
２０１8年 新春キャンペーン 
誠 Makoto・彩 Aya 

平成30年1月1日～平成30年3月31日まで 



　
お施主様
チェック

欄

① (1セット)

② (1ヶ所)

③ (2ヶ所)

※ (1ヶ所)

① (1セット)

② (1セット)

③ (2ヶ所)

お施主様
チェック

欄

A 旭トステム

B KMEW

A
LIXIL

「アライズ」
（トイレと洗面化粧台をセット注文） (1セット)

① 人大浴槽「お掃除ラクラク人大浴槽」　へグレードＵＰ（トイレと洗面化粧台をセット注文） (1セット)

② 内壁「プレミアムグレード」4面同色にグレードUP （トイレと洗面化粧台をセット注文） (1セット)

③ 浴室照明「ダウンライト3灯」にグレードUP （トイレと洗面化粧台をセット注文） (1セット)

① (1セット)

② (1セット)

A
タカラスタンダード

「グランディア」
（3個）

5棟
更に下記

2点共
（ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ・洗面化粧台をｾｯﾄ注文・取付費別途） (1台)

① 「ガラストップコンロ」へグレードアップ (1セット)

② (1セット)

① 「厳選プラン」の中から1個 （1個）

② 「セレクトプラン」の中から2個 （2個）

③ レンジフード「サイクロンフードⅢ」　へグレードアップ (1セット)

Ｄ
パナソニック
「ラクシーナ」

（ユニットバス・トイレ・洗面化粧台・建材をセット注文） (1セット)

① (1ヶ所)

② クローゼット扉を「ミラー付扉」　へグレードUP (1ヶ所)

③ 「室内物干し」天井付タイプ　2本 (1セット)

※ (1ヶ所)

① (1セット)

② (1ヶ所)

① (1セット)

② (1セット)

③ (1セット)

④ (1セット)

クロス トキワ (トイレ・洗面室)

外壁
２メーカーのうち

１メーカー

「every」プラン　人大浴槽「スターク」へグレードＵＰ

「ストーリー」プラン　 音響システム「サウンドシャワー」へグレードＵＰ

コンロキャビネット「アシストポケットシェルフ」付へグレードアップ

「セルフッ素コートplus」+「クリーンコート03」ｻﾝﾗｲｽﾞMSI㈱製　へグレードＵＰ

UB
３メーカーのうち

１メーカー

人造大理石浴槽「ルフレトーン」　へグレードＵＰ

B
ＴＯＴＯ

「サザナ」
3点のうち

1点

C トクラス
２点のうち

１点

10棟

2018年　新春キャンペン一覧（誠　Makoto・彩　Ａｙａ）

サッシ
２メーカーのうち

１メーカー

A LIXIL

更に、ＬＩＸＩＬ建材も採用された場合は「姿見ミラー」（Ｗ600*Ｈ1800まで）をプレゼント

3点のうち
１点

サッシを防火戸「ＦＧ-Ｈ」へグレードＵＰ

手動シャッターから「電動シャッター」へグレードアップ（リモコン電動仕様）

玄関ドア　エントリーシステム「カザスプラス」　へグレードＵＰ

5棟

B YKKap 3点のうち
1点

玄関ドア　高断熱仕様「Ｉｎｎｏ Ｂｅｓｔ　Ｄ50」防火ドアへグレードＵＰ

玄関ドア　次世代ドアキーシステム「ポケットキー」へグレードＵＰ

手動シャッターから電動シャッターへグレードアップ（リモコン電動仕様）

キッチン
４メーカーのうち

１メーカー

「システムマグネット収納」（どこでもラック・かくせるラック）17アイテムの中から3個

B LIXIL・アレスタ

「食器洗乾燥機 浅型タイプ」付にグレードUP

2点共

扉面材をＣ-10から「Ｃ-20」へグレードアップ

C
トクラス
「Ｂｅｒｒｙ」

3点のうち
１点

「エコカラット　ワンタッチパネル」　（サイズ：Ｗ＝611*Ｈ＝611）

C 大建工業
4点のうち

１点

室内物干し「物干し上手」　天井直付・手動昇降タイプ

室内物干し「物干し上手」　天井直付・薄型簡易タイプ（ポール2本）

シェルフ付物干しカウンター　衣類を掛けたり小物が置ける多目的シェルフです

壁厚収納「カベピタ」格納イス　　※プラン・構造計算によっては取付出来ない場合がございます。

3点のうち
１点

2点のうち
１点

5棟ＬＩＸＩＬ

「 光セラ15ｍｍ・16ｍｍ」+ｽｰﾊﾟｰKMEWｼｰﾙへグレードUP   ※木造耐火物件は除く

室内物干しユニット「ホシ姫サマ」（天井付タイプ）

更に、ＬＩＸＩＬサッシ・玄関ドアも採用された場合は「姿見ミラー」（Ｗ600*Ｈ1800まで）をプレゼント

天井埋込型ナノイー発生器「エアイー」

※当社商品の仕様変更によりキャンペーン対応出来ない場合が御座います。

天井・壁　「マッスルウォール」サイクル消臭タイプや撥水タイプにグレードUP

B パナソニック建材
標準内装建材を同
メーカーにて選択さ
れた方に限ります

A

実施図面決定までに選択していただきます。 

仕上げ打合せ時に選択していただきます。 



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

当社従来品
（非防火）

49.5㎜

防火戸FG-H

26.5㎜

リビング建材もＬＩＸＩＬで
ご採用の場合
リビング建材もＬＩＸＩＬで
ご採用の場合

③防火戸 FG-H③防火戸 FG-H②電動シャッター②電動シャッター①カザスプラス①カザスプラス

２０１８年 新春キャンペーン 限定５棟

外出時に身だしなみを整える、
姿見として最適です。

１ヶ所

１ヶ所

リビング
２ヶ所まで

※１ヶ所 W600×H1800まで（関東ハウジング様施工）

LIXIL製品（サッシ１棟分・玄関ドア）
ご採用で下記３点より１点プレゼント！

１台のシャッターをお部屋の

どこからでもスイッチひとつで

操作できます。スイッチは

「開」「停止」「閉」の簡単操作

です。

■ １チャンネルリモコン

リモコン
電動

障害物に当たると停止・反転する安全機能付き。

画像はイメージです。

カードやケータイでピッとカギを開ける。

万一の停電時にも、

手動で開閉

ケータイでも！

Ｅdy 対応カードでも！

カードキーでも！

駅の改札は、

カードやケータイで

ピッと通れる。

そんならくらくなスタイルを

わが家の玄関に!

まるで窓が存在しないかのような
シンプルで美しいデザインを追求しました。

フレームを約５０％スリム化

室内からフレームがほとんど見えず、まるで窓

が存在していないかのようなシンプルで美しい

フォルム。

外と内がつながる

心地よい窓辺を実現します。

※縦すべり出し窓（オペレーター）での比較

（サーモス L） （サーモスⅡ-H）

特別
特典

PRPSC0-171206-029



２０１８年 新春キャンペーン

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱 ２ロック

脱着

サムターン
鎌錠

玄関から断熱性能を向上させ、

快適な住環境で健康に暮らす。

手動錠

□ストレートハンドル □クラシックハンドル

■基本性能

104 105 107 108 110

■デザイン

■枠バリエーション

■カラーバリエーション ※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログでご確認ください。

ＡＲ ＡＳ Ｗ７

バニラ

ウォールナット

シナモンオーク ハニーチェリー

ＹＦ ＫＸ

キャラメルチーク ラスティックウッド

Ｚ９ Ｗ６

ショコラウォールナット 桑炭

片開き

熱貫流率と

日射熱取得率

■日射熱取得率

国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」より、「戸等の大部分がガラスで構成されない開口部」として、開口部の熱

貫流率に0.034を乗じた値となります。

■熱貫流率

国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」の建具の仕様に合致しないもの

・上記の熱貫流率は、JISA4710に基づく試験により測定された代表試験体の熱貫流率の値、またはJISA2102-1に基づいて一般社団法人リビングアメニティ協会が運用するWindEye（窓の総合熱性能評価プログラム）により

計算された代表試験体の熱貫流率の値です。記載の内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。

※1採光無…該当デザイン：102、105、110、904デザイン※2採光付…該当デザイン：※1採光無を除く全デザイン

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※【平成28年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

防火：遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間２０分間） ※建築基準法第２条九号の二／ロ
耐風圧性：S-３ 気密性：A-４ 水密性：W-２

遮音性：住宅性能表示音環境透過損失等級

（外壁開口部）等級２

熱貫流率

■ハンドル



２０１８年 新春キャンペーン

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアＧシリーズ



２０１８年 新春キャンペーン

リモコンシャッター

※キャンペーン対応サイズはＷ６尺用までの２台となります。



15P/15PF

ルミナードロンテP

モザイクストーンロンテP

リプレP

イルマーレP

ニューグラビーレP

RIPP5PAW
MSｱｸｱﾎﾜｲﾄP

RIPP5PIT
MSｱｲｽﾎﾜｲﾄP

RIPP5PMT
MSﾐﾝﾄﾎﾜｲﾄP

RIPP5PPBK
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸP

NGVP5PGW
ﾌﾞﾗｳﾝ3P

NGVP5PSH
SPｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

NGVP5PSI
SPﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰP

NGVP5PSJ
SPｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭP

NGVP5PSL
SPﾗｲﾄｿﾌﾄｸﾞﾚｰP

NGVP5PSN
SPﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

IMP5PCL
ｸﾘｰﾐｰﾚﾓﾝP

IMP5PFP
ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁP

IMP5PMJ
ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭP

IMP5PMV
ﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP

IMP5PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

LUP5PCR
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

LUP5PDP
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP

LUP5PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

MZP5PBW
ﾌﾞﾗｳﾝⅡP

MZP5PCR
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

MZP5PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

アールボーダーP

ルフラン16P

ABP5PABE
ｱﾙﾎﾞﾍﾞｰｼﾞｭP

ABP5PABG
ｱﾙﾎﾞｽﾓｰｸP

ABP5PABH
ｱﾙﾎﾞﾎﾜｲﾄP

ABP5PABK
ｱﾙﾎﾞﾌﾞﾗｯｸP

FRP6PFBJ
ﾙﾌﾗﾝﾍﾞｰｼﾞｭP

FRP6PFIV
ﾙﾌﾗﾝｱｲﾎﾞﾘｰP

FRP6PFLG
ﾙﾌﾗﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰP

FRP6PFWH
ﾙﾌﾗﾝﾎﾜｲﾄP

トラシナーレタイルP

アーバンストライプP

ASP5PKB
ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸP

ASP5PKU
ｶｰｻﾌﾞﾙｰP

ASP5PKW
ｶｰｻﾎﾜｲﾄP

TRP5PTB
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｳﾝP

TRP5PTL
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｯｸP

TRP5PTW
ﾄﾗｼﾅﾎﾜｲﾄP

スヴェルトP

SLP5PSC
ｽｳﾞｪﾙﾄﾁｬｺｰﾙP

SLP5PSF
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｯｸ2P

SLP5PSGR
ｽｳﾞｪﾙﾄｸﾞﾚｰP

SLP5PSHT
ｽｳﾞｪﾙﾄﾎﾜｲﾄP

SLP5PSV
ｽｳﾞｪﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰP

SLP5PSM
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ2P

ソナートP

SNTP5PSBE
ｿﾅﾍﾞｰｼﾞｭP

SNTP5PSMC
ｿﾅｽﾓｰｸP

SNTP5PSWT
ｿﾅﾎﾜｲﾄP

レクタートP

RTP5PRTC
ﾚｸﾀﾁｬｺｰﾙP

RTP5PRTG
ﾚｸﾀｸﾞﾚｰP

RTP5PRTW
ﾚｸﾀﾎﾜｲﾄP

FRP6PFKR
ﾙﾌﾗﾝﾌﾞﾗｯｸP

※縦張りはｵﾌﾟｼｮﾝになります。
※貼りわけはｵﾌﾟｼｮﾝになります。※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。2017.11

モダンウッドP

MWP5PWBK
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｯｸ2P

MWP5PWE
ｳｯﾃﾞｨﾎﾜｲﾄP

MWP5PWJ
ｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ2P

MWP5PWS
ｳｯﾃﾞｨﾚｯﾄﾞP

MWP5PWP
ｳｯﾃﾞｨﾒｰﾌﾟﾙ2P

MWP5PWN
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝP



ラスティウッドP

RDP5PRBR
ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝP

トラヴィスP スティックボーダーP

ルービック16P

RDP5PRCD
ﾗｽﾃｨｼﾀﾞｰP

RDP5PRDB
ﾗｽﾃｨﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP

RDP5PRGN
ﾗｽﾃｨｸﾞﾘｰﾝP

RDP5PRGY
ﾗｽﾃｨｸﾞﾚｰP

RDP5PRLK
ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸP

RDP5PRMW
ﾗｽﾃｨﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝP

RDP5PRRE
ﾗｽﾃｨﾚｯﾄﾞP

TVP5PTBG
ﾄﾗｳﾞｨｽﾍﾞｰｼﾞｭP

TVP5PTBN
ﾄﾗｳﾞｨｽﾌﾞﾗｳﾝP

TVP5PTGR
ﾄﾗｳﾞｨｽｸﾞﾚｰP

TVP5PTRD
ﾄﾗｳﾞｨｽﾚｯﾄﾞP

TVP5PTWP
ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄﾋﾟﾝｸP

TVP5PTWY
ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰP

STBP5PSCM
ｽﾃｨｯｸｼﾅﾓﾝP

STBP5PSDN
ｽﾃｨｯｸﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP

STBP5PSGB
ｽﾃｨｯｸｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭP

STBP5PSIV
ｽﾃｨｯｸｱｲﾎﾞﾘｰP

STBP5PSLG
ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰP

STBP5PSWH
ｽﾃｨｯｸﾎﾜｲﾄP

RKP6PRKA
ﾙｰﾋﾞｯｸﾘｰﾌP

RKP6PRKL
ﾙｰﾋﾞｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰP

RKP6PRKM
ﾙｰﾋﾞｯｸﾓｶP

RKP6PRKW
ﾙｰﾋﾞｯｸﾎﾜｲﾄP

アメリアP

ALP5PALA
ｱﾒﾘｱｸﾞﾚｰｼﾞｭP

ALP5PALB
ｱﾒﾘｱﾎﾜｲﾄP

ALP5PALC
ｱﾒﾘｱｱｲﾎﾞﾘｰP

ALP5PALD
ｱﾒﾘｱﾍﾞｰｼﾞｭP

シュクールP

SCP5PSCA
ｼｭｸｰﾙﾎﾜｲﾄP

SCP5PSCB
ｼｭｸｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭP

SCP5PSCC
ｼｭｸｰﾙｻﾝﾄﾞP

SCP5PSCD
ｼｭｸｰﾙﾋﾞﾀｰP

ドゥーナス16P

DSP6PDBR
ﾄﾞｩｰﾅｽﾌﾞﾗｳﾝP

DSP6PDCH
ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸP

DSP6PDCW
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄP

DSP6PDGR
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾞﾚｰ2P

DSP6PDWT
ﾄﾞｩｰﾅｽﾎﾜｲﾄP

やまがた割肌タイル16P

YGWP66PYB
YTﾌﾞﾗｳﾝP

YGWP66PYC
YTｷｬﾒﾙP

YGWP66PYG
YTｸﾞﾚｰP

YGWP66PYR
YTﾚｯﾄﾞP

ニューゼラトレP

NJP5PJB
ｾﾞﾗﾄﾚﾌﾞﾗｳﾝP

NJP5PJC
ｾﾞﾗﾄﾚｷｬﾒﾙP

NJP5PJG
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾞﾚｰP

NJP5PJK
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾘｰﾑﾚｯﾄﾞP

※縦張りはｵﾌﾟｼｮﾝになります。
※貼りわけはｵﾌﾟｼｮﾝになります。※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。2017.11

15P/15PF

BEP5PBEA
ｳﾞｪﾘｴﾗｲﾄｸﾞﾚｰP

BEP5PBEB
ｳﾞｪﾘｴﾎﾜｲﾄP

BEP5PBEC
ｳﾞｪﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰP

BEP5PBED
ｳﾞｪﾘｴﾁｬｺｰﾙP

ヴェリエP 2018.2月発売 スクラッチストーン16P

CRP6PDP
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP

CRP6PWT
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP

2018.5月
最終生産

2018.5月
最終生産

2018.5月
最終生産

アルディーレP

ARP5PRC
ｱﾙｷｬﾒﾙP

ARP5PRJ
ｱﾙﾍﾞｰｼﾞｭP

ARP5PRR
ｱﾙｸﾞﾚｰP

ARP5PRW
ｱﾙﾎﾜｲﾄP



15P/15PF

人と地球のために。

ホルムアルデヒド発散ゼロ／環境にやさしい水系塗料

シックハウス症候群は、建材や接着剤などに含まれる有害なホルム
アルデヒドや揮発性有機化合物が空気中へと発散されることが原因
です。 「セルクリンコート」は、人体や地球環境に悪影響が少ない
水系塗料でホルムアルデヒドの発散はありません。

「きれいな壁。」は、環境にも貢献しています。

ホルムアルデヒドを発散しない水系塗料は、溶剤系塗料にくらべ安全で環境への負担を 小限に

抑えています。また、工場と現場からの残材のリサイクルシステムの取り組みなど、

人と地球にやさしくあるために環境に貢献できる製品づくりを推進しています。

環境に貢献する商品づくり

旭トステム外装では、循環型社会の構築をめざした商品づくりに
取り組んでいます。その貢献度に対して、独自の評価基準を設け、
貢献が認められる標品を旭トステム外装の「エコ推奨品」に選定
し、対象商品にはエコラベルを表示しています。

よごれにくく、落ちやすい。
塗膜に親水機能を付加することで、外壁表面が汚れよりも水となじみを良くする

「セルフッ素コート」。この親水機能のおかげで雨など汚れと外壁表面の間に水が入り込んで、

汚れを自然に洗い流します。光触媒などと異なり、太陽光を必要としないため、北面、日陰、

夜間でも効果を発揮します。

雨が降り、親水面に水滴が

付着します。※従来商品に比べ静電気がおきにくく、

もともと汚れ自体がつきにくくなっています。

親水面と汚れの間に雨の水滴が

入り込み汚れが流れ落ちます。

「セルフクリーニング機能付外装材の親水性の効果とメカニズム」

親水面に汚れが付着します。

もっと美しく、機能的な外壁へ。
「ルミフロン」はＡＧＣ旭硝子のフッ素技術により、１９８２年に商品化

された世界で初めての溶剤可溶型塗料用フッ素樹脂です。フッ素の特性を

犠牲にする事なく、溶剤・水に溶けやすく、常温硬化を可能にした「ルミフロン」

はその優れた耐久性により、塗り替え回数の大幅な低減を実現した地球にやさしい塗料用

色あせにくく、美しい。
通常サイディングは毎日の紫外線や熱の影響で樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行

します。「セルフッ素コート」は、AGC旭硝子が開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」

をベースに紫外線吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。この塗料は色あせな

どの進行を遅らせる優れた耐候性発揮します。

[促進耐候性試験結果]

※促進耐候性試験（メタルハライド系）：強い日差しや熱、雨などの過酷な自然環境を

短時間で再現する試験。

※商品の濃淡によって色差の値が変わります。

樹脂です。「ルミフロン」は、時代の要求するメンテナンスフリー塗料として 適

であり、トータルコストとして十分なメリットが期待できるため、「ルミフロン」

ベースのフッ素樹脂塗料は、建築物や煙突、橋梁などの大型構造物から航空機、車

両など幅広い分野で産業界に貢献しています。発売から３４年、そのクオリティの

高さは大きな信頼と２０万件以上の実績を築き上げてきました。

ルミフロンは旭硝子株式会社の登録商標です。

あべのハルカス 写真提供:旭硝子㈱ 岡山城 写真提供:旭硝子㈱ 航空機 写真提供:全日本空輸㈱

の機能

※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。2017.11



キューブモザイク

ハーモニー チタン オレンジ

EH3887K
ハーモニー チタン ブラックB

EH3889K
ハーモニー チタン ホワイトB

EH3885K
ハーモニー チタン アイボリーB

EH3886K

ファイン チタン ホワイトC

EH3481K
ロック チタン ベージュ

EH3483K
ロック チタン ブラウン

EH3484K

ロックストライプ15

ロック チタン ライトブラウン

EH3486K

プラッシュストーン

ハイド チタン ホワイト

EH4381H
サイレント チタン ベージュ

EH4382H
グラシュ チタン イエロー

EH4383H
グラシュ チタン オレンジ

EH4384H

サトル チタン ホワイトB

EH3941K
サトル チタン クールグレーB

EH3942K
サトル チタン ベージュ

EH3945K
ハイド チタン ブラウンB

EH3946K

キューブシュクレ15

QFソプラ チタン ホワイト

EH4041K
QFアーベント チタン ベージュ

EH4042K
QFアーベント チタン ブラウン

EH4043K
QFソプラ チタン ブラック

EH4044K

スクラッチクロス

ファインクレスタ15

ファイン チタン ホワイトC

EH3491K
ファイン チタン ブラック

EH3497K
パルフェ チタン ベージュB

EH3493K
クラフト チタン オレンジブラウン

EH3496K

ソル チタン ホワイト

EH3671K
クラフト チタン オーカー

EH3673K
ユース チタン アイボリー

EH3676K

ハイド チタン ブラックB

EH3678K

ソル チタン ダークブラウン

EH3674K
ユース チタン グレー

EH3675K

和ボーダー15

シルク チタン ホワイトＤ

EH4121K
アッシュ チタン ベージュＤ

EH4122K
チャコール チタン ブラウンＦ

EH4123K
アイボリー チタン ブラック

EH4124K

クロット

QFルッソ チタン グレージュ

EH4231K
QFクラフト チタン グリーン

EH4233K
QFユース チタン ブラウン

EH4234K
QFユース チタン ブラックB

EH4236K
QFアバン チタン イエロー

EH4232K

クレールウッド15

QFミスティ チタン ホワイト

EH3701K  
QFリピート チタン イエロー

EH3707K  
QFユース チタン ピンク

EH3708K  
QFキルン チタン グレー

EH3709K
QFルーチェ チタン ホワイトＣ

EH3706K

シルバスタイル15

2017.11 作成

ケイミュー株式会社※縦張りはオプションになります。

※印刷物と実物では色柄が異なります。 必ず現物サンプルでお確かめください。

※張り分けはオプションになります。

2018年   新春キャンペーン   外壁材  ・エクセレージ・光セラ15シリーズ   [ 誠Makoto・彩Aya仕様 ]

光触媒のチカラで
汚れを分解し、洗い流す。
キレイが長く続く「光セラ」。

無害なイオン（NO3- ）に

雨

光

大気を浄化するPOINT1
光触媒パワー「分解力」が、大気中に含まれる排気ガス等の
有害物質を無害化します。

雨で汚れを洗い流すPOINT3
光触媒の「超親水性」が、雨で汚れを強力に洗い流します。

親水基ができることで雨水
が汚れの下に侵入します。

水滴が入り込む

汚れが浮き上がって雨と
一緒に流れ落ちます。

ピカ
　ピカ

強力に洗い流す

POINT2 太陽光で汚れを分解
光触媒の「分解力」が汚れを分解し、付着力を弱めます。

光触媒の上に排気ガスなど
の汚れが付着します。

汚れが付着

紫外線が当たると活性種が
発生し汚れを分解します。

汚れを分解

色あせしにくいPOINT4
主骨格100％無機塗装の「セラミックコート」が
紫外線をガード。長期間、色あせ・日焼けを抑えます。

初期 促進耐候性試験
15000時間

実曝露推定年：約30年相当

初期 促進耐候性試験
15000時間

実曝露推定年：約30年相当

【有機エナメル塗装】

表面を手で触ると粉が付着します。
これは、塗装の劣化が進んでいるた
めです。（チョーキング現象）

光セラは塗装の劣化が
ほとんどありません。

光触媒コート
+

セラミックコート
(無機塗装)



2017.11 作成

ケイミュー株式会社※縦張りはオプションになります。

※印刷物と実物では色柄が異なります。 必ず現物サンプルでお確かめください。

※張り分けはオプションになります。

光触媒のチカラで
汚れを分解し、洗い流す。
キレイが長く続く「光セラ」。

無害なイオン（NO3- ）に

雨

光

大気を浄化するPOINT1
光触媒パワー「分解力」が、大気中に含まれる排気ガス等の
有害物質を無害化します。

雨で汚れを洗い流すPOINT3
光触媒の「超親水性」が、雨で汚れを強力に洗い流します。

親水基ができることで雨水
が汚れの下に侵入します。

水滴が入り込む

汚れが浮き上がって雨と
一緒に流れ落ちます。

ピカ
　ピカ

強力に洗い流す

POINT2 太陽光で汚れを分解
光触媒の「分解力」が汚れを分解し、付着力を弱めます。

光触媒の上に排気ガスなど
の汚れが付着します。

汚れが付着

紫外線が当たると活性種が
発生し汚れを分解します。

汚れを分解

色あせしにくいPOINT4
主骨格100％無機塗装の「セラミックコート」が
紫外線をガード。長期間、色あせ・日焼けを抑えます。

初期 促進耐候性試験
15000時間

実曝露推定年：約30年相当

初期 促進耐候性試験
15000時間

実曝露推定年：約30年相当

【有機エナメル塗装】

表面を手で触ると粉が付着します。
これは、塗装の劣化が進んでいるた
めです。（チョーキング現象）

光セラは塗装の劣化が
ほとんどありません。

光触媒コート
+

セラミックコート
(無機塗装)

QFハイド チタン ホワイトC

NH3836A
QFキルン チタン イエローC

NH3832A

ナチュラルレンガ 

QFキルン チタン ピンクC

NH3831A
QFキルン チタン オレンジC

NH3833A
QFキルン チタン レッド

NH3835A

QFパルフェ チタン ブラック

NH3857A
QFマーチ チタン ホワイト

NH3856A

QFパルフェ チタン グレーC

NH3851A

ニューレイヤーレリーフ

QFパルフェ チタン ベージュD

NH3852A
QFパルフェ チタン オーカーB

NH3853A
QFカレント チタン アイボリー

NH3855A

ココア チタン オーカーB

NH3758A

フィオット

ニュー チタン ホワイトD

NH3751A
ミルキー チタン ホワイトF

NH3752A
ベビー チタン アイボリーC

NH3753A

フリー チタン ベージュH

NH3757A

チャコール チタン ブラックB

NH3756A

セフィロウッド

QFブリュレ チタン アイボリー QFボワ チタン グレーB QFブリュレ チタン ブラック

NH4051U NH4052U NH4054U

フローラル チタン ベージュ

NH4699A

サトル チタン オレンジ

NH46910A

ニュースリムストーン

クローズ チタン ベージュ ハイド チタン グレー

NH4697A NH4698A
クローズ チタン ホワイトB

NH4693A
クローズ チタン ブラウンB

NH4694A

ダークロースト チタン ブラウン

NH3989U
シルク チタン グレーB
NH3987U

モダンスリット

シルク チタン ホワイトC

NH3981U
アトランティック チタン ブルーE

NH3985U NH39810U
チャコール チタン ブラックB

セフィロウッド 

ガーデン チタン オーク ガーデン チタン ウォルナット ガーデン チタン オリーブ ガーデン チタン スモーク

NH4055U NH4056U NH4057U NH4058U

シュトラール

ＱＦシルク チタン ホワイトC

NH4341A
ＱＦミルキー チタン ホワイトF

NH4342A
ＱＦアトランティック チタン ブルーE

NH4346A

ＱＦマックス チタン ホワイトB

NH4347A

ＱＦアッシュ チタン ベージュF

NH4343A
ＱＦシルク チタン グレーB

NH4344A

ＱＦマット チタン ベージュＤ

NH4348A
ＱＦペール チタン オレンジＥ

NH4349A
ＱＦスマート チタン ブラウンJ

NH43410A

マレストーン 

QFマーチ チタン ホワイト QFルッソ チタン アイボリー QFルッソ チタン イエロー QFテンポ チタン ブラウン

NH4441A NH4442A
QFブリュレ チタン ブラック

NH4445ANH4443A NH4444A

2018年   新春キャンペーン   外壁材  ・ネオロック・光セラ16シリーズ   [ 誠Makoto・彩Aya仕様 ]



外壁面全体がキレイで長持ち

スーパー KMEW シールは、外壁面全体を長持ちさせ、汚れにくく、環境に優しいシーリング材です。

スーパー KMEWシール

◎表面にクラックが入りにくいため、優れた防水性を発揮。

■促進耐候性試験結果 ［厚膜（5㎜厚）での表面状態］ スーパーKMEWシールは
10000時間経過してもクラック無し

スーパー
KMEWシール

（超耐久・低汚染タイプ）

初期状態

※促進耐候性試験（JIS A 1415）: 促進耐候性試験約250時間が約1年に相当します。（施工場所、使用条件等により異なります）

市販品A
（変成シリコーン系）

■長持ち

■黒色珪砂散布試験結果 
（水平面で黒色珪砂をシーリング表面にふりかけた後垂直に立てかけ、黒色珪砂の落下を確認します）

スーパー
KMEWシール
（超耐久・低汚染タイプ）

初期状態 6時間後 24時間後

市販品A
（変成シリコーン系）

初期状態 6時間後 24時間後

■促進耐候性試験結果 ［薄膜（0.2㎜厚）での表面状態］

スーパー
KMEWシール
（超耐久・低汚染タイプ）

初期状態 2000時間

市販品A
（変成シリコーン系）

初期状態 2000時間

※促進耐候性試験（JIS A 1415）: 促進耐候性試験約250時間が約1年に相当します。（施工場所、使用条件等により異なります）

◎色あせしにくく、キレイが長持ち。

（初期） ◎汚れ防止材の配合により、シーリング材表面に膜を形成。
◎施工性を損なわずに砂やゴミの付着を抑える。

■汚れにくい
◎低汚染機能を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。（経年）

■屋外暴露試験結果 

スーパー
KMEWシール
（超耐久・低汚染タイプ）

初期状態 暴露後

市販品A
（変成シリコーン系）

初期状態 暴露後

6000時間3000時間 10000時間

初期状態 6000時間3000時間 10000時間

2018年   新春キャンペーン       スーパーＫＭＥＷシール    

2017.11 作成

ケイミュー株式会社

[ 誠 Makoto・彩 Aya 仕様 ]



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

標準仕様ＦＲＰ浴槽

へ無償グレードアップ

きらめきと奥行きのある人造大理石浴槽。

ＣＧ合成によるイメージ画像です。

人造大理石浴槽
（ルフレトーン）

人造大理石浴槽

ＦＲＰ浴槽 ⇒ 人造大理石ルフレトーンに無償グレードアップ２０１８年 新春キャンペーン

W92（ﾎﾜｲﾄ） Y83（ﾍﾞ-ｼﾞｭ） N24（ﾌﾞﾗｯｸ）

大理石のような重厚な上質感と華やかな
きらめきをまとう、ホワイト・ベージュ・ブ
ラックのカラーバリエーション。
カウンター、エプロンと合わせたカラー
コーディネートで、さらにインテリア性の
高いバスルームを実現できます。

PRPSC0-171213-057



ｼﾞｭｴﾘｰﾎﾜｲﾄN ｼﾞｭｴﾘーﾌﾞﾗｯｸ 

ｼﾞｭｴﾘｰｱｸｱ ｼﾞｭｴﾘｰｸﾘｰﾑ ｼﾞｭｴﾘｰﾋﾟﾝｸN 

          ２０１８年 新春キャンペーン   

①ＦＲＰバス→お掃除ラクラク人大浴槽 

Color Variation  

 １０台 限定にて 

グレードアップ対応 

ｼﾞｭｴﾘｰﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 

汚れを弾いて 
浴槽洗いラクラク。 

①お掃除ラクラク人大浴槽 

はっ水・はつ油技術で水も皮脂も

弾き、 

汚れがついても簡単除去。 

表面クリア層 

パール層 

中間層 

基材 

ダウンライト３灯（LEDランプ）〔電球色〕 

フォルクローレホワイト 

（鏡面） 

デュエットブラウン（鏡面） 

ユウベニ（鏡面） 

ボーテグリーン（鏡面） 

ノーブルレッド（鏡面） 

プリックナチュラル（鏡面） 

フローラピンク（鏡面） 

TOTO選べるグレードアッププラン 

②壁色(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞⅡ）→プレミアムグレード４面同色 

③ｼｰﾘﾝｸﾞ照明+ﾀﾞｳﾝﾗｰﾄ1灯→ダウンライト照明（LED）電球

Color Variation  

②プレミアムグレード４面同色 ③ダウンライト照明（LED）電球色 

写真はイメージです  

情緒豊かに上質感を演出 暖かみのある電球色が浴室空間に 
深い落ち着きをかもし出します。 

プレミアムグレード 

【ボーテグリーン】   



浴室内に音楽が降り注ぐ 

｢サウンドシャワー｣標準搭載！ 
小さくても質の良い低音が発生する 

浴室空間専用のスピーカーを開発 

■音源はほとんどの機器が接続可能 

■音量等の操作ができるリモコン付 

新ジャンルの人造大理石バスタブ 

｢スターク｣標準搭載！ 
耐久性に優れ、美しい艶を保つ人造大理石 

 

FRPバスに比べ表面がなめらかなので、 

汚れが付きにくく落としやすいので 

お手入れカンタン。 

また長時間使用しても劣化しにくく、 

美しい艶と高い耐久性が魅力です。 

セッティングは簡単。 

お手持ちの音源をつなぐだけ。 ※STORYプランでお選びいただけます。 

2018年 新春キャンペーン 

※everyプランでお選びいただけます。 

なめらかな肌ざわり。 

FRPと比べて表面がなめらかで艶があります。 

肌ざわりのよさが特長の人造大理石バスタブです。 

汚れにくく、お手入れ簡単。 

汚れがつきにくく落としやすいのでお掃除もラクラク。 

日常は軽くサッと拭くだけでキレイが長続きします。 

耐久性に優れ、美しさ長続き。 

長期間使用しても熱水による劣化が少なく表面のなめらかさと 

美しさを保つので、長年経っても心地よい入浴が楽しめます。 

水あか除去性能の比較 

実際の成分に基づき人工的に作った水あか汚れを、500ｇ重

の力で軽くこすった後の状態を比較。（水あかは識別しやすい
よう着色しています） 

http://www.liberty-home.biz/


　① 　　② 　　③ 　　　④ 　　　⑤ 　　　　⑥ 　　　　　⑦

⑧ ⑨ 　⑩ 　⑪ 　⑫ 　　　　⑬

　　　　　⑭　　　 　　⑮ ⑯ ⑰

２０１８年　新春キャンペーン　　誠　Ｍakoto・彩　Ａya

壁がどこでも、収納スペースに。

マグネットだから
取付けカンタン！

移動や追加も自由自在。
手が届きやすい位置に
ピタッと収納！

どこでもラック

かくせるラック

磁石でつけるだけのカンタン
設置だから、移動や追加も気
軽にできます。

見せたくない物は扉の裏に隠して収納。必要な時はサッと取り出せます。

□フキン掛け
MGSKｳｴﾌｷﾝｶｹ
(上面取付けタイプ）

□小物置きS
MGAKｺﾓﾉﾄﾚｰ15

□レードル掛け
MGSKﾚｰﾄﾞﾙｶｹ

□フキン掛け
MGSKﾌｷﾝｶｹ

□ペーパーホルダー
MGSKﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ

□タオルハンガーS
MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS

□タオルハンガーL
MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL

□レードル立て
幅120mm
MGTS-120

□ボトル・ラップ立て
幅165mm
MGTS-165

□ボウル・ボトル・
ラップ立て
幅300mm
MGTS-300

□なべふた・まな板立て
幅475mm
MGTS-475

□鍋ふたホルダー
MGSKﾅﾍﾞﾌﾀﾎﾙﾀﾞ

□フリーラック
MGSKﾌﾘｰﾗｯｸ

□小物置きL
MGAKｺﾓﾉﾄﾚｰ35

□まな板立て
MGSKﾏﾅｲﾀﾀﾃ

□レシピ立て
MGSKﾚｼﾋﾟﾀﾃ

□マルチラック
MGSKｺﾓﾉｲﾚ

扉の裏がどこ
でも、収納ス
ペースに。

※グランディアのみ対応。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

を無償グレードアップ

食器洗い乾燥機   浅型タイプ（パネル材仕様）食器洗い乾燥機   浅型タイプ（パネル材仕様）

LIXIL製品
（ユニットバス・キッチン・洗面化粧台・トイレ）

ご採用の方にプレゼント！

（NP-45RS7SJGM）

２０１８年 新春キャンペーン 限定５棟

画像はイメージです。

NP-45RS7SJGM

シルバー

乾燥キープ

運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。

食器のカラッと感をキープします。

○乾燥性能は食器類を基準に設定されています。庫内をすべて乾かす機能は有していません。

ソフト排気

排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわりの気温上昇を抑えます。

予約タイマー

運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。

低温洗浄

最終すすぎ温度を抑えたコースです。

耐熱 60℃の樹脂製食器も安心して洗浄できます。

食器洗い乾燥機の
おすすめポイント

一般家庭へもかなり普及してきた

食器洗い乾燥機。

便利そうだけど汚れ落ちはどうなの？

…などなど、

これから導入を検討されている方に、

気になるポイントをご紹介します。

1 2 3手洗いよりも衛生的！

汚れもすっきり

時間の節約に！

洗いも乾燥も全自動

手荒れにさよなら！

肌の弱い方にも

雑菌が繁殖しやすいスポンジは不

要。手洗いにはない高い水温と強

い水圧で、ガンコな汚れをすっき

り、きれいに洗い流します。

食器をセットしたらボタンを押す

だけ。あとは洗いも乾燥もすべて

おまかせ。家事や仕事で忙しいと

きほど頼りになります。

手洗いには、水や洗剤による手荒

れがつきもの。食器洗い乾燥機を

使用すれば、そんな肌トラブルも

グンとおさえられます。

【食器収納点数】

40点(約 5人分)

【運転コース】

6コース

PRPSC0-171113-105



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

ホーロートップ
ガスコンロ

コンロキャビネット
（通常引出し）

へ無償グレードアップ

ガラストップガスコンロガラストップガスコンロ アシストポケットシェルフ付アシストポケットシェルフ付

カタログよるイメージです。

キッチンASご採用の方に
プレゼント！ ※『AS』のみとなりますので、

　他商品での特典はございません。

（H1633A0RHVMX）

（R3634B1W2VMX）

２０１８年 新春キャンペーン

よく使う道具が出し入れしやすい立体構造の

収納がさらに進化。

よく使う小物の
ポケット

作業しながら出し入れしたい小物

はポケットに。

使用頻度の高い道具はラクな姿勢

でアクセスできるシェルフに収納。

大きな道具や調理のはじめに取り

出す物は、大容量のストッカーに。

手が届きやすい
高さのシェルフ

大きなものがしまえる
ストッカー

よく使うものほど取り出しやすい。その秘密は、引出しの中に隠れた３つの収納。

※イメージ

■ホーロートップガスコンロ       ⇒ ガラストップガスコンロ

■コンロキャビネット（通常引出し） ⇒ アシストポケットシェルフ付

すっきり収納できて取り出しやすいポケット＆シェルフ。左右どちらのバーナーでも強火が使える
「ダブル高火力バーナー」を採用しています。

【主な機能】

ダブル高火力バーナー

自動調理機能

調理タイマー

Siセンサー

揚げ物温度調節

焦げ付き消火機能

３口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル)

レンジフード連動付

フェイス：シルバー トップ：シルバー

R3634B1W2VM

PRPSC0-171206-036



水切り網カゴ（浅型） 
奥までシンク用：ＫＳＺＡＭ18Ｓ 

Ｇ2シンク用：ＫＤＡＭ25Ｓ（Ｒ／Ｌ） 
Ｈ2シンク用：ＫＥＡＭ25Ｓ 

Ｂ・ＢＳシンク用：ＫＢＡＭ25Ｓ 

水切り網カゴ（深型） 
奥までシンクカウンター上用：ＫＮＦＭ17Ｓ 

Ｇ2シンク用：ＫＤＦＭ25Ｓ（Ｒ／Ｌ） 
Ｈ2シンク用：ＫＥＦＭ25Ｓ 

Ｂ・ＢＳシンク用：ＫＢＦＭ25Ｓ 

Ａシンク用：ＫＡＦＭ17Ｓ（樹脂トレーなし） 
 

サポートプレート 
奥までシンク用：ＫＮＳＰ65ＳＺＳ 

Ｇ2・Ｈ2シンク用：ＫＮＳＰ65Ｓ 

Ｂ・ＢＳシンク用：ＫＡＳＰ60ＢＳ 

Ａシンク用：ＫＡＳＰ60ＡＳ（Ｒ／Ｌ） 

水切り網用カゴふた 
マーブルファミリーシンク用 

ＫＶＭＫＦ26Ｍ 

収納ラック 
めいっぱい連動引出用 

ＫＳＺＲＥＲＡＣＫ18Ｓ 

フライパンスタンド 
ＫＦＲＰＳＴ 

小ビン立て 
Ｗ450用：ＫＣＨＯＩＴＲＩ45 

Ｗ300用：ＫＣＨＯＩＴＲＩ30 

先着10名様にキッチン用オプションをプレゼント！ 

－－１アイテム厳選プラン－－ 

－－２アイテムセレクトプラン－－ 

人気アイテム一つを選べます 

二つを選んでキッチンをカスタマイズ 

まな板立て 
ＫＮＭＴ12Ｓ 

タオル掛け 
ライン取手用： 
   ＫＴＯＲＫＫＬＩＮＥ02 

バー取手用： 
   ＫＴＯＲＫＫＢＡＲ01 

止水フタ 
奥までシンク用：ＫＨＣ05 

Ｇ2・Ｈ2シンク用：ＫＨＣ04 
Ｂ・ＢＳ・ファミリー・ 
    Ａシンク用：ＫＨＣ03 

ディバイダーセット 

     （５枚組） 
ＫＨＤＳＫＲＩＴＳＥＴ 

インナーポケット 
ＫＴＬＢＯＸ 

クロスギャラリー（1個） 
Ｗ1050用：ＫＣＧＰ1050 

Ｗ900用：ＫＣＧＰ900 

Ｗ750用：ＫＣＧＰ750 

米ビツ 
ＫＢＲＢ11ＢＫ 

縦仕切り板（1個） 
Ｄ650用： 
  ＫＫＨＤＳＫＲＩＤ650 
Ｄ600用： 
  ＫＫＨＤＳＫＲＩＤ600 

たっぷりのアイテムがパッと見つかる、スッと取り出せる。 

それがトクラスキッチン『ベリー』の適所収納力。 

便利アイテムを追加して、更に使いやすいキッチンに。 

http://www.liberty-home.biz/


レンジフードをシロッコファンからサイクロンフードⅢへ無償グレードアップ！！ 

案内板の曲面形状により、煙を水平渦巻き状態に 

キープしつつ吸い込むことでフィルターが油汚れを 

本体に入る手前でしっかり吸着する 

トクラス独自の「フロントキャッチ方式」。 

レンジフードの内部のお手入れをしなくても、性能の 

低下がありません。 

サイクロンフードⅢ ●日常は小型フィルターのお手入れと、レンジフード本体の拭き掃除だけ。 

シンクでも洗える非常に 

コンパクトなフィルター。 

油をはじく撥油塗装なので 

さっとひと拭き。 

軽い汚れはお湯につけるだけで 

油汚れが浮きあがる親水性塗装。 

食洗機でも洗えます。 

2018年 新春キャンペーン 

シルバー 

http://www.liberty-home.biz/


取っ手は７種類から

お選びいただけます

［同価格］

ＣＴ２０（木目柄）

ＣＬ２０（単色柄・鏡面）

ファイン
レッド[LD]

オリーブ
グリーン[LZ]

ビューティ
ホワイト[LW]

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]

ＣＰ２０（木目柄・鏡面）

アルベロ
ブラック[PV]

アルベロ
ホワイト[PF]

オレンジ
[LE]

ブラウン
[LM]

ネイビー
[LC]

ＣＨ２０

ペイント
ウッド柄[ＨＭ]

ヴィンテージ
メタル柄[ＨＱ]

ベージュ
[LB]

扉柄バリエーション

カウンター高さ ８５０ｍｍ

件名 １階 キッチン XBBTDJ提案ＮｏリバティＨ様２０１７年【誠】標準仕様

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ラクシーナ　扉：ＣＨ２０　ペイントウッド柄（ＨＭ）　取っ手：ＬＣＡ　カウンター：グラーノホワイトパナソニックキッチン

フロアユニット

仕様・特長

水栓金具

レンジフード 調理機器

カウンター

ひと目で見渡せてラクラク出し入れ、「置きラク収納」

シンク
排水部も継ぎ目がな
いのでお手入れが
簡単です。

人造大理石カウンター
グラーノホワイト(YW)

キッチンボード [3mm厚]
ネオナイーブ柄
ホワイト(YS)

耐震ロック
開き戸ウォールユニットには耐震ロック
を装備。安心感を高めます。

低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最高等級Ｆ
☆☆☆☆の商品です。

シルバー色ストッカー

手前に包丁やまな板、調理道具
を納める収納を標準装備。

ダンパーが衝撃を吸収して
静かに閉まるフルオープン
スライドレールのソフトクロー
ジング機構です。

ユニット内装色・底板はスー
パーホワイト色です。

最大475mm引き出
せるフルオープン
スライドレールで
す。

さっとれるファン仕様。シルバー色・上
幕板シルバー・常時換気・照明付。

全自動おそうじファン付。 「ラクウォッ
シュプレート」のお手入れは1年に1回、
食器洗い乾燥機に入れるだけ。

ホーロートップガスコンロ
片面焼グリル

ホーロートップ
丈夫なホーローコーティング仕上げ。汁受
け皿なしでお掃除がラクラク。

ほっとくリーンフード ＱＳＳＧ３２Ｎ１Ｎ

隙間がなく汚れの溜まりにくいシンクです。

きめ細やかなシャワーに切替えできま
す。ステンレスＭタイプ

スキマレスシンク

操作しやすいビッグレバー。ヘッドは約3
0センチ引き出し可能です。

混合水栓ハンドシャワー

動画を
チェック！

http://www2.panasonic.biz/es/sumai/vasc/video/playback.html?contents=4NC9rGU4YHM
http://www2.panasonic.biz/es/sumai/vasc/video/playback.html?contents=3DLMItI-BF0


◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

サッシ・玄関もＬＩＸＩＬで
ご採用の場合
サッシ・玄関もＬＩＸＩＬで
ご採用の場合

①エコカラット ワンタッチパネル①エコカラット ワンタッチパネル ②クローゼットドア折れ戸 ミラー付②クローゼットドア折れ戸 ミラー付 ③室内物干し  天井付タイプ③室内物干し  天井付タイプ

２０１８年 新春キャンペーン 限定５棟

雨天時・夜間など、洗濯物を
室内に干したいときにさっと使える室内物干し。

洗濯物の一時掛けや毎日着るものを掛けるなど、幅広い使い方が可能です。

ポールは着脱式です。使用しないときは邪魔になりません。

注意事項：物干しサオは含まれていません。

外出時に身だしなみを整える、
姿見として最適です。

（WCF-CFA）

１ヶ所

（NW22891）
１セット２本

LIXIL製品（リビング建材1棟分）
ご採用で下記３点より１点プレゼント！

扉を左右どちらにも寄せられるフリータイプの
クローゼットドア。

絵を飾るように空間を彩り、
気になる湿気やニオイを抑制します。

自然な石積みの意匠のアクセントパネルが空間を上質に演出します。

（Z-AC0606-MAAL）

１ヶ所
0606サイズW611×H611

画像はイメージです。画像はイメージです。

クリエホワイト

クリエペール

クリエラスク

クリエダーク

クリエモカ

プレシャスホワイト

※１ヶ所 W600×H1800まで（関東ハウジング様施工）

特別
特典

PRPSC0-171128-030b



2018年新春キャンペーン 

室内物干しユニット  

  「ホシ姫サマ」天井直付けタイプ 
ＣＷＦE１４ＣＭ 
 

ちょっとしてスペースを有効利用できる、コンパクトサイズのホシ姫サマです。 

・操作ヒモを引くだけで、簡単に物干し竿の出し入れができます。 

・洗濯物の量に合わせて、最大１７０８ｍｍまで竿を伸ばせます。（通常９５６ｍｍ） 
・コンパクトながら、約８ｋｇの洗濯物が干せます。（脱水後の重さ） 

ＣＷＦE１２ＣＭ 

http://www.eikohsha.biz/


suparia11
長方形



2017.08.28

■キャンペーン得点内容：大建工業の床・建具・収納等をご注文いただいたお施主様に、下記のいずれかプレゼント！ 

室内物干し ものほし上手 天井直付タイプ 

生活のジャマにならない、天井面を利用 

する物干しユニット。雨の日や、外に干し 

づらい季節や環境でも室内なら安心です。 

外に干しづらい季節や環境に 
 

冬の季節や雨の日、外に干すと汚れて 

しまうような環境におすすめです。また 

ひとり暮らしの女性など、日中外に干し 

づらい環境でもプライバシーを守ります。 

場所を取りません 
 

天井に近いスペースに 

干しておけるので 

邪魔になりません。 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

３ 

操作棒で昇降 
竿は操作棒（着脱式）を回せば楽に昇降でき 

使わないときは天井面に収納します。 

 

天井面から1000㎜降ります。 
天井高2400㎜の場合、1400㎜高まで降りるため、ラクに干す事ができます。 

重量目安ガイド。 
重量目安ガイド付きで、8㎏まで洗濯物が干せます。 

ものほし上手  

ショート 天井直付昇降（1340タイプ） 

FQ0402-2N ￥48,400 

 

シェルフ付き物干し 

便利で手軽な物干しは、 

衣類を掛けたり小物が置ける 

多目的シェルフです。 

ランドリースペースを有効活用 
 

洗濯機の上のスペースを活用して 

室内物干しとして使用可能です。 

洗剤などの小物も置けます。 

シェルフ付き物干し  

FQ0415-4 ￥23,600 

 

取付け時、少し斜め上になるような 

仕様です。※荷重時に水平を保つ為 

取付け時には少し斜め上になります。 子ども部屋の小物収納棚 リビングの飾り棚 

こんな使い方もオススメ！ 

壁厚収納カベピタ 格納イス 

壁内に格納できる補助イスとして、玄関・洗面室での動きをサポートします。 

耐荷重100㎏ 

締めた状態 

開けた状態 

格納イスSS 
FQ0901-11 ¥49,200／梱   

 

※格納イスは、壁面になじむ 

 ホワイト色のみになります。 

 

 

 

 

 

寸法図 

室内物干し ものほし上手 薄型簡易タイプ 

もの干し上手  

薄型簡易タイプ（2本入り） 

FQ0413-1 ￥23,300 

 

※竿は市販品をご使用下さい。 
※天井保護のため、8㎏以上の荷重はかけないで下さい。 

（昇降タイプとは異なり、安全装置はありません。） 

生活のジャマにならない、天井面を利用 

する物干しユニット。雨の日や、外に干し 

づらい季節や環境でも室内なら安心です。 

※ポールは取り外しが可能です。 



壁１面、１部分だけを濃色にしたり、

好きなテイストの大きな柄にすることで

お部屋のイメージをつくることです。


