
扉カラー

ワークトップカラー〈人造大理石/グループ１〉 シンクカラー  ＜ステンレス＞

※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。

スライドストッカー
(ポケットなし)

シンク用キャビネット

包丁差し

スライドストッカー
(ポケットなし)

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

コンロ用キャビネット

スライドストッカー　3段引出し
浅型用(ロング扉)

食器洗い乾燥機用キャビネット
インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

水栓金具

JFAD466SYXJG5M

I Hヒーター

２口ⅠH＋ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)

レンジフード連動なし

フェイス：シルバー トップ：ブラック

HTK6SKM
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取手デザイン

GE9/ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ YE9/ﾐｽﾄｲｴﾛｰ VE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ

CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄAF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ UF0/ﾁｪﾘｰ IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄNF0/ﾗｲﾄｵｰｸ HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

AE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ

KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ BE6/ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ
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RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄGE2/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ BE2/ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ PE2/ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ WE2/ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

AE4/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ UE4/ｸﾘｴﾓｶ CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ NE4/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ
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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。

ソフトモーションレール

引出し仕様

メラミン底板

揺れを感知すると、ストッパー

が下りて扉をロック。収納物

の落下や飛び出しを防ぐ安心

機能です。揺れが収まると自

動的にロックを解除します。

扉キャッチ機構

扉カラー

アンダーストッカー

浅型タイプ（扉材仕様）

食器洗い乾燥機
食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

NP45RS7WJGM

BX:ﾗﾌｻﾝﾄ゙ ﾎﾜｲﾄ

BW:ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ

BV:ﾗﾌｻﾝﾄ゙ ﾍ゙ ｰｼ゙ ｭ

キッチンパネル

【ＭＥシリーズ】

お掃除のしやすさが違う、目地の

ないフラットなキッチンパネル。

「お手入れしやすさ」と「片付けやす

さ」に優れたシンクです。

水ハネ音が静かな静音設計。

※表示寸法は内寸法です。 深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

スキットシンク

シンクに落ちたゴミを

すばやく流せるナイア

ガラフロー方式。汚れ

が溜まりにくいから、

お手入れがラク。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

ステンレス排水口

約７６cm

約４５cm

ウォールキャビネット

開き扉　LED照明付

奥行３７．５cm系

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

よく使う正面のハンドル位置

で｢水｣を出す省エネ設計。

カチッ

湯

混合

水

エコハンドル

ADRタイプ

レンジフード

※金属幕板付
※写真は化粧パネルです。

加熱機器連動なしシルバー

ADR934SIRM

I 型 本体間口 255cm

AS

PRPSC0-180612-027a

" Q u a l i t y ＆ O r i g i n a l i t y

良 質 な 住 宅 づくりを サ ポ ートするキッチンで す。"
システムキッチン  エーエス



壁パネルカラー  ＜アクセント張り＞

浴槽カラー  ＜FRP＞ エプロンカラー 床カラー  ＜単色＞

４つの仕様からお選びいただけます。浴槽
1600ロング浴槽 エコベンチ浴槽

ラウンドライン浴槽 ストレートライン浴槽

プッシュワンウェイ
排水栓<メタル調>

操作ボタン 排水栓

浴槽内握りバー
<グレー>

※浴槽により形状が
  異なります。

ドア

折り戸[11mm段差](800W)

VDY-8002006R(73)

スポンジでお掃除ラクラク。

寒い冬場でも、冷ヤッとしない。

キレイサーモフロア
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。

サーモバスＳ

サ
ー
モ
バ
ス
S

保
温
組
フ
タ

浴
槽
保
温
材

組フタ保温材

※イメージ図

フタの形状が実際とは異なります。

まる洗いカウンター

カウンター

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>

※写真はイメージです。
　見積り内容とは異なる
  場合があります。

フロフタ・フロフタフック

100V換気乾燥暖房機

換気設備

：常時換気機能付

UFD-111A

タテ長ミラー(30100)+コーナーシェルフ(2段)

KGM-30100S+NT-225A(3)R-1S

ミラー&収納

FW1(ﾎﾜｲﾄ)

カラーバリエーション

N11(ﾌ ﾗ゙ｯｸ)

N86
ﾎﾜｲﾄ

Y71
ﾍ゙ ｰｼ ｭ゙
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ｸ ﾚ゙ｰ
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ﾌ ﾗ゙ｯｸ

Y84
ﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ( 鏡面 )

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(HT) ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ：Lﾊﾟﾈﾙ

HT531
ｳｪｰﾌ ﾎ゙ﾜｲﾄ

HT532
ｳｪｰﾌ ﾋ゙ ﾝ゚ｸ

HT311
ｸﾘｴﾍ゚ ｰﾙ

HT312
ｸﾘｴﾓｶ

HT241
ｵﾝﾀ ｶ゙ ﾀ゙ﾗｲﾄ

HT242
ｵﾝﾀ ｶ゙ ﾀ゙ﾗｲﾄﾍ゚ ｰﾙ

HT511
ｼｬｲﾝﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

LE701
ﾎﾜｲﾄ(EB)

LE301
ﾎﾜｲﾄ(ﾏｯﾄ)

HN491
ﾃｵﾌ ﾛ゙ｽﾄｰﾝ

HN642
ｳｯﾄ ｸ゙ ﾚ゙ｲﾝﾗｲﾄ

HN735
ｽﾄ ﾝーﾓｻ ｲ゙ｸﾀﾞー ｸ

HN942
ｼ ｭ゙ｴﾙﾋ ﾝ゚ｸ

HN663
ﾀﾞー ｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN951
ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

HN661
ﾁｪﾘｰ

HN662
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN651
ｼｬｲﾝｳｯﾄ ﾎ゙ﾜｲﾄ

HN748
組石ﾎﾜｲﾄ

HN746
組石ﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

HN747
組石ｸ ﾚ゙ｰ

HN751
ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ

HN752
ﾌ ﾗ゙ｯｸｽﾄｰﾝ

HN481
ｸ ﾘ゙ｼ ｵ゙ｾﾗﾄ ﾝ゙

HN971
ﾊ ｽ゚ﾃﾙﾄｰﾝ

HN461
ﾎ ﾃ゙ﾁｰﾉﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

HN194
ﾎ ﾄ゙ﾙｸ ﾘ゙ｰﾝ

HN191
ﾌ ﾙ゚ｼｬﾝﾌ ﾙ゙ｰ

HN193
ﾚﾃ ｨ゙ｯｼｭﾌ ﾗ゙ｳﾝ

HN983
青磁ﾘｰﾌ

HN984
ｸ ﾘ゙ｰﾝﾘｰﾌ

HN982
ｴﾚｶ ﾝ゙ﾄﾓｻ ｲ゙ｸ

HN952
ｱｸｱﾌ ﾙ゙ｰ

HN932
ｼﾙｷｰｽﾃｯﾁ

HN961
ｵｰｶ ﾆ゙ｯｸﾗｲﾝ

フルフォールシャワー
手軽にオーバーヘッドシャワー

の心地よさ。

まる洗いカウンター
たっぷり置けて、

裏までキレイ。

くるりんポイ排水口
浴槽排水を利用した

強いうずが、汚れを流す。

※効果的な渦流を発生させるためには、
　浴槽水位が150㎜以上必要です。

浴槽からの排水

※イラストはイメージ

平天井(廻し縁なし)
+天井付パネルライト(LEDランプ60W形)

天井＆照明

LDA-N1-1A

※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。

クローム ブルー パープル レッド

クランクレス水栓<メタルマット調>
+レイン０２シャワー(ユーフォリア)

洗い場側水栓

スライドバー

シャワーホース
フック〈メタル調〉

フルフォールスライドバー<メタル調>

CKSB(2)-B-L1160/CH

タオル掛

フック付タオル掛<メタル調>

R773CH-L400

NW1
ﾎﾜｲﾄ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

G94
ｸﾞﾘｰﾝ

P91
ﾋﾟﾝｸ

システムバスルーム  アライズ手 軽 にリラックスでき、い つもキレイ。

もっと、お 風 呂 が 好 きに なるバ ス ル ーム 。

1616 サイズ  BMDS-1616LBZ

Arise

PRPSC0-180612-027b



扉カラー カウンターカラー

取っ手タイプ

ハイグレード

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

HD2
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

HP2
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

排水口は水はけのよい大口径サ

イズ。汚れの溜まりやすいフラ

ンジと奥の凹凸をなくしてお掃除

簡単です。

新てまなし排水口

ゴミをキャッチ

通水部

フランジあり フランジなし

フランジ

凹凸

ななめ形状
ヘアキャッチャー

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になった

キレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、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。

キレイアップカウンター

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。

奥行５００㎜とコンパクト

なので動作スペースが広

がります。

５００㎜

※写真はイメージです。

※間口によりスペースが変わります。

従来のシングルレバー混合水栓

は、レバーハンドル正面の位置で

お湯が出るため、無意識のうちに

無駄なお湯を使っていました。

レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

従来品

エコハンドル

お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を出す省エネ設計。

混合

湯

水カチッ

湯

混合

水

５㎝刻みで高さを自由にアレ

ンジ。入れるものの高さに

ピッタリ合わせられます。

３面鏡トレイアレンジ

トレイ３段 トレイ２段

５㎝

背の高いものの場合背の低いものの場合

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。

キレイアップ水栓
上から水が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。

低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対

策)が定めたホルムアルデヒド

放散速度に関する基準の最高

等級区分を満たす商品です。

※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。

ハンドル仕様 取っ手レス仕様

3面鏡(全収納・スタンダードLED)

ミラーキャビネット

MVJ1-903TXSU

長寿命・省電力のスタンダー

ドＬＥＤ。従来の蛍光灯と比

べて約５９％の省エネです。

スタンダードＬＥＤ

引出タイプ

化粧台本体
取り出したいものがひと目で見つけ

られる引出収納がついたキャビネッ

トです。

VJH*-905SY

洗面化粧台  ＭＶキ レ イ の 追 求 が 、

美 し い 空 間 を 生 ん だ 洗 面 ド レ ッ サ ー 。

間口 900mm
VJHT-905SY/MVJ1-903TXSU

MV

PRPSC0-180612-027c



機能一覧

カラーバリエーション リモコンデザイン

壁リモコン

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

しっかりエコ
エコロジーでエコノミー。

大切な水をムダなく賢く

節約します。

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180Lで計算）

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。

従来品※(大１３Ｌ)と比べ約６９％の節水を実現。

２日でおフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。

また、水道料金なら年間約 １３ ,８００円  もお得です。

手の洗いやすさを考えた、広

くて深い手洗鉢です。

手洗しやすいフォルム
真上にしっかり上がるから、お

掃除できなかったすき間汚れ

が奥まで楽に拭き取れて、気に

なるにおいの元もカットします。

お掃除リフトアップ

キレイ機能
アクアセラミック

パワーストリーム洗浄 フチレス形状

強力な水流が便器鉢内のすみずみま

で回り、少ない水でもしっかり汚れ

を洗い流します。

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。

水アカで表面
ザラザラ

いつまでも
ツルツル

アクアセラミック従来陶器

汚物よごれがツルンっと落ち、水アカ

もこびりつかないので、かんたんお掃

除で新品のツルツルが100年続きます。

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。

コンパクトなフォルム

■■■　 キレイ機能　 ■■■

ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

パワーストリーム洗浄

お掃除リフトアップ（手動）

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

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

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

■■■　 エコ機能　 ■■■

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

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

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

ワンタッチ式紙巻器

紙巻器

CF-AA22H

着座すると自動で脱臭。

パワー脱臭

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

と拭き、お掃除ラクラク。

キレイ便座

使わないときはノズルを収納。男子

小用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

脱可能なので、お手入れも簡単です。

スッキリノズルシャッター

KF-91

スタンダードシリーズ タオルリング

タオルリング

ベーシア シャワートイレ（フチレス）便 器 も 便 座 も お 掃 除 ラ ク ラ ク の

一 体 型 シ ャ ワ ー ト イ レ 。

※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。

YBC-BA20S/DT-BA282G

ベーシア
(フチレス )

PRPSC0-180612-027d



人造大理石シンク
ペニンシュラＩ型

ひろびろキレイシンク

カップボード

対面収納プラン  (ペニンシュラ用)

万が一高い所から缶詰などを落としても、割れ

にくい特性があります。

シンクカラー

E
ｼｭｶﾞー ﾎﾜｲﾄ

I
ﾗｲﾑｸ ﾘ゙ｰﾝ

M
ﾌ ﾛ゙ｯｻﾑﾋ ﾝ゚ｸ

N
ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

F
ﾏﾛﾝﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

美しさを長く保てる、信頼性の高い人造大理石

まだ熱が残る鍋を置いてしまっても、変色・

変形が起こりにくい性能です。

片引き戸

[4mm段差スロープ付](800W)

開き戸

[11mm段差](800W)

2枚引き戸

[4mm段差スロープ付](800W)

キレイシンク

ハイフロアキャビネット フロアキャビネット

カウンター高さ99cm用

家電収納 オープンタイプ

奥行４５cm系

※ご選定品は「蒸気排出なし」となります。

ダイニング側スタイル

全面に開き扉と引出しの収納を組み込んだ、収納

力重視のスタイルです。

収納タイプ

ペニンシュラI型  本体間口258cm

カップボード

ドア

浴室テレビ

サウンドシステム

YBC-J22S/DV-J223G トイレ手洗

フルオート便器洗浄 ブースター付

SDY-8002006R(L)(37)2 UDY-8002006UR(L)(29) SDY-8002006R(L)(36)2

大きな画面ならバスタイムがもっと楽しくなる。

16 型ワイドの大画面で地上・ＢＳ・

110 度ＣＳデジタル放送をお楽しみ

いただけます。

浴室テレビ(16型ワイド)

BTV-1600DBC

※テレビ画面はハメ込み合成です。

カウンター高さ85cm用

１段引出し付　開き扉

開き扉 ※扉面材は樹脂製です。開き扉 ※ 写真は高さ９０cmです。

ウォールキャビネット 中台

プッシュプル

ハンドル

（スタンダード）

[0.4坪～]コンパクトでも掃除道具が収納。

狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

ハンドル水栓

コフレルスリム(壁付) ハンドル水栓タイプ

J3Gグレード

YL-DA82SCHB

フルデジタルスピーカー※1 で高純度で迫

力 あ る サ ウ ン ド を 実 現 し ま し た。

Bluetooth® 搭載のスマートフォンや音楽

プレーヤーを手軽にワイヤレス再生でき

ます。浴室テレビと組合わせれば高音質

でテレビを満喫できます。

※1：フルデジタルスピーカーはクラリオン（株）が開発した高音質
オーディオシステムです。
※Bluetooth®およびそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG,Inc.
の登録商標です。

防水スピーカー

壁付リモコン

フルデジタルサウンドシステム(10cm)
BAB-4A

システムキッチン  エーエスAS

着座時間に応じて大・小切替。

便座から立ち上がると自動で洗浄。

低水圧でも安心、本体内蔵ブー

スター。

カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの

段差が小さくなり、お掃除カンタン。

スッキリデザインで
汚れにくく、お掃除しやすい。 浴室側 洗面室側

樹脂パネル

パッキン
なし
パッキン
なし

キレイドア断面図

※表示寸法は内寸法です。深さ約２０.７cm

約９２cm

約４０cm

約７７cm

約４０cm

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。深さ約１９.５cm

ダイニング側:
テーブルタイプ

※イメージ

トイレ  ベーシアハーモ J タイプシステムバスルーム  アライズArise

Option  ＜キッチン、バス、トイレ＞

PRPSC0-180612-027e



■清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。 ■加熱機器 ＆ レンジフード 

■自然な質感と高級感が魅力の 
「人造大理石カウンター」  

パナソニックシステムキッチン Living Station V-style フラット対面2585mm 

■ 食器洗い乾燥機 

●食器洗い乾燥機 浅型 【シルバー色】 
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌 
節電コース ソフト排気温 

<LES45VS7SD> 

※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。 

ＶＰ２０ 

木目（鏡面） 

ＶＬ２０ 

単色（鏡面） 

ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ【PV】 

ブラウン【LM】 ファインレッド【LD】 オレンジ【LE】 

ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ【PF】 

ネイビー【LC】 ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ【LZ】 ベージュ【LB】 ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ【LW】 

ＶＴ２０ 

木目（マット） 

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄【TT】 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄【TQ】 ｿﾌﾄｵｰｸ柄【TV】 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄【TU】 

スキマレスシンク （ステンレスＭタイプ） 

カウンターとの段差が小さく、 
継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm 

シンクと一体成型の排水
口。継ぎ目がないので汚
れがたまりにくい。 スキマをなくして、 

お手入れはさっと拭くだけ。 

当社独自の「スキマレスシンク」。 

奥行き６５０ｍｍユニットの場合 

※ 
シンク下のみ 
上段は 
３０５ｍｍ 
になります。 

引き出し耐荷重 
約９８N（10kg） 

355mm※ 

■ 対面タイプ 

●人造大理石カウンター   
【サンドホワイト】ＡＷ 

ＶＨ２０ 

手掛けタイプの取っ手です 

ハンドル（ＨＡＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

アルミライン（ＬＣＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄【HM】 

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄【HQ】 

ソフトクローズ機構  

スライドレール   

ワンプッシュで浄水・原水の
切り替えが可能です。 

浄水器一体型シャワー混合水栓 
（タカギ製） 

浄水も、お湯もひとつの水栓で。 
（浄水カートリッジ内蔵）  

 

ベージュ【MV】 イエロー【MY】 グリーン【MA】 

ホワイト【IW】 

ＶＩ１０ 

ＶＭ１０ 

マット 

マット 取っ手は４タイプから選べます。 

●クックスクリーン 
透明で視界を遮らず、しかも油の
飛散を軽減します。 

シルバー色・換気連動・常時換気・
照明付。 

薄型サイドフード 

汚れを落としやすい撥水性塗装の
フィルターです。 

A80423F4XP  ※写真はイメージです。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。 

ガスコンロ ガラストップ 幅600mm 
両面焼きグリル（リンナイ製）  

IHクッキングヒーター 幅600mm 
２口ＩＨ＋ラジエント 【シルバー色】 

鉄・ステンレス対応 グリル  
トッププレート：ブラック（石目調） 

<ＫＺ-F32AS> 

扉柄バリエーション 

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 

フロアユニット＜食器洗い乾燥機付＞ 



■清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。 ■加熱機器 ＆ レンジフード 

■自然な質感と高級感が魅力の 
「人造大理石カウンター」  

パナソニックシステムキッチン Living Station V-style  Ⅰ型2550mm 

■ 食器洗い乾燥機 

●食器洗い乾燥機 浅型 【シルバー色】 
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌 
節電コース ソフト排気温 

<LES45VS7SD> 

※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。 

ＶＰ２０ 

木目（鏡面） 

ＶＬ２０ 

単色（鏡面） 

ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ【PV】 

ブラウン【LM】 ファインレッド【LD】 オレンジ【LE】 

ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ【PF】 

ネイビー【LC】 ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ【LZ】 ベージュ【LB】 ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ【LW】 

ＶＴ２０ 

木目（マット） 

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄【TT】 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄【TQ】 ｿﾌﾄｵｰｸ柄【TV】 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄【TU】 

スキマレスシンク （ステンレスＭタイプ） 

カウンターとの段差が小さく、 
継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm 

シンクと一体成型の排水
口。継ぎ目がないので汚
れがたまりにくい。 スキマをなくして、 

お手入れはさっと拭くだけ。 

当社独自の「スキマレスシンク」。 

●コンロ下スライド 

●コンロ横小引出し 

●浅型食器洗い乾燥機下スライド ●シンク下スライド（包丁差し付） 

包丁差し 

奥行き６５０ｍｍユニットの場合 

※ 
シンク下のみ 
上段は 
３０５ｍｍ 
になります。 

引き出し耐荷重 
約９８N（10kg） 

355mm※ 

■ ユニット 

●人造大理石カウンター   
【サンドホワイト】ＡＷ 

ＶＨ２０ 

手掛けタイプの取っ手です 

ハンドル（ＨＡＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

アルミライン（ＬＣＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄【HM】 

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄【HQ】 

ソフトクローズ機構  

スライドレール   

スマートフードⅡ 
常時換気 シルバー色  

LED照明  

ワンプッシュで浄水・原水の
切り替えが可能です。 

浄水器一体型シャワー混合水栓 
（タカギ製） 

浄水も、お湯もひとつの水栓で。 
（浄水カートリッジ内蔵）  

 

ベージュ【MV】 イエロー【MY】 グリーン【MA】 

ホワイト【IW】 

ＶＩ１０ 

ＶＭ１０ 

マット 

マット 取っ手は４タイプから選べます。 

フード照明にL E Dを採用し、
フード底面をフラットにする
ことで、省エネ性とおそうじ
性を両立しました。 

ソフトダウン・ウォールユニット 
収納棚を目の前まで降ろして、 
必要なものがすぐ取り出せます。 
（手動式） 

LED流し元灯(昼白色） 
壁面・ウォール下固定専用 
シーソースイッチ 

ガスコンロ ガラストップ 幅600mm 
両面焼きグリル（リンナイ製）  

IHクッキングヒーター 幅600mm 
２口ＩＨ＋ラジエント 【シルバー色】 

鉄・ステンレス対応 グリル  
トッププレート：ブラック（石目調） 

<ＫＺ-F32AS> 

フロアユニット＜食器洗い乾燥機付＞ 

扉柄バリエーション 

A80423F4XP  ※写真はイメージです。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。 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 



パナソニックバスルーム ＦＺ １６１６サイズ 

家族みんなが使いやすい安心・安全への気配りがいっぱい。 
身体への負担を抑え、使い勝手や安全性に配慮。 【使いやすいデザイン】 

浴槽内の滑り止め 微細な凹凸で足をしっかり 
捉える、滑りにくい床。 

またぎやすい 
低段差のドア。 

●２枚折戸ドア 
  （スキットドア） 

●ウェーブカウンター 

●タオル掛けＢ（メタル） 

●アクアマーブル人大保温浴槽Ⅱ 

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 
排水栓 

アーチ浴槽 

ベーシックな浴槽もスタイリッシュに。 

脚も伸ばしてゆったり。ゆるやかな曲線が
スタイリッシュな 印象を与えます。 

浴槽内ステップ付きで、半身浴や親子入浴もゆっ
たり。環境にやさしい節水タイプの浴槽です。 

1310mm 

615mm 

ピュアホワイト 

ベージュ 

ライトブラック 

●スミピカフロア・ 
  ささっとキレイ排水口 床のスミまで     

おそうじがしやすく
なりました。 

ゴミがまとまりやすい
目皿の形状と、汚れ
をはじくフッ素系特殊
コーティングでおそうじ
がラクラクです。 

乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすい。 

スミピカフロア 単色 

お掃除がしやすい同一方向のパターンのグリッド加工です。 

ミディアムホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー 

ピュア 
ホワイト 

ミディアム 
グレー 

ミディアム 
ベージュ 

●フラットラインＬＥＤ照明 
ＦＺ（白色） １灯 ●ソケットレス水栓（メタルハンドル） 

  メタルワンタッチヘッド 

●セミワイドミラー 

●クリアシェルフ ２段 

保温浴槽Ⅱ 
ｻﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ柄 

 ＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄 
＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄 
＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

 ﾄﾞﾗﾏﾎﾜｲﾄ柄 
＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄 
＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄 
＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

 ﾁｪﾘｰ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ﾒｰﾌﾟﾙ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ﾀﾞｰｸﾏｰﾌﾞﾙ柄 
 +ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

アクセントパネル 
 カウンター側の壁１面に 

 アクセントパネルを採用し、 
 他３面を周辺パネルで構成 

他３面 
ＰＷ柄：パラレルホワイト柄 
ＧＷ柄：グレイスホワイト柄 

エスライン浴槽 

ゆったりしたやさしいカタチ 

1370mm 

626mm 

最 大 限の 快適 空 間を 、 

厳選のアイテムで。 

バスルーム空間トータルでお好みの表情がつくれます。  

シンプルながらも、カウンター、水栓、  

美しくなるための新機能を加えたシャワーなど、  

アイテムを厳選 。 

（フッ素系特殊コーティング） 

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

ライトホワイト 

カラーラホワイト カラーラベージュ カラーラグレー 

ライトローズ ライトベージュ 

ﾎﾜｲﾄﾊﾝﾄﾞﾙ 

おそうじ 

ラクラク 

換気口がドアの上に 
あるから汚れにくい。 

 

●断熱組ふた 

5時間経っても2 . 5℃以内の湯温低下。 
発泡ポリスチレン断熱材で浴槽を包み、 
高い保温効果を発揮しています。 

風呂フタ断熱材 
厚み：２０mm 

浴槽 

断熱材 
厚み：２０～４０mm 

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。 
組みフタフック 

ホワイト 

ホワイトカバー 

ブラックカバー 

浴室換気乾燥機 
大阪ガス カワック 

オートルーバー       
暖房換気乾燥機 
風向きを調整して 
ムラなく素早く暖房。 

A80423F4XP  ※写真はイメージです。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。 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 

壁柄Ｃグレード（全１4色）  浴槽色（全6色）  

床柄（全3色）  エプロン 

カウンター ミラー・収納棚 ドア タオル掛け 

洗い場側水栓 照明 換気扇 

●握りバー兼用スライドバー 
  Ｂタイプ（メタル） 



本体キャビネット カウンター 

洗面ドレッシング  ＣＬｉｎｅ Ｗ９００ｍｍ Ｄ５３０ｍｍ   

530mm 

水 あ と 汚 れ を 極 力 少 な く 。 
お掃除に配慮したカウンター。 

濡れたものを置く場所として、
ウェットエリアをご用意。水あと汚
れを極力少なく。 

ウェットエリア 

ウェットエリア 

３° 
水栓まわりを３度傾斜設計に。
おそうじに配慮。 

３°傾斜設計 

シャワー 泡沫整水 

吐水口部分を引き出せば 
ボール掃除もラクラク。 

●マルチシングルレバーシャワー 

水栓 

【タイプＡ】 

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 

ホワイト（鏡面） 

ピンク（鏡面） 

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 

ベリティス木目柄 鏡面 

【タイプＢ】 

鏡面木目柄 

アルベロ 

ブラック柄 
アルベロ 

ホワイト柄 

スタンダード木目柄 

ソフトオーク柄 
ソフト 

ウォールナット柄 

ホワイト 

【タイプＣ】 

フロートタイプ  

【幕前板・側板・棚板の色柄について】 
 

タイプC、タイプＢ、タイプＡ（鏡面）の場合、 
棚板・側板は「ホワイト」となります。 

 
タイプＡ（ベリティス木目柄）の場合、 

棚板・側板は全て「同じ色柄」になります。 

ミラー 

ミラー裏にはたっぷり収納。メイクに便利な３面鏡。 

コンセント ３個 
（うち収納内２個） 

片付けにくい“大きめの家電”もすっきり
収納できます。 

充電しながら、収納 

ミドルミラー 

●ツインラインＬＥＤ照明３面鏡  ミドルミラー 

両サイドからの光が顔全体を明るく照らします。 

※イメージ写真 

W900mm 

細かい物は引出しに。 
大きい物は開きに。 

引出タイプ  

※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。 

扉柄 

A80423F4XP  ※写真はイメージです。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。 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 



※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

●水アカ除去実験 

陶

器 

新
素
材 

（
有
機
ガ
ラ
ス
系
） 

初 期 ブラシ１０回 

→ 

→ 

水アカ残りあり 

汚れの原因は水アカ。 
水アカのつきにくい新素材がお掃除の 

手間を省いてくれます。 旋回しながら長時間
(約２０秒)洗う。 

節水 

※水は見やすくするために
着色しています。 

ボール全体をまんべんなく洗う。 

流れの方向を変え、一気に流しきる。 

温水洗浄便座 機能 

その他の部材 

タ オ ル 

リ ン グ 

ペーパー 

ホルダー 

アラウーノ 向け 

手洗い 

［小物置きスペース］ 
芳香剤などの小物も置けます。 

※奥行き70mmまでの小物が置けます。 
※アルコールを含まない芳香剤をお使いください。 

［有機ガラス系新素材］ 
手洗いボールは、水アカを 

はじく新素材。 

［ワンタッチ操作］ 
使いたいときに水が使えて、 

掃除にも便利。 

吐水方式（便器洗浄時） 
［標準設定］ 

大または小ボタンを押すと同
時に7秒間（約250mL）吐水さ

れます。 

※0秒（吐水なし）、15秒への切り替えも
可能です。 

※手洗器の排水は便器内に排水され
ないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤
をお使いいただいても洗浄効果は得ら

れません。 

［ウェットエリア］ 
ハンドソープも置きやすい設計。 

流れをコントロールして水
を集め、勢いをつけて流す。 

(水流コントロール設計) 

この「凸形状」で 
流れを変える 

深い谷間をつくり 
流れを集め 
一気に排水 

水アカ除去 

「節水」は使用回数の多い小洗浄が決め手です。 

※1約20年前のサイホン
ゼット式トイレ 

※2水圧0.2MPaの場合。
その他当社基準に基づ
き測定。N＝20台平均。 

※２ 

節水キレイ洗浄トイレ  アラウーノＶ Limited 

コンパクトサイズで空間が広びろ 

●当社従来品は・・・ ●NewアラウーノVは・・・ 

720mm 780mm 

約420mm 約480mm 

1200mm 1200mm 

ビューティトワレ 
ＣＨ９３１ＳＷＳ 

８時間後に 
通電が自動復帰 
切タイマー 

継ぎ目がなく 
汚れにくい 

「ステンレスノズル」 

使わない時間を 
自動判断して節電 
おまかせ節電 

使用前後に自動で 
ノズルを洗浄する 
「おまかせノズル 
クリーニング」 

「パワーパルス 
洗浄」で 

快適な洗い心地 

お手入れらくらく 
「スムースフォルム」 

※壁付けリモコン設定は 
  ございません。 

 

貯湯式普及タイプで 
省エネトップクラス 

年間電気代約４２１０円 

A80423F4XP  ※写真はイメージです。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。 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 



対面収納プラン 

※イメージ。 

収納キャビネット 

ダイニング側 オール収納タイプ 

カップボード 

●メラミンカウンター    
  【ホワイト】 

●ミドルユニット                            
（透明ガラス） 

 

●フロアユニット  
１段引出し付き開き 

●ダストボックスワゴン 幅900mm 
シルバー色タイプ 袋止めﾊﾞｰ/6本 
大容量タイプ（ダストボックス36L/1個） 

●家電収納ハイカウンター     
（蒸気処理機能なし） 

オープンユニット    Ｗ１８００ｍｍ 

●ウォールユニット                            
（パネル扉） 

 

人大シンク 

汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間にスキマがないから、 
さっとふくだけで、キレイが保てます。専用オプションのスラくるネットで作業性アップ。 

＊シンクカラーバリエーション＊６色 

ピンク グリーン 

パープル 

ブラウン 

グラーノホワイト グレー 

スキマレスシンク ムーブラックタイプ 
色を選べる「人造大理石シンク」。 

幅774×奥行最大497/最小370×深さ172mm 

「スラくるネット」を使うと、シンクの上も 
便利な作業スペースになります。 

片引き戸 
ホワイト 

スイングドア 
ホワイト 

ドアオプション 

３枚引き戸 
ホワイト 

浴室テレビ 

地デジ対応バステレビ 16Ｖ型  
B-CASカード内臓タイプ 

ワンセグ対応バステレビ （5Ｖ型） 

＜キッチン、バス、洗面ドレッシング、トイレ＞ 

●キッチンオプション ●バスオプション 

●洗面オプション 

タオルリング 
ペーパー 

ホルダー 

モダンシリーズ 

アクセサリー 

アラウーノＳ２ 

泡で汚れを洗い流す。 

●トイレオプション 

A80423F4XP  ※写真はイメージです。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。 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 

ウツクシーズシリーズ 

カウンターとボールの間に一段低いウェットエリアを 

ご用意。底が濡れたコップや濡れタオルもウェット 

エリアに気軽に置けます。●ボール深さ：180mm 容量：18L 

奥
行
き

55
5m

m
 

（画像は幅900mm） 

ウェット 

 エリア 

ドライ 

 エリア オーバー 

 フロー 

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。 

シャワーヘッド引出ありタイプ
（カチット水栓） 

水栓・カウンターボウル 
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