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土台

大引き

1F根太

1F床下地

2F根太

2F床下地

通し・隅柱

管柱 給排水

梁 給湯

桁

垂木

野地板

雨樋/配管

板金

壁構造

分電盤

破風・軒裏

ACコンセント

TV端子

電話配管

CD管

インターホン

車庫

スイッチ

換気設備 笠木・手すり

換気扇 玄関ポーチ

外周部

NO.1

4寸 WW集成材

3.5寸 WW集成材

米松 (一部集成材)

基
礎
仕
様

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾍﾞﾀ基礎(基礎ﾊﾟｯｷﾝ工法)

立上りGLより300mm/基礎巾150mm/根入れ250mm/ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ

配筋:主筋D13/耐圧版D13@200/立上りD13@200

※3階建て基礎は構造計算による。

防腐処理土台　120x120

米栂又は米松　90x90

根太ﾚｽ工法 (3尺ｺｰﾂ米栂KD材)

構造用合板　24mm

根太ﾚｽ工法 (3尺ｺｰﾂ米栂KD材)

24号ｵｰﾄﾀｲﾌﾟ壁掛け

ﾘﾓｺﾝ2ヶ所(浴室・台所)
給湯器

設
備

給
排
水 ｷｯﾁﾝ/浴室/洗面化粧台/ﾄｲﾚ/洗濯機/散水栓

ｷｯﾁﾝ/浴室/洗面化粧台

ｺﾛﾆｱﾙ葺き雪止め付き

屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22kg貼り

　換気棟1ヶ所 L=900

軒樋:角型/縦樋:丸型　/　配管:ｸﾞﾚｰ色

LIXIL Good Floor Selection：300角ﾀｲﾙ

火災報知器
各居室:1ヶ所/階段最上部:1ヶ所《煙感知》

ｺｽﾓ  ﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ

24時間換気(第三種換気)

ﾄｲﾚ／浴室／ｷｯﾁﾝ

ｷｯﾁﾝ:1ヶ所《熱感知》

ｱﾙﾐ製ｻｯｼ色 (笠木のみ)

壁付物干金物 1ｾｯﾄ1ヶ所

外
部
仕
様

砂利敷

玄関ドア

サッシ

バルコニー

※当社標準 ﾗｲﾝorｻｰｸﾙ仕上げ(※一部ｱｸｾﾝﾄ仕上げ可)

ﾓﾙﾀﾙ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ ｺﾃ塗り仕上げ

ｶﾗｰ板金

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　14mm/ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ (ﾆﾁﾊ or KMEW)

※2種類まで貼り分け可 

LD:各1ヶ所/各室1ヶ所 ※LD･居室については照明器具は含まれていません。

全体で1ヶ所(電話部分から空配管)

1ヶ所(空配管)

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 塗装仕上げ

LIXIL ｼﾞｴｽﾀ2防火戸

YKKap 防火戸Gｼﾘｰｽﾞ

ｷｯﾁﾝ：1ヶ所／水廻り：各1ヶ所

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間仕上げ

外壁

合板下地  FRP防水2PLY工法ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ仕上げ 

木造在来工法：間柱・筋かい

ﾄｲﾚ:1ヶ所/洗面脱衣室:1ヶ所/ｷｯﾁﾝ:1ヶ所/ｷｯﾁﾝ手元:1ヶ所

各室:1ヶ所（100V）※専用回路200V対応可能

各室:1ヶ所

各居室：2ヶ所／ﾘﾋﾞﾝｸﾞ：2ヶ所／ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ：1ヶ所ﾓﾆﾀｰ付きｲﾝﾀｰﾎﾝ(ｶﾗｰ):親機・子機各1ヶ所

遮熱高断熱Low-E複層ｶﾞﾗｽ(網戸全窓完備)

LIXIL 防火戸FG-L 1Fのみ防犯ｶﾞﾗｽ／YKKap 防火窓Gｼﾘｰｽﾞ

構造用合板　24mm

ﾎﾟｰﾁ:1ヶ所/玄関:1ヶ所/廊下:各階2ヶ所迄/階段室:各1ヶ所

電
気
設
備
仕
様

構
造
材
仕
様

断熱材

※使用部材・施工厚は現場状況により調整します

照明器具配線

米松 (一部集成材)

米栂　45x45

構造用合板　12mm

コンセント

初期契約50A-18回路

LDK:6ヶ所/各室:2ヶ所/廊下:2ヶ所/ﾄｲﾚ:1ヶ所/外部:2ヶ所

壁・天井：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　床：ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ等

2020年省ｴﾈ基準（省ｴﾈ等級4相当）

※ﾄｲﾚ・ｷｯﾁﾝ・洗面所ｺﾝｾﾝﾄはｱｰｽ付き
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ﾒｰｶｰ 商品名 ｻｲｽﾞ

LIXIL AS<ｴｰｴｽ>

Takara standard OFELIA

Panasonic LivingStation V-style

クリナップ KT

LIXIL Arise<ｱﾗｲｽﾞ>

Takara standard RELAXIA

Panasonic FZ

TOTO sazana

LIXIL MV

Takara standard ELICIO

Panasonic C-Line<ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗﾝ>

TOTO Octave

TOTO ZJ

TOTO（※2箇所目） CS340ｼﾘｰｽﾞ

床 巾木 廻縁 壁
玄関 300角ﾀｲﾙ 300角ﾀｲﾙ

ﾎｰﾙ・廊下 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm ｼｽﾃﾑ材
階段室 既製品 既製品
ｷｯﾁﾝ

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
洋室
ﾄｲﾚ

洗面所
ｸﾛｰｾﾞｯﾄ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm

玄関収納
内装建具
内装ﾄﾞｱ

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾄﾞｱ
ﾄｲﾚﾄﾞｱ

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ
廻縁 なし
窓枠 四方枠
巾木 あり

階段・階段手摺 NO.2

永大：銘樹Jspec or ｱﾄﾑﾌｨｯﾄGM
DAIKEN：hapia my floor

ﾊｲﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ
(壁出し水栓)

600×600  1ヶ所

※仕様内の商品工事を使用しない場合でも値引きはできませ
ん。

ｳｫｼｭﾚｯﾄ一体型/ﾘﾓｺﾝｾｯﾄ/手洗い付

暖房便座ｳｫｰﾑﾚｯﾄS/手洗い付

内
部
仕
様

天井 その他

※構造上収まらない場合には、
床下点検口のみとするかｻｲｽﾞを変更する。

建
具
仕
様

永大産業:ｱｰﾊﾞﾝﾓｰﾄﾞα
DAIKEN:hapiaｼﾘｰｽﾞ

ﾌﾗｯﾄ　縦木目・横木目

ﾐﾗｰ付/W1200ｺの字型又はW750ﾄｰﾙ型

仕
様

収
納

明かり窓、表示錠付き
3方枠 ※仕様･価格は改良の為、予告なく変更することがありま

す。

※3階建ての基礎・構造材は、構造計算により変更する場合
があります。

床下収納

階段：ﾌﾛｱｰ類似品　　　手摺：丸棒手摺

ﾌﾛｱｰ

階段手摺標準

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm

ｼｽﾃﾑ材

一部ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

CFｼｰﾄ 棚板1枚設置(ご要望の場合)

なし ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ量産品

枕棚・ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ※ｸﾛｽ：他部屋と同じ仕上げ

トイレ便器
ｽｺﾞﾌﾁ/ｾﾌｨｵﾝﾃｸﾄ/紙巻器･ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ付

ｽｺﾞﾌﾁ/しっかり節水/紙巻器･ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ付

洗面化粧台 W:750
三面鏡ﾀｲﾌﾟ

ﾐﾗｰ裏側収納
一部引出し収納

ｴｺﾊﾝﾄﾞﾙ/てまなし排水口

面材全30色

ﾂｲﾝﾗｲﾝLED照明

設
備
仕
様

仕様 ﾒｰｶｰ別特記事項

キッチン
W:2550
Ｉ型

人造大理石ﾄｯﾌﾟ/3口ｶﾞｽｺﾝﾛ
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ/ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ｽﾗｲﾄﾞ収納

浄水器一体型水栓

ｽﾃﾝﾚｽ底板

ﾎｰﾛｰ

ｽｷﾏﾚｽｼﾝｸ

ユニットバス
1616
(1坪)

浴室換気乾燥機/ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ
ﾀｵﾙ掛け/風呂ﾌﾀ付き

くるりんﾎﾟｲ排水口/風呂ﾌﾀﾌｯｸ

ﾎｰﾛｰ壁ﾊﾟﾈﾙ/ﾄｰﾀﾙ保温/耐震

ﾌﾗｯﾄﾗｲﾝLED照明/ささっとｷﾚｲ排水口











　　　　　日本の伝統技法、左官職人による『塗り壁の家』

当社施工例

  日本の伝統技法、左官職人による『塗り壁の家』

外壁下地材には全面、不燃・断熱に優れた既調合モルタル（防火、準耐火認定材使用）を
　　　　　　　　　　　　左官職人の手作業による塗り付け工法で頑固な下地を形成致します。

外壁仕上げ材には、意匠性塗材の中で最も信頼・実績がある、AICAジョリパットを採用しております。

      (株）Y・K・Tプロジェクト新築工事外壁のご提案           (株）Y・K・Tプロジェクト新築工事外壁のご提案           (株）Y・K・Tプロジェクト新築工事外壁のご提案           (株）Y・K・Tプロジェクト新築工事外壁のご提案     

ジョリパット信頼の歴史ジョリパット信頼の歴史ジョリパット信頼の歴史ジョリパット信頼の歴史
1975年の発売以来、意匠性塗材の歴史の中で、ジョリパットは約40年に
わたる実績があります。長年、色・仕上げ・機能の改良を重ねるとともに、様々な骨材を使用し
た意匠開発で、塗材のトレンドをリードしてきました。
全183色90パターン（側面、裏面はY・K・Tオリジナルパターンになります）より、
お選び頂けます。詳細はY・K・Tショールームにてご確認頂けます。



けいそうモダンコート内装又は
けいそうモダンコート内装シルキーよりお選び頂けます

　　　　　　　『塗り壁の家』を選定頂きました御物件にはA～Cの内いずれか１点を標準仕様で工事させて頂きます。　　　　　　　『塗り壁の家』を選定頂きました御物件にはA～Cの内いずれか１点を標準仕様で工事させて頂きます。　　　　　　　『塗り壁の家』を選定頂きました御物件にはA～Cの内いずれか１点を標準仕様で工事させて頂きます。　　　　　　　『塗り壁の家』を選定頂きました御物件にはA～Cの内いずれか１点を標準仕様で工事させて頂きます。

　　　A暮らしをもっと豊かにする自然素材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　珪藻土『塗り壁』

　B外構を美しく個性的に表現、演出する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天然石『塗り床材』

　C外壁ジョリパットの美観を
　　　　　　　　長期間保持するトップコート

１０㎡まで標準仕様とさせて頂きます。 ５㎡まで標準仕様とさせて頂きます。 ３０㎡まで標準仕様とさせて頂きます。

玄関まわり、駐車場などの床面を美しく、機能的にすることが
　　　　できる塗り床材。優れた透水性とデザイン性が特徴です。

大・小骨材をブレンドすることで、強度を高めた天然石舗装材
　　　　　　　　　　　　　　リンクストーンF

















B1 B7 H2 S1 YW

G

20mm













※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。
※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

標準装備

シンクの中央に奥行きがあるので、中華鍋などの大きな鍋もラクラク洗えます。
スポンジやまな板などのよく使う小物も置けて便利です。

標準装備「小物置き」

T34V-60T

VUA-901DT

ホーロー整流板
すきま風現象を利用した整流板の
効果により、吸引力がさらにアップ。

∥ ベースキャビネット 足元スライドタイプ

揺れると、扉の内側から
自動的にロック。

耐震ラッチ

足元まで有効活用した充実収納
奥まで見渡せるので収納が簡単に。
出し入れが簡単なので、無用の長物も
なくなり、キッチンライフが充実します。

∥ レンジフード ∥ソフトクローズ

※写真はイメージですので仕様とは一部異なります。

オフェリア
I型2550TYPE

∥ 静音設計 Ｚシンク∥ 浄水器内蔵シャワー水栓

∥ 加熱機器 ﾎｰﾛｰﾄｯﾌ ｺ゚ﾝﾛ ∥ ウォールキャビネット

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに
内蔵

ヘッドが引き出せます。

JA306MN

H29年度 標準仕様
System K itchen

キッチンパネルカラー

ゴシゴシこすっても

大丈夫。

火の近くで使っても

焦げや変色もない。

お掃除カンタン。
キッチンを美しく彩ります。
高品位ホーローキッチンパネル

だけ！

ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ

A
B

C

D

ベースが金属のキッチンパネルには、
マグネットがくっつく！

マルチラック＋
タオルハンガー

A B C小物置きL+フック
+小物置きS(2個)

D小物置きM(2個)小物置きS

★オプション

ワークトップカラー

シャインベージュ シャイングレー ナチュラルホワイトシャインホワイト

ＧＳシリーズ （シルバー）

ＧＳシリーズ （ブラック）

扉 / 引手

KU-6000CM QNU6000CM KU-6614CM NYU2679CMQTU7830CM

TJK2255C

ANU2680CM ANU10001CM

ANU2767CM NYU1932CM AYU2666CM AU-2598CM LNU2664CM NYU2682CM

ANU2665CM

ANU2580CM

ANU274CM TYU2686CANU2597CM

ANU2596CM

TYU2603C

TYU2250CTYU469C TYU10003C TYU2252C TYU2261C

KU-6522CM

TJK2254CTJK10006CTJK2680C

レール引手

PC415Cシリーズ

引手

扉形状

左右1/4R
（R3）

メラミン化粧板 （30色）

77cm
49cm

業界トップレベルの「静音仕様」

引き出しにかかる力
を自動調節。
静かにピタッとしまり
ます。



∥ 静音設計 Ｚシンク

∥ ソフトクロージング

シンクの中央に奥行きがあるので、中華鍋などの大きな鍋もラクラク洗えます。
スポンジやまな板などのよく使う小物も置けて便利です。

∥ レンジフード

∥ 浄水器内蔵シャワー水栓

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵

ヘッドが引き出せます。

JA306MN

標準仕様

ホーロー整流板
すきま風現象を利用した整流板の
効果により、吸引力がさらにアップ。

●揚げもの温度調節

●切り忘れ防止タイマー

●ヒーター別調理タイマー

●水なしグリル

CS-KG32M

∥ 電気加熱機器 2口IHﾋｰﾀｰ + 1口ｸｲｯｸﾗｼﾞｴﾝﾄﾋｰﾀｰ∥ ガス加熱機器 ﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ（3口ｺﾝﾛ）

クリアパールライトベージュクリアパールブラック

クリアパールダークグレー クリアパールグレー

クリアパールホワイト

・天ぷら油過熱防止 ・立ち消え安全
・消し忘れ消火 ・焦げつき消火

※写真はイメージですので仕様とは一部異なります。

H29年度 標準仕様
System K itchen

オフェリア
I型2550TYPE
（吊戸なし）

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。
※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

ゴシゴシこすっても

大丈夫。

火の近くで使っても

焦げや変色もない。

お掃除カンタン。キッチンを美しく彩ります。
高品位ホーローキッチンパネルだけ！

ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ

A
B

C

D

ベースが金属のキッチンパネルには、
マグネットがくっつく！

マルチラック＋
タオルハンガー

A B C小物置きL+フック
+小物置きS(2個)

D小物置きM(2個)小物置きS

★オプション

ＧＳシリーズ （ブラック）

ワークトップカラー

シャインベージュ シャイングレー ナチュラルホワイトシャインホワイト

KU-6000CM QNU6000CM KU-6614CM NYU2679CMQTU7830CM

TJK2255C

ANU2680CM ANU10001CM

ANU2767CM NYU1932CM AYU2666CM AU-2598CM LNU2664CM NYU2682CM

ANU2665CM

ANU2580CM

ANU274CM TYU2686CANU2597CM

ANU2596CM

TYU2603C

TYU2250CTYU469C TYU10003C TYU2252C TYU2261C

KU-6522CM

TJK2254CTJK10006CTJK2680C

レール引手

PC415Cシリーズ

引手

扉形状

左右1/4R（R3

メラミン化粧板 （30色）

ＧＳシリーズ （シルバー）

扉 / 引手

VUA-901DT

引き出しにかかる力を自動調節。
静かにピタッとしまります。

標準装備「小物置き」
77cm

49cm

業界トップレベルの
「静音仕様」

キッチンパネルカラー

TN70AV60C■T



∥ 静音設計 Ｚシンク

∥ レンジフード

∥ 浄水器内蔵シャワー水栓

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵

ヘッドが引き出せます。

JA306MN

標準仕様

ホーロー整流板
すきま風現象を利用した整流板の効果に
より、吸引力がさらにアップ。

∥ 加熱機器 ﾎｰﾛｰﾄｯﾌ ｺ゚ﾝﾛ

・天ぷら油過熱防止
・立ち消え安全
・消し忘れ消火
・焦げつき消火

∥ 食器洗い乾燥機

RKW-404A-SV

伸びるノズルで庫内の
スミズミまで洗浄。

サークルラック タワーウォッシャー

円弧状にセットすることで
洗浄性UP!

オフェリア
I型2550TYPE
（吊戸なし）

※写真はイメージですので仕様とは一部異なります。

H29年度 標準仕様
System K itchen

ゴシゴシこすっても

大丈夫。

火の近くで使っても

焦げや変色もない。

お掃除カンタン。キッチンを美しく彩ります。
高品位ホーローキッチンパネルだけ！

ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ

A
B

C

D

ベースが金属のキッチンパネルには、
マグネットがくっつく！

マルチラック＋
タオルハンガー

A B C小物置きL+フック
+小物置きS(2個)

D小物置きM(2個)小物置きS

★オプション

ＧＳシリーズ （ブラック）

ワークトップカラー

シャインベージュ シャイングレー ナチュラルホワイトシャインホワイト

KU-6000CM QNU6000CM KU-6614CM NYU2679CMQTU7830CM

TJK2255C

ANU2680CM ANU10001CM

ANU2767CM NYU1932CM AYU2666CM AU-2598CM LNU2664CM NYU2682CM

ANU2665CM

ANU2580CM

ANU274CM TYU2686CANU2597CM

ANU2596CM

TYU2603C

TYU2250CTYU469C TYU10003C TYU2252C TYU2261C

KU-6522CM

TJK2254CTJK10006CTJK2680C

レール引手

PC415Cシリーズ

引手

扉形状

左右1/4R（R3

メラミン化粧板 （30色）

ＧＳシリーズ （シルバー）

扉 / 引手

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。
※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

VUA-901DT

シンクの中央に奥行きがあるので、中華鍋などの大きな鍋もラクラク洗えます。
スポンジやまな板などのよく使う小物も置けて便利です。

標準装備「小物置き」

77cm
49cm

業界トップレベルの
「静音仕様」

キッチンパネルカラー

∥ ソフトクロージング
引き出しにかかる力を自動調節。
静かにピタッとしまります。

T34V-60T



∥ 標準装備 ∥ ※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。

※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

浴室全体を
包 み 込 む トー タル 保 温トー タル 保 温

■ 風呂フタ

■ 収納棚

クリアﾀｲﾌﾟB
3段棚

■ 水栓 （洗い場用水栓） ■ ドア ■ ミラー

■ 天井 ＆ 照明

ロングミラー

照明W （LED） 1灯

天 井

16mm

浴槽裏

壁パネル

冷たい外気を遮る

ので、結露しにくく
なってます。

タカラシステムバス

すべての浴槽の裏側に

は、発泡ウレタンの吹付
処理を施しています。

優れた耐久性と安定性を

誇る4層構造を採用

洗い場

16mm

※オプション

※写真はイメージですので
仕様とは一部異なります

サーモスタット

半 身 浴 タ イ プ心 地 よ い

ラ ウ ン ド タ イ プ

ゆ っ た り
体を伸ばしてゆったりリラックス。浴槽を広く使って、
肩まで入浴できるので、のびのびとバスタイムを楽
しめます。

OR

ｼｬｯﾀｰ式

■ タオル掛け

ホワイトタイプ

OR
ゆ っ た り

ス ク エ ア タ イ プ

ホワイトグレー グレーベージュ

■排水口

カンタン脱着で、
手軽にお手入れできる
排水口

浴槽カラー （FRP）

ブリックグレーブリックベージュブリックダーク

マーブルホワイト

ロッシュピンク ロッシュグリーン

ホワイト

ロッシュベージュ

プラチナリーフ

ダークブラウンベージューダー

ウッドベージュウッドブラウン ウッドホワイト

ｳｫﾙﾅｯﾄﾐﾃﾞｨｱﾑウォルナットブラック ｳｫﾙﾅｯﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ

モザイクローズ ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰｽﾄﾗｲﾌﾟ

■FRP浴槽（標準）

ホワイト

ピンク

グリーン

ベージュ

ベーシックな素材を美しい発色で。
鮮やかな色が浴室をさわやかに飾ります。

壁カラー

床カラー
■FRP（標準）

使い方の多彩なマルチステップを使って、 半身浴
をはじめ、入浴スタイルをお好みで満喫できます。

ゆるやかなカーブが体にフィット。見た目にも優しい
印象の浴槽です。

■ 換気機器（100V標準ﾀｲﾌ ）゚ ■ ハンドバー

浴室暖房乾燥機 Ｉ 型 400mm

フラット天井

あたたかさを
逃がさない！

浴槽裏･壁面･天井にたっぷり
の保温材を標準装備！温まり
やすく冷めにくいので、冬場の
入浴も快適です。

※洗い場保温材はオプションです。

浴室の壁はすべて「高品位ホーロー」。
表面をガラス質でコーティングしているので、
カビや湿気が染み付かずお手入れラクラク。

普段のお手入れは
入浴後にシャワーで
流すだけ！

ベースが金属なの
で、マグネット収納
が使えます！

頑丈な
フレーム
架台

タカラのシステムバスは、震度6強相当の
振動にも負けない強度。浴室の重さを分
散する「フレーム構造」の土台は耐久性
抜群です。

過酷な三次元耐震実験で実証！

■ 洗面器置き台一体型カウンター

ワイドカウンター

ｶｳﾝﾀｰのｶﾗｰが選べます。

ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾎﾜｲﾄ

ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ

※ﾓｻﾞｲｸﾛｰｽﾞ、ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰｽﾄﾗｲﾌﾟ、
に限り、片面ﾃﾞｻﾞｲﾝ

※ｳｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ、ｳｫﾙﾅｯﾄﾌﾞﾗｯｸ、ｳｫﾙﾅｯﾄﾐﾃﾞｨｱﾑ、
ｳｫﾙﾅｯﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ、ﾌﾞﾘｯｸﾀﾞｰｸは、1面とｱｸｾﾝﾄ
ﾃﾞｻﾞｲﾝのみ。

折戸（ﾎﾜｲﾄ）
ﾄﾞｱ高さ20ｻｲｽﾞ
ﾊﾟｯｷﾝﾚｽ

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ

予備暖房やカビ
対策に、オール
シーズン多彩に
活躍します。

H29年度 標準仕様
System Bath

1坪サイズ1616TYPE

ｼｬﾜｰﾌｯｸ
ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ



壁面カラーバリエーション

■ ホーロークリーンパネル ■ ホーロークリーンパネル

モザイクローズ ダークグレーストライプ プラチナリーフ

ベージュボーダー ダークブラウン ホワイト

ロッシュベージュロッシュピンク ロッシュグリーン

ウッドブラウン ウッドホワイト ウッドベージュ

ウォルナットブラック ウォルナットミディアム ウォルナットグレージュ

ブリックグレー ブリックベージュ ブリックダーク

マーブルホワイト

※ダークグレーストライプ、モザイクローズ
に限り片面デザイン

カラーの入り方 ※カラーの入らない面はホワイトとなります。

基本仕様（1面ﾃﾞｻﾞｲﾝ） オプション（ｱｸｾﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ） オプション（全面ﾃﾞｻﾞｲﾝ）

カラーの入り方
※カラーの入らない面はホワイトとなります。

基本仕様（1面ﾃﾞｻﾞｲﾝ）

※ｳｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ、ｳｫﾙﾅｯﾄﾌﾞﾗｯｸ、ｳｫﾙﾅｯﾄﾐﾃﾞｨｱﾑ、
ｳｫﾙﾅｯﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ、ﾌﾞﾘｯｸﾀﾞｰｸは、1面とｱｸｾﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝのみ。



標準装備

■ 3面鏡ミラー （樹脂ボックス仕様・LED照明付）

■ 壁出シングルレバーシャワー水栓 ■ 排水栓

■ キャビネット（扉 ・引出し付 ）

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。
詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。

ヘアキャッチャ－
流れた髪の毛やコンタクトを
キャッチ。
すぐに取り外せるのでお掃除も

簡単です。

LFA547T12TTKN
取り付け部分に水が溜まらず
汚れがつきにくい壁付タイプ。
ヘッドが伸ばせるのでお手入れ
がラクです。

写真はイメージですので仕様とは一部異なります。

エリシオ
W750TYPE

整流

シャワー

H29年度 標準仕様
Dresser

排水栓（スティックタイプ）
貯水・排水がラクに
できます。

ＧＳシリーズ （シルバー）

ＧＳシリーズ （ブラック）

扉 / 引手

KU-6000CM QNU6000CM KU-6614CM NYU2679CMQTU7830CM

TJK2255C

ANU2680CM ANU10001CM

ANU2767CM NYU1932CM AYU2666CM AU-2598CM LNU2664CM NYU2682CM

ANU2665CM

ANU2580CM

ANU274CM TYU2686CANU2597CM

ANU2596CM

TYU2603C

TYU2250CTYU469C TYU10003C TYU2252C TYU2261C

KU-6522CM

TJK2254CTJK10006CTJK2680C

レール引手

PC415Cシリーズ

引手

扉形状

左右1/4R
（R3）

メラミン化粧板 （30色）

カビをガードできる ホ ー ロ ー 洗 面 パネ ル

壁のカビや水アカが
サッとふき取れて、スッキリき
れい ベースが金属だか

ら、マグネットが
くっつく！

ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS

小物置きS
＋ﾌｯｸ

小物置きS

ハイバックカウンター
カラー：ホワイト （艶消し）

質感の高い一体成形の人造大理石。

継ぎ目がないからお手入れカンタン、ずっと清潔。

マットな質感。ポリエステル系カウンター

小物の収納に便利な
引出しと扉の組み合わせ。

鏡の後ろに大きな収納スペースを。
歯磨きや洗顔道具、化粧品などを
スッキリ、使いやすく収納できます。
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◆ワークトップ ◆水栓 ◆キッチンパネル◆加熱機器 ◆吊戸棚◆レンジフード

株式会社 YKTプロジェクト 様 KT 吊戸棚付プラン

◆シンク

浄水器が内蔵された便利な
水栓です。さらに省エネシ
ングル機構付きなので経済
的です。

■浄水器一体型省エネ
シングル水栓
ZSMJT426R14AH-T

キッチンを引き立てる
美し
くなめらかな質感が
魅力のワークトップで
す。
３色からお選び頂けま
す。

■人工大理石

■ブルモーションレール

“Harmony Coordinate”をコンセプトにしたシ
ステムキッチン【KT】シリーズ。
インテリアとの調和を追求し、ディティールにこだ
わったキッチンへと進化を遂げました。

キッチンもインテリアという発想。

壁付けI型 Ｗ2550 Ｄ６５０ Ｈ８５０

すっきり収納できる２段棚
タイプです。（棚板１枚）
LED照明を組み込んだタイ
プです。

■照明付きミドル吊戸棚
（高さ70㎝）

扉開放防止部品

サイレント
ダンパー

キズに強いホーロー製のベ
ーシックタイプ。
高火力によってスピーディ
な調理を実現します。

■片面グリル付コンロ

ZGFNK6R14QSE-T
片面焼き（シルバー・
W60㎝）
水無し

シンクの表面には水アカがつきに
くい美コート（親水性セラミック
系特殊コーティング）を採用。エ
ンボス加工によりキズがつきにく
く、さらに制振構造で吐水音がと
っても静か。

■ＥUシンク（クリンラック）

浅型ゴミカゴ

W650×D485×H183

美・サイレントシンク

レンジまわりの油ハネや
汚れが、サッと拭き取る
だけでキレイになります

■フラットスリムレンジフード
（化粧幕板／扉面材）
ZRS75ABM14FS（R/L)-T

クリンラック

※イメージ写真の為、実際のプランとは異なります。

やさしく静かに閉まるダン
パー機構を搭載。

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いLED照明を搭載しま
した。
フラットな内面形状で、お手入れも
かんたんです。

LED照明
お手入れしやすい
内面形状

◆引き出しレール



◆ワークトップ ◆水栓 ◆キッチンパネル◆加熱機器◆レンジフード

株式会社 YKTプロジェクト 様 KT 食洗機付プラン

◆シンク

浄水器が内蔵された便利な
水栓です。さらに省エネシ
ングル機構付きなので経済
的です。

■浄水器一体型省エネ
シングル水栓
ZSMJT426R14AH-T

キッチンを引き立てる
美し
くなめらかな質感が
魅力のワークトップで
す。
３色からお選び頂けま
す。

■人工大理石

■ブルモーションレール

“Harmony Coordinate”をコンセプトにしたシ
ステムキッチン【KT】シリーズ。
インテリアとの調和を追求し、ディティールにこだ
わったキッチンへと進化を遂げました。

キッチンもインテリアという発想。

壁付けI型 Ｗ2550 Ｄ６５０ Ｈ８５０

キズに強いホーロー製のベ
ーシックタイプ。
高火力によってスピーディ
な調理を実現します。

■片面グリル付コンロ

ZGFNK6R14QSE-T
片面焼き（シルバー・
W60㎝）
水無し

シンクの表面には水アカがつきに
くい美コート（親水性セラミック
系特殊コーティング）を採用。エ
ンボス加工によりキズがつきにく
く、さらに制振構造で吐水音がと
っても静か。

■ＥUシンク（クリンラック）

浅型ゴミカゴ

W650×D485×H183

美・サイレントシンク

レンジまわりの油ハネや
汚れが、サッと拭き取る
だけでキレイになります

■フラットスリムレンジフード
（鋼板幕板）
ZRS75ABM14FS（R/L)-T

クリンラック

※イメージ写真の為、実際のプランとは異なります。

やさしく静かに閉まるダン
パー機構を搭載。

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いLED照明を搭載しま
した。
フラットな内面形状で、お手入れも
かんたんです。

LED照明
お手入れしやすい
内面形状

◆引き出しレール

◆食洗機

■食器洗い乾燥機
ZWPP45R14LDS-T

全ての操作ボタンを
使いやすい上面にレ
イアウト。毎日使う
からこそ、あまり腰
をかがめずに操作が
楽にできます。

■収納容量
約５人分・37点



ワークトップカラー

Color Select

サンドホワイト
(W)

サンドグレー グレインホワイト

■人工大理石

モザイクホワイト

クリアホワイト クオーツグレー

ストーンホワイト ストーンベージュ

クオーツピンク

キッチンパネルカラー

ライングレインミディアムライングレインライト ライングレインダーク

ナチュラルオーク グレイッシュウォルナット カームオーク

ウッディグレインシリーズ
上質で、落ち着いた印象を与える木目柄。
シンプルですっきりとした、取手レスを
採用しています。

扉一体型取手
（Ｊ手掛け）

ロングバー取手 ライン取手

ソレイユシリーズ

ブリリアンシリーズ

リーフシリーズ

高級感あふれるシャープな輝きが美しい鏡面扉。
定番のホワイトとトレンドの木目調を揃えました
。取手は2種類から選べます。

光沢が美しい扉です。
ビビットカラーからトレンドの木目調まで、
インテリアに合わせて選べる8色のラインナップ。
取手は2種類から選べます。

こだわりのビンテージ仕上げ。
表情豊かな質感が温もりあるキッチンを演出します。
取手は2種類から選べます。

リーフモカ リーフブレンド リーフホワイト リーフナット

ブリリアンイエロー ブリリアンカシス ブリリアンアズール ブリリアンチャコール

ソレイユホワイト モードオーク カオリーチーク クラシックダーク

ブリリアンホワイト ブリリアンミディアム ブリリアンダーク ブリリアンスノー

扉カラー リビングなどのインテリアや思い描くイメージに合わせて、全25色の扉カラーからお好みの色をお選びいただけます。

フォレストシリーズ
家具のオーク材をイメージ。
木目の美しさ、素朴な木の感触を表現しました。 バー取手

フォレストホワイト フォレストナチュラル フォレストダーク

ロングバー取手 ライン取手

ロングバー取手 ライン取手

















　　

株式会社 Y・K・T プロジェクト 

00デザイン 

INTERIOR DESIGN／hapia  

 DOOR  STORAGE 

■片開戸ハンドル 
トイレドアには明かり窓（スコープ）がつきます。 

■明り窓 

WH 
ネオホワイト 

ML 
 

ミルベージュ 

MT 
ティーブラウン 

MW 
ダルブラウン 

MA 
 

ライトオーカー オフブラック 

MK TH 
モノホワイト 

MJ 
 

クリアベージュ 

MG 
トープグレー COLOR 

VARIATION 

ラウンド型 
■両側ラクラクローズ（引戸） 

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。 

ラクラクローズ機能 

戸尻側 

ラクラクローズ機能 

戸先側 

引戸を閉める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちりと扉を 
閉め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備 
しました。扉を開けるときと閉めるときの両方に作動します。 

空錠 表示錠 

84デザイン（Tシルバー） 

空錠 

縦木目 
00デザイン 

（写真はMA色） 

横木目 

U0デザイン 

（写真はMG色） 

洋室（空錠） 洗面室（表示錠） トイレ（表示錠） 

00デザイン 00デザイン 

洋室（空錠） 洗面室（表示錠） トイレ（表示錠） クローク収納＜折戸ユニット＞ 収納開戸＜開戸＞ 玄関収納＜開戸・ミラー付＞ 

00デザイン U0デザイン U0デザイン U0デザイン 
縦木目／横木目 

ハンドル付き 

縦木目／横木目 

ハンドル付き 

縦木目／横木目 

ハンドル付き 

 

■引手 

角座（Tシルバー） 

縦木目・横木目が 

お選びいただけます。 

（TH色は木目がありません） 

ラウンド型 ラウンド型 



　　

株式会社 Y・K・T プロジェクト INTERIOR DESIGN／hapia  

ＭＹフロア 

こだわり 

性能 

ハピア階段〈ベーシック柄〉 
COLOR VARIATION 

M01 <アッシュ柄（ホワイト）> 

M02 <バーチ柄（ベージュ）> 

M03 <ウォールナット柄（アンバー）> 

M04 <メープル柄（キャメル）> 

M05 <オーク柄（ペールグレー）> 

M06 <ペカン柄> 

M07 <チェリー柄（ブラウン）> 

M08 <アッシュ柄（ブラック）> Ｍ11<ラスティックペカン柄> 

Ｍ10<ラスティックオーク柄> 

Ｍ13<アッシュ柄（ペール）

Ｍ09<オーク柄（チャコール）> Ｍ12<アッシュ柄（スーパーホワイト）> 

WH ネオホワイト 

MA ライトオーカー 

MJ クリアベージュ 

ML ミルベージュ 

システム手摺35型 

FLOOR STIRES 

MT ティーブラウン 

MG トープグレー PK マロンブラウン MW ダルブラウン 

BH ミューズホワイト 

色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。 

モダンな空間コーディネートを実現します。 

■木口面・裏面 

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き 

込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。 

どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを 

実現しています。 

■ノンスリップ溝 

溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすく 

なるようにしました。 

木口面 

  裏面 

ノンスリップ溝 

Ｍ14<アップル柄（レディッシュブラウン）> Ｍ15<メープル柄（ブラック）> 



２０１４０８０６  Panasonic Corporation

サインポスト
フェイサス バリエーション豊富な扉パネル。

ビビットにもクールにも、自在にコーディネートできます。

■シンプル&スリム設計 ■細部まで使いやすさに配慮

■中身が濡れにくい構造 ■角２サイズまで投入可能

■ダイヤル錠で
防犯性に配慮

ダンディライア（黄）ビビッドレッド（赤） ネイビーブルー（濃紺）

アルミヘアライン

アルミパンチング

ビビッドレッド（赤） ダンディライアン（黄）

ネイビーブルー色

エントランスポール

フラットタイプ

ラウンドタイプ

アーキフレームＥタイプ

Ｗ390mm（ポスト）

本体W180mm

Ｄ175mm（ポスト含む）

本体D30mm

照明器具

LGW86267S

※オプション

※オプション

※１玉吹き塗装ですので、一品一品
色合いが異なります。
（並べてご使用の場合はご注意下さい

サインポスト 【ＦＡＳＵＳ ＦＦ】 フェイサスＦＦ

チークブラウン色※２

アルミヘアライン アルミパンチング ガラス調ﾒﾀﾘｯｸｸﾞﾚｰ色

エボニーブラウン色※２

漆喰ホワイト色
※１

鋳鉄ブラック色
※１

エイジングブラウン
※１

ステンシルバー色
※１

※２天然木を使用しているため、節や木目の
異なるものが混ざります。また、経年劣化に
よる割れ・退色などやカビ・汚れのおそれが
あります。

漆喰ホワイト色
※１

鋳鉄ブラック色
※１

エイジングブラウン
※１

ステンシルバー色
※１

ﾒﾀﾘｯｸｸﾞﾚｰ色

※１玉吹き塗装ですので、一品一品
色合いが異なります。
（並べてご使用の場合はご注意下さい



★印はオプション機器が必要です

2

テレビドアホン

テレビドアホン2-2タイプ

VL-SV38XL（電源直結式）

～録画機能付き、シンプルドアホン～

基本システムセット（各1台）

■カメラ玄関子機
■モニター親機

来訪者画像を8枚連続で自動録画（最大50件）し、
コマ送り再生機能で確認できます。またモニター中は必要に
応じて手動で録画することも可能です。

8枚録画： 50件
最大保護件数：20件

●1枚目：呼び出しから約2秒後。
2～8枚目：1枚目の録画後、約1秒おきに録画。
●8枚録画の場合1枚録画に比べ画質が粗くなります。

スリムデザイン（奥行き約23.5㎜のモニター親機）

8枚録画

カメラ玄関子機
VL-V522L-S

録画機能（静止画）内蔵

夜でもカラーで確認できる

*LED点灯時でも、カメラレンズの向きによっては、
ライトが届かず顔の認識がしにくくなります。

奥行約23.5㎜を実現し、
壁からの出張り感もなく、
インテリアにも調和します。

本体にLEDライト
(照明用ランプ)を搭載。
夜間でもカラーで
顔などを確認できます。

親機はもちろんモニター子機で、室内から玄関先の
映像と音をチェックできます。
さらに、映像を録画することもできます。

手がふさがっている時などに声や
ボタンワンタッチで応答。
手放しでお客様とお話できます。

モニター機能 ハンズフリー

© Panasonic Corporationマーケティング本部 首都圏住宅市場推進部 2016年7月14日

モニター親機




