
単色グレー

※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。

※イメージ画像には販売に含まれない商品がございます。

浴槽

エコベンチ浴槽（ＦＲＰ）

半身浴タイプ

プッシュワンウェイ排水栓

（メタル調）

クランクレス水栓

キレイサーモフロア（くるりんポイ排水口）＆エプロン

浴槽排水を利用した強いうずが、

汚れを流す。

サーモバスＳ

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と

保温組フタの”ダブル保温”構造。

テオブロストーン（アクセント）

アクセントパネル：Ｌパネル

ホワイト

平天井（廻し縁なし）

コーナーパネルライト

（ＬＥＤ電球色）

（メタルマット調）

浴室暖房換気乾燥機

タオル掛け

２枚折り戸

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。

ブラック

アクセント

寒い冬場でも、冷ヤッとしない。

エプロン

ホワイト

フタの形状が実際とは異なります。

スポンジでお掃除ラクラク。

床の溝が浅いのでスポンジが奥まで

届き、軽くこするだけで汚れがキレ

イに落とせます。

独自の断熱層によって、足裏から

逃げる熱を少なくして、冷たさを

感じにくくします。

フロア

※image

カウンター

カウンターが丸ごと外せるから、洗いにくい壁や床も

ラクな姿勢で洗えます。
縦長ミラー

コーナーシェルフ

ブラック

※image スライドバー

（メタル調）

シャワーホースフック付

スイッチ付

エコアクアシャワー

※image
※image

シルバー

ホワイト（ＥＢ）（ベース）

※イメージ

節湯Ａ１

節湯Ｂ１

１号棟



単色グレー

※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。

※イメージ画像には販売に含まれない商品がございます。

浴槽

エコベンチ浴槽（ＦＲＰ）

半身浴タイプ

プッシュワンウェイ排水栓

（メタル調）

クランクレス水栓

キレイサーモフロア（くるりんポイ排水口）＆エプロン

浴槽排水を利用した強いうずが、

汚れを流す。

サーモバスＳ

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と

保温組フタの”ダブル保温”構造。

ダークウォールナット（アクセント）

アクセントパネル：Ｌパネル

ホワイト

平天井（廻し縁なし）

コーナーパネルライト

（ＬＥＤ電球色）

（メタルマット調）

浴室暖房換気乾燥機

タオル掛け

２枚折り戸

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。

ブラック

アクセント

寒い冬場でも、冷ヤッとしない。

エプロン

ホワイト

フタの形状が実際とは異なります。

スポンジでお掃除ラクラク。

床の溝が浅いのでスポンジが奥まで

届き、軽くこするだけで汚れがキレ

イに落とせます。

独自の断熱層によって、足裏から

逃げる熱を少なくして、冷たさを

感じにくくします。

フロア
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カウンター

カウンターが丸ごと外せるから、洗いにくい壁や床も

ラクな姿勢で洗えます。
縦長ミラー

コーナーシェルフ

ブラック

※image スライドバー

（メタル調）

シャワーホースフック付

スイッチ付

エコアクアシャワー
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シルバー

ホワイト（ＥＢ）（ベース）

※イメージ

節湯Ａ１

節湯Ｂ１

２号棟



取っ手レス仕様

※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

Image  Phot

キレイアップカウンター
バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形となったキレイアップカウンター。

つなぎ目などの凸凹がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は

16Ｌの大容量です。

バックガードまでの一体

成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置き

スペースにピッタリ。
※間口によりスペースが変わります。

奥行500ｍｍとコンパクト

なので、動作スペースが広

がります。

Color 

Ｈ

プレーンネオホワイト

取っ手タイプ

ベースキャビネット Ｗ＝900

ミラーキャビネット Ｗ＝900

トレイアレンジ自在の３面鏡
トレイを5ｃｍ刻みで設置できるので、無駄なスペースを

つくらずに、異なる高さのものを効率よく収納することが

できます。電気を使わない表面コーティングのくもり止め

コート付き。

3面鏡（全収納・蛍光灯照明）

ＶＪＨＴ-1-905ＳＹ/ＬＤ2Ｈ

エコハンドル
よく使う正面のハンドル位置で「水」を

出す省エネ設計。レバーハンドル正面の

位置では水が出ます。

タオルリング

KAWAJUN

SC-040-XC

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

Counter Coror

キレイアップ水栓
上から出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水が

たまらないので、お掃除簡単です。 キレイアップ水栓♪

吐水切替 吐水切替

シャワー吐水 整流吐水 ホースを引き出して、ボウル

手前に水を流すこともできます。

ＬＭ２

クリエモカ

（1・2号棟）

ＬＤ２

クリエダーク

（3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

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



※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。※標準仕様書はイメージ画像につき、当社指定品とさせて頂きます。

標準仕様書 ～Standard Specification～

ワンアクションで上下２か所のカギを

連動させ開け閉め可能。

ピッキング対策にも優れ大切な住まいを

守る工夫がいっぱいの電気錠システム。

カギは耐ピッキング性能を持つディン

プルキーを採用。

電気錠システム 玄関ドア ガス式床暖房

ＬＤにはガス式床暖房装備。

風を出さずホコリなど舞う心配が

ありません。

温水循環のため、低温やけどの心配も

少ないです。

Ｌｏｗ－Ｅペアガラス

室内すべての窓はＬｏｗ－Ｅ複層ガラスを採用。

ガラスとガラスの間に空気層および特殊金属膜

を入れることにより、室内の断熱効果を高めます。

（ガラスルーバーを除く）

すっきりとしたフォルムに内蔵された

ビルトイン浄水器。

浄水・原水と切り替えも簡単。

シャワーホース付でシンク回りのお掃除

にも便利です。

ビルトイン浄水器内蔵型ハンドシャワー ビルトイン食洗機

使用した食器は食洗機へ。

食器を洗う家事を食洗器がサポートし

食器用水切りカゴを置く必要性もなく

ワークトップを広々と使用できます。

浴室換気乾燥暖房機

雨天など屋外でお洗濯できない場合には

乾燥機能で、お洗濯を手助け。

入浴時のヒンヤリ感を緩和したいときには

入浴前に暖房機能で寒さ対策に効果ＵＰ。

浴室のカビの発生や嫌なニオイ防止対策に

は乾燥機能。夏の暑さ対策には涼風機能。

４つの機能で浴室を快適サポート。

優雅にくつろぎたいバスタイム。

見たい番組も逃さずキャッチ。

１６インチの大画面で憩いのひとときを。

（当社指定品）

浴室テレビ（１６インチ） シャワートイレ

節水機能・フルオート洗浄機能が付いた

シャワートイレ。

つぎ目の無い一体型の便座になっており、

お掃除もラクラクです。

シャッター・面格子・網戸

開閉窓には網戸標準装備。

１階引違い窓には手動式シャッターを標準装備。

窓の防犯性能を高めます。

室内からは小さな力でスムーズに開閉可能※１。

その他、開閉式窓には防犯性を高める面格子を

標準装備※２。
※１敷地状況、建物形状等により面格子に変更、

設置できない場合がございます。

※２敷地状況、建物形状、窓形状により取付け

できない場合がございます。

どこでもドアホン（親機・子機付）

ＳＤカードにカメラ映像を録画できる

ＴＶモニター付インターホン。

家じゅうどこでも来客対応でき、持ち運び

便利なワイヤレスモニター子機付き。

来訪者の顔をしっかりとらえ顔を見ながら

玄関ドアの電気錠の操作が可能です。

※ＳＤカード（別売品）

※ワイヤレスモニター子機１台標準（増設可６台まで）

散水栓

外部には埋め込み水栓付き。

お庭に水まきや洗車など、外で水を

使用する際に便利なアイテムです。
※立水栓はオプション品

工事時期によっては対応できない場合がございます。

高効率給湯器（エコジョーズ）

これまで無駄にしてきた排熱を利用して少ない

ガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高い

給湯器２４号フルオート。

お風呂の追いだき配管も熱めのお湯で配管洗浄

することで、従来よりも配管内の皮脂成分など

の汚れが落としやすくなりました。

（熱洗浄配管クリーン付き）

高性能リモコン搭載。外出時にスマートフォンで

遠隔操作・見守り機能付き。
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