍというスタイリッシュさ。

消費電力わずか3ＷのＬＥＤ照明（昼白色）付き。

食器洗い乾燥機

約5人分・37点

ワークトップ（人工大理石）

リミットホワイト

嬉シンク（人工大理石）

シュガーホワイト

カップボード（背面）ガスコンロ

全口センサー付コンロ（ホーロートップ）

（水無し片面焼き）

浄水器内蔵型水栓

（当社指定品）

※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  LE

ソフトモーション

Image 

Ｃｏｌｏｒ

扉が閉まる手前でクッションが効き、ゆっくり

閉まる機能です。

パオロッサホワイト

システムキッチン エルイー

Image

テキパキ下ごしらえと、

お掃除ラクラクの両立が

嬉しい人工大理石製シン

クです。マルチスタンド

付き洗剤ラックが付属し

ます。
一気に流せる「ラビットフロー」

底面の傾斜をシンク側面に近くなるほど、

急勾配に変化させているので、野菜くず

などを一気に流しやすくなっています。

お掃除ラクになる嬉しい工夫
「洗剤カゴ」

洗剤カゴを受ける

ピンがない構造で、

洗いやすくなりました。

「シームレス加工」

ワークトップとの接続部は、

継ぎ目の段差や隙間がない

ので、サッと拭き取れます。

調理の幅が広がる立体構造 スライド収納キャビネット
出し入れのしやすさと収納力を考えた、

スライド収納タイプのレイアウトです。
Ｃ号棟



※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。

※イメージ画像は、本物件の色柄とは異なります。

※イメージ画像にはオプションが含まれております。

浴槽

スクエアバス（ＦＲＰ）

①ヘッドレスト

首から頭にフィットする傾斜をつけました。

②アームレスト

腕をあずけて、ゆったりくつろげます。 ポップアップ水栓

※イメージ

ベーシックカウンター

※イメージ

フロアー（プレーンフロア＆楽すてヘアキャッチャー）・浴槽エプロン

ディープグレー

微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、

水やせっけんの泡で床がぬれていても

すべりにくい構造です。

高断熱浴槽・断熱組みフタ

ビアンコクリスタル（アクセント柄）

アクセントパネル【壁柄】

ピュアホワイト

縦長ミラー900

ワイドシェルフ

２段

ブラック

ダウンライト（ＬＥＤ）

壁付サーモ水栓（直吐水）

ｅシャワーＮｆワンストップシャワー（メッキ）

渦を発生させる構造で浴び心地が良く、従来に

比べて節水効果があるシャワーです。

100Ｖ暖房換気乾燥機
サイドブロー機能で、効率的に省エネ乾燥できます。

浴室暖房・涼風・換気など、快適な機能を備えました。

リモコン

ランドリーパイプ

（１本） タオル掛け

ホワイト系ブラケット

折戸

シルキーホワイト

スマートホワイト

Detail

※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。

16インチ浴室テレビ

※メーカー及び商品の色、型番等

変更になる場合がございます。

スマートホワイト

System Both room

足をゆったり伸ばして、

肩まで広々お湯につかれる浴槽です。

① ①

②

②

浴槽のお湯がすぐに

冷めるお悩みを解決。

熱を逃がさない断熱

素材で浴槽全体をあた

たか保温。

※データは「ＪＩＳ Ａ 5532浴槽」に示された評価方法に

基づき、当社が測定した実験値です。

フェイスクリン浴槽特徴
毎日のお掃除をよりカンタンに！

フェイスクリン浴槽
汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽です。

汚れ落ちの良さが長く続くから、キレイ長持ち！

10年たってもきれい長持ち

一般的なＦＲＰ浴槽 フェイスクリン浴槽

①疑似菱汚れ

②スポンジで

長い時間使用していくと、表面が荒れ

汚れが溜まる原因に。

表面が荒れにくい新素材で、長期使用

でもキレイに汚れが落とせます。

一般的なＦＲＰ浴槽に比べ、

フェイスクリン浴槽は楽に

汚れが落とせます。

つまみやすいヘアキャッチャー

で、髪に触らず簡単に捨てられ

ます。

※データは、当社算定条件による

試算値であり保証値ではありません。

算定条件によって異なります。

断熱クミフタ

フック付 メッキ3個セット



※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。

※イメージ画像は、本物件の色柄とは異なります。

※イメージ画像にはオプションが含まれております。

浴槽

スクエアバス（ＦＲＰ）

①ヘッドレスト

首から頭にフィットする傾斜をつけました。

②アームレスト

腕をあずけて、ゆったりくつろげます。 ポップアップ水栓

※イメージ

ベーシックカウンター

※イメージ

フロアー（プレーンフロア＆楽すてヘアキャッチャー）・浴槽エプロン

ディープグレー

微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、

水やせっけんの泡で床がぬれていても

すべりにくい構造です。

高断熱浴槽・断熱組みフタ

ネロクラウン（アクセント柄）

アクセントパネル【壁柄】

ピュアホワイト

縦長ミラー900

ワイドシェルフ

２段

ブラック

ダウンライト（ＬＥＤ）

壁付サーモ水栓（直吐水）

ｅシャワーＮｆワンストップシャワー（メッキ）

渦を発生させる構造で浴び心地が良く、従来に

比べて節水効果があるシャワーです。

100Ｖ暖房換気乾燥機
サイドブロー機能で、効率的に省エネ乾燥できます。

浴室暖房・涼風・換気など、快適な機能を備えました。

リモコン

ランドリーパイプ

（１本） タオル掛け

ホワイト系ブラケット

折戸

シルキーホワイト

スマートホワイト

Detail

※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。

16インチ浴室テレビ

※メーカー及び商品の色、型番等

変更になる場合がございます。

スマートブラック

System Both room

足をゆったり伸ばして、

肩まで広々お湯につかれる浴槽です。

① ①

②

②

浴槽のお湯がすぐに

冷めるお悩みを解決。

熱を逃がさない断熱

素材で浴槽全体をあた

たか保温。

※データは「ＪＩＳ Ａ 5532浴槽」に示された評価方法に

基づき、当社が測定した実験値です。

フェイスクリン浴槽特徴
毎日のお掃除をよりカンタンに！

フェイスクリン浴槽
汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽です。

汚れ落ちの良さが長く続くから、キレイ長持ち！

10年たってもきれい長持ち

一般的なＦＲＰ浴槽 フェイスクリン浴槽

①疑似菱汚れ

②スポンジで

長い時間使用していくと、表面が荒れ

汚れが溜まる原因に。

表面が荒れにくい新素材で、長期使用

でもキレイに汚れが落とせます。

一般的なＦＲＰ浴槽に比べ、

フェイスクリン浴槽は楽に

汚れが落とせます。

つまみやすいヘアキャッチャー

で、髪に触らず簡単に捨てられ

ます。

※データは、当社算定条件による

試算値であり保証値ではありません。

算定条件によって異なります。

断熱クミフタ

フック付 メッキ3個セット



ライン取っ手

※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。※販売時期によっては当社選択のデザイン、カラーとさせて頂きます。
※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。

洗面化粧台 Ｗ＝９００ラウンドタイプ洗面ボウル
やさしいフォルムの大容量♪

使いやすさをフォローするアイデアを備えています。

ボウル面から8ｃｍ上げたドライエリア。

眼鏡や腕時計、化粧小物など濡らしたくない

ものの置き場所に。

大容量ボウルが水の飛び散りを抑えるので、
洗顔はもちろん、部分手洗いなどの家事が快適に

行えます。

Color Variation

取っ手タイプ

三面鏡 Ｗ＝900

タオルリング

KAWAJUN

SC-040-XC

ウヅクリグレージュ

（Ｂ号棟）

傾斜メッキ水栓♪

吐水切替（ワンタッチ）

シャワー吐水整流吐水

家族ひとりひとりの使い方と心地よさに

フィットする機能とデザインを詰め込ん

だ洗面化粧台です。

ボウル自体が大きく張り出した形状なので、

腕を伝っての水垂れなどもキャッチします。

すっきりとした見た目で、アクセサリー

やコンタクトレンズをうっかり落として

もキャッチし安心。取り外して分解でき

るのでお手入れも簡単です。

お手入れしやすい排水栓

ドライエリア 大容量ボウル

ハイグレードな印象のメタリック質感。水栓取り付け面に45度の傾斜を設けました。

水たまりができにくく、汚れにくい工夫です。引き出して使えるホース内蔵タイプです。

節湯水栓（Ｃ1対応）
ハンドル中央位置のクリック感で、水と

湯をきちんと使い分けられます。

給湯器のムダな使用を防いで節湯できます。

鏡の中央についているくもり止めヒーター

が、蒸気くもりを防ぎます。

コンセント 歯ブラシ立て

片引出しタイプ洗面台
用途に合わせて使える片引出しタイプ。排水トラップはコンパクトで邪魔にならず、大きな

ものも収納できます。

床からボウルまで「高さ80ｃｍ」の家族みんなが使いやすい設計です。

パオロッサホワイト

（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。※販売時期によっては当社選択のデザイン、カラーとさせて頂きます。
※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。

キレイ機能

Color Variation（便器・便座）

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで

回り、少ない水でしっかり汚れを洗い

流します。

ベーシア シャワートイレ

ＫＡＷＡＪＵＮ

ＳＣ－９２３－ＸＣ

タオルリングペーパーホルダー

KAWAJUN

SC-040-XC

ＫＡＷＡＪＵＮ

ＤＥ－０３－ＳＧ（鏡）

トイレ収納

ＢＷ1

ピュアホワイト

（Ｂ号棟・Ｃ号棟）

壁付リモコン

※イメージ

コンパクト設計の奥行７６０ｍｍ

なので、空間をより広々でき、ゆ

とりを生み出します。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、

お掃除ラクラクです。

高硬度のジル

コンを釉薬の

表面まで含ん

でいるので、

キズがつきに

くく、汚れの

付着を軽減し

ます。

キズ、汚れに強く、

銀イオンパワーで最近の繁殖も抑えます。

疑似汚物を

塗布

洗浄 洗浄後

便座から立ち上がると自動的に

フルオート便器洗浄
使用状況を判断して、パワー

脱臭とフルパワー脱臭を自動

Ｗパワー脱臭

手の洗いやすさを考えた、広

手洗いしやすいフォルム

便器の表面を濡らし、汚物汚

れを付きにくくするのでお掃

鉢内スプレー

使わないときはノズルを収納。男子

小便時などの汚れの心配もなく、ノ

ズルはいつも清潔。シャッターは着

スッキリノズルシャッター

汚れが入りやすいつぎ目があ

りません。新素材により気に

なる便座裏の汚れもサッとひ

キレイ便座


