
ﾙﾐﾅｰﾚ千里山月が丘仕様ﾌﾟﾚｾﾞﾝ

　株式会社　足立工務店



□概要 □木材仕様リスト ＊防腐・防蟻処理GLより１mまでの木部

構造 木造在来工法 モジュール ９００mm 土台 ヒノキ105×105 大引 ヒノキ105×105

階数 2階建 断熱地域区分 Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ　 Ⅳ　　Ⅴ 火打土台 -

基礎 鉄筋コンクリート造ベタ基礎(基礎パッキン使用） 防火仕様 法22条　・準防火　・防火 通柱 EW120×120 小屋束 米松Ｇ105×105

内外立上り　Ｗ＝120　アルミ水切り 外壁下地 隅柱 EW105×105 棟木

巾木：モルタル刷毛引き 内壁下地 プラスタボード　 管柱 EW105×105 母屋

地耐力調査 屋根下地 構造用合板 t=12 の上ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ貼　 筋違 米栂　45×90 垂木 45×60＠455

地盤改良 天井下地 プラスターボード　 間柱 米栂　30×105 小屋筋違 13×90

防蟻 床梁 米松ＫＤ、プレカット図参照

火打梁 HB金物

室名 床 巾木 天井高 廻り縁
玄関 300角タイル張（立上り共） ３００角タイル ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ホール、廊下 フローリング　ｔ＝１２ システム ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1FＷＣ 耐水フローリング システム ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし

2FＷＣ 耐水フローリング システム ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
洗面脱衣室 耐水フローリング システム ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽﾙｰﾑ - 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｷｯﾁﾝ フローリング　ｔ＝１２ システム 一部キッチンパネル ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし

樋 ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ フローリング　ｔ＝１２ システム ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし
㈱豊　運 ジョリパット　コテ仕様　30㎡程度 階段 システム集成階段 システム ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
通気モルタル ジョリパット　ﾘｼﾝ吹付仕様　その他 洋室 フローリング　ｔ＝１２ システム ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ﾘｻﾞｰﾌﾞ 図面に依る なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ、物入 フローリング　ｔ＝１２ 雑巾刷 ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ＳＰ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ＳＰ 図面に依る なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
押入 ラワンベニヤ 雑巾刷 ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ＳＰ ビニルクロス ｻﾝｹﾞﾂ：ＳＰ 図面に依る なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アルミサッシ TOSTEM　DuoPG

ガラス Low-eﾍﾟｱｶﾞﾗｽ（一部省く） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
手動ｼｬｯﾀｰ 引き違い窓W1200以上 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
面格子 １Fサッシ（ｼｬｯﾀｰ部以外） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
アルミサッシ TOSTEM CZ片扉仕様 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 □建材・造作 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□３００タイル ｾﾗﾐｶ・ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ フローリング ｱｲｶ工業：タフユカ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ﾄｲﾚ、洗面 ｱｲｶ工業：パワフルフロア

□３００タイル ｾﾗﾐｶ・ｸﾚｵﾊﾟﾄﾗ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 階段 ｱｲｶ工業：イースタンオーク集成階段

洋室建具 ｱｲｶ工業：マーレスクラスS

床 ＦＲＰ防水1ＰＬＹ 玄関収納 ｱｲｶ工業：マーレスクラスS（鏡面）

金物 物干金物１ヶ所 クローゼット内部 天棚＋ハンガーパイプ

アルミ笠木 サッシと同色 押入内部 中段＋枕棚　

屋根 アクアフォーム　80ｍｍ　 物入内部 中段

壁 アクアフォーム　75ｍｍ　 階段手摺 ブラケット型木製丸棒手摺

床 アクアフォーム　75ｍｍ

□特記事項 □設備

洗面化粧台
まとめてネット（各居室LANケーブル完備） 洗濯機ﾊﾟﾝ、洗濯水洗 INAX     　　□640ｘ640 INAX     LF-38RHQ

メイントイレ
サブトイレ
電気設備 どこでもドアホンインターホン１ヶ所・アース付コンセント（洗濯機・レンジ・冷蔵庫）・各居室ＴＶジャック・ＬＤＫ1箇所ＴＥＬモジュラージャック（空配管）  　

マルチメディア
換気扇
照明器具 ポーチ・玄関ホール・廊下・階段・トイレ・洗面所・洗面台（セット品）・レンジフード・（セット品）・流し元・浴室（セット品）

給水（湯）衛生 給水（キッチン・浴室・洗面・トイレ・洗濯機置場・給湯器・散水栓）　　給湯（キッチン・浴室・洗面）

床暖房設備 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ1800×1800　　　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ1800×1800　　　　　　2箇所

給湯器 ｴｺｷｭｰﾄ　ｽﾘﾑ　　　・　　　　ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ

火災報知機 寝室・廊下：煙感知器　キッチン：熱感知器

回路 18回路＋予備（2回路）

整理NO. DATE MANAGER DRAW

H24.10.12

ｴｺｷｭｰﾄ(ｽﾘﾑ）　IHｺﾝﾛ　　電気床暖房

ロフト

ポーチ

玄関床

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

断熱材

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

INAX　エルシィーＭセレクションＬ＝900　ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ　開き扉＋2段引出し　　ミラー曇り止めヒーター付3面鏡

INAX　　　ＬG便器　ｼｬﾜｰﾄｲﾚ　紙巻器　ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ

省エネルギー等級4等級相当
高断熱高気密高遮熱住宅
発泡ウレタン吹付断熱 　　　　　　　　　　　　　　浴槽ＦＲＰ製　フロフタ　ｷﾚｲ床

ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝＬ＝2550　　ｶｳﾝﾀｰ：人造大理石　　食器洗い乾燥機　レンジフード　　浄水器水栓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンロ：IHｺﾝﾛ・ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ　カップボード家電収納Ｗ1800

INAX　　　　ﾗﾊﾞｽ　　　ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ1616サイズ　　ｷﾚｲﾄﾞｱ　　横長ミラーｷﾚｲ鏡　換気乾燥暖房機　ｻｰﾓﾌﾛｱｰ　くるりんポイ

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸまとめてネット　　各居室　カテゴリー6　　5線まで

キッチン・トイレ・浴室・洗面

マルチメディア対応住宅

ALL電化　　又　　エコジョーズ

エコジョーズ　ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ　　電気床暖房

標準3帖程度

IANX　　　ＬG便器　暖房便座　紙巻器　ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ  　　　プランにより2階にﾄｲﾚがない場合でも減額は出来ません

ﾙﾐﾅｰﾚ千里山月が丘分譲仕様書

透湿防水シート貼＋ノボパン

米松Ｇ105×105、105×180

　　リッジウェイ葺　

米松Ｇ105×105、105×180

　　5年保証（保証書発行）

□外部仕様

屋根

ｴｺ住宅

屋根断熱工法に付必要なし

開口部

換気

玄関扉

外壁

軒樋：角（塩ビ）　竪樋：角（塩ビ）　

破風
NICHIHA　　無塗装3×10板　EP塗り

軒裏
ケイカル板　ＥＰ塗り

完・未　　　

有・無　（表層改良・柱状改良・鋼管杭打）

壁

□内部仕様

天井 備考



■カラーバリエーション

リッジウェイは、ガラス繊維補強された　アスファルト基材

が２層構造となっており､１層目の一部をくし形に カットする

ことで、２層目が表れるデザインにしてあります。 　　　　　　

このデザインが段差を生み､陰影がある重厚感を醸し出し

ます。

デュアルブラウン

ハーバードスレート

フォレストグリーン

アーストーンシーダー

デュアルブラック

■リッジウェイの構造

〈２層構造〉
①ファイバーグラスマット（コア材）

②耐候性アスファルト

③粒状彩色石

④改質接着剤

⑤セルフシーラント

イメージ写真

■リッジウェイの特徴

リッジウェイ表面の彩色石は
セラミック焼付け塗装！　　　
色落ちしないので、　　　　　　
再塗装は必要ありません！

再塗装不要

リッジウェイは１㎡当りの重量が　　　　　　　
約１２ｋｇと非常に軽量。

(瓦の約１／４、化粧スレートの約２／３)

住宅の天辺が軽くなるので、耐震性が向上
します！

地震に強い軽量設計

優れたデザイン性

アスベストフリー

健康上問題なアスベストは　　　　
一切使用していません！

リッジウェイ独特の2層構造とランダムな　

粒状彩色石のグラデーションカラーが、　
立体感ある陰影を演出し、個性豊かで　　
深みのある表情を屋根に与えます。

欧米風モダン住宅だけではなく、伝統的な
日本住宅にも美しく調和します。

　軽く、強く、美しい屋根
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一部が基礎断熱で基本は床断熱となります



防火構造防火構造防火構造防火構造
・・・・

準耐火構造準耐火構造準耐火構造準耐火構造

目地のないシームレスな
大壁工法で多彩な仕上げ
パターンが施工可能。

多彩多彩多彩多彩なななな
デザインにデザインにデザインにデザインに
対応対応対応対応

国土交通大臣認定
「防火構造及び
 準耐火構造45分・
 1時間」の認定を取得。

防火構造防火構造防火構造防火構造
・・・・

準耐火構造準耐火構造準耐火構造準耐火構造

窓廻り等以外の継ぎ目をなくすことで
長期的なシール充填のメンテナンスを
軽減でき、大壁面のジョイントヤセもありません。

安心の安心の安心の安心の
施工要領施工要領施工要領施工要領

施工マニュアル及び
チェックリスト完備。

工期の短縮工期の短縮工期の短縮工期の短縮
成型済ベースＢラスの使用により、
モルタルの下塗りが不要となり、
工期の短縮が可能。

優れた耐久性優れた耐久性優れた耐久性優れた耐久性
「外壁通気工法」を採用。無機質なモルタルと、
高機能仕上げ材との組み合わせにより、高品質で
高耐久なモルタル外壁工法です。

クラックの軽減クラックの軽減クラックの軽減クラックの軽減 耐アルカリグラスファイバーネット（ジルコネットＳ）
との組み合わせにより、クラックの発生を大幅大幅大幅大幅に軽減。

クラックの軽減クラックの軽減クラックの軽減クラックの軽減

　　外壁通気工法とは、木造住宅の耐久性を高める。
　つまり、長持ちさせるためのとっても大事な仕組みです。
　それは、木造住宅に使われている肝心の木材の性質に
　理由があります。木材は、乾燥しているほど強度も強く、
　また、腐ることもなくも何十年と長持ちしますが、
　一旦木材が湿ってくると、強度も低くなり、同時に腐り
　始め、寿命も短くなりますます。
　つまり、木材が常に乾燥しているかどうかが、木材の
　強度と寿命を決めていますから、外壁通気工法は、
　木造住宅を長持ちさせる大事な要素なのです。

ベースＢ大壁工法は、品質管理された工場生産品である
ベースＢラスを施工するだけで、モルタルの下塗りまで完了。
塗り厚不足も解消でき、下塗りの施工管理も容易になります。
上塗りベースモルタルＢは、ＩＳ09001/ＪＩＳ認証の工場で
生産された、良質な軽減モルタルを使用しています。





ＷＯＲＫＴＯＰ　－天板―

ナチュラルグ
シンクの裏側に振動を低減する制震材を使用。
従来のシンクの６０ｄＢに対し４１ｄＢまで
低減いたしました。

◆静音シンク　小物置き

KITCHEN　PANEL　　－キッチンパネル―

◆ホーロー製　Hタイプ

ﾛｯｼｭ
ﾎﾜｲﾄ

ﾛｯｼｭ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾏｲﾙﾄﾞ
ﾎﾜｲﾄ

ライト
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ホーローは表面がガラス質なので
汚れにくいのが特長。また、熱や
湿気にも強く、長く使用しても変
質・変色したり、表面がはがれたり
しません。窓を拭く感覚でいつも
きれいが保てます。

DISHWASHING MACHINE　　　－食器洗い乾燥機―

◆EW-DP45S

RANGEHOOD　　　－レンジフード―

◆VNS-901

TAP　　　－浄水器内蔵ハンドシャワー水栓―

◆S-F402TT (S)

INDUCTION　HEATING　　　－IHクッキングヒーター―

SYSTEM　KITCHEN
＆COLOR

TAKARA　STANDARD

BASE　CABINET　　　－ベースキャビネット　吊戸棚無し―

◆オールスライドタイプ　ヘティヒソフトクローズ（キッチンのみ）・ホーロー底板（キッチンのみ）

底板がホーローなので
お手入れカンタンで、
いつまでも清潔に使用できます。
（キッチン本体のみ）

DOOR　　　－扉

※イメージにつき、実際の仕様とは異なります。
※イメージにつき、実際の仕様とは異なります。

【マーレスⅡ】

【マーレスⅡクラスＳ】

AY695CM AI-2062CM AN-571CM AI-2225CM AY-2600CM AN-2580CM AN-2568CMＡＩ-573CM H-5414CMAI-415CM

AY-8930CM AY-404CM AY-568CM AI-420CM AY-421CM

①油煙を吸い込む整流板は、汚れの染み込まないホーロー製なので、しつこい汚れもサッ
　　とひと拭き。
②取外しも簡単なので、気になる裏側の汚れもお手入れしやすく、すっきり丸洗いできます。
③整流板の効果により周囲の吸い込み力がさらにアップし、高い捕集効率を実現。
④フードの外側に逃げようとする油煙も確実に捉えて、キッチンを快適に保ちます。

把手部分にも、
扉と同柄のメラミンを巻き込んだ
手掛け扉です。

◆天板　人造大理石

【扉仕様　メラスクープ扉】

SINK　　－シンク―

シャインベージュ シャインホワイトシャイングレー ナチュラルホワイト

２口ＩＨ　＋　ラジエントヒーター
●左右ＩＨに３ｋｗ搭載
●指１本で簡単調節できる『火加減タッチキ－』
●ムラ無く鍋を加熱する『ダブルリング加熱』
●少量油自動対応（左右選択）
●水無し両面自動焼きグリル

◆ＣＳ－ＫＧ３８M

引き出しが閉まる手前で速度調節。
静かにきちんと閉まる、衝撃も少ない
ソフトクロージング仕様（キッチン本体のみ）

◆トールユニットW900　家電収納W900



｜壁パネルカラー｜〈Ｌパネル アクセント張り〉

◆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。

PRPSC0-120330-143a

汚れが固着しにくく、落とし

やすい。最新技術の床で、お

そうじラクラク。

冷たさを感じにくい独自の断

熱構造で足裏から逃げる熱を

減少します。

LAP-1582-T (1本)

※写真はイメージです。照明灯数は浴室
サイズ等によって異なります。

全身浴、半身浴ができる

機能的な浴槽です。

浴槽内握りバー
（グレー）

浴槽内握りバー
（グレー）

直線と楕円を基調とした

上質なシンプルデザイン。

プレーン浴槽オーバル浴槽

浴槽の残り湯を利用して排水トラップ

内にうず流を発生させ、うず流で排水口

をキレイに保ちます。

うずの力でキレイ
にまとめる

深さのあるカゴで、
すばやく排水

片手でポイ。
便利な把手

排水口のおそうじの不満を解決。
オンリーワンのうず流機能。

うず流
ヘアキャッチャー

排水

浴槽からの
排水

排水トラップ

うず発生イメージ 浴室側をパッキンレスに

してカビの発生を抑え、ド

ア下の換気開口をタテ向

きにしたのでホコリがた

まらず外観もスッキリに

なりました。

タテ型ガラリとパッキンレスで
すべてのドアがおそうじラクラク。

パッキンレスゴムパッキン

換気開口

従来のドア キレイドア

■プッシュワンウェイ排水栓

指で軽く押すだけで、
排水が簡単にできます。

段差12㎜

平天井 + 天井付け照明（蛍光ランプ）
EFD-D2-1A

折り戸
VDY-8002052R(70)

ＦＲＰ浴槽 ※巻きフタ付

フロフタ 鏡＆収納 浴室ドア

ランドリーパイプ天井＆照明 換気設備

心と身体を癒す

“くつろぎの空間”。

より使いやすく、

快適なデザインへ。

※カラー＆小組み P@SS×108 で収まります。

｜浴槽カラー｜FRP ｜床カラー｜単色

N86+N86
ﾎﾜｲﾄ+ﾎﾜｲﾄ

N11+N86
ﾌﾞﾗｯｸ+ﾎﾜｲﾄ

R22+N86
ﾌﾞﾗｳﾝ+ﾎﾜｲﾄ

N11+N11
ﾌﾞﾗｯｸ+ﾌﾞﾗｯｸ

｜洗面器カウンター｜

N86/ﾎﾜｲﾄ Y81/ｲｴﾛｰ

G81/ｸﾞﾘｰﾝ Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ

P91/ﾋﾟﾝｸ

アクセントパネル（鏡面）

アクセントパネル（ＨＴ） ベースパネル

HN722
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

HN723
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾌﾞﾗｳﾝ

HN724
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

HN442
ﾏｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸ

HN441
ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ

HT212
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

HT211
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ

HT111
ﾓｸﾒUﾗｲﾄ

HT112
ﾓｸﾒUﾐﾃﾞｨｱﾑ

HT113
ﾓｸﾒUﾀﾞｰｸ

HN721
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾍﾞｰｼﾞｭ

HN171
ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN172
ﾋﾟﾝｸｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN153
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾌﾞﾙｰ

HN151
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾎﾜｲﾄ

HN891
ｱﾗﾍﾞｽｸﾌﾞﾗｯｸ

HN833
ｶﾞﾗｺﾓｻﾞｲｸｸﾞﾘｰﾝ

HN152
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝｸﾞﾘｰﾝ

LE601
Lﾊﾟﾈﾙ(EB)ﾎﾜｲﾄ

LE301
Lﾊﾟﾈﾙ(ﾏｯﾄ)ﾎﾜｲﾄ

N66
ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

TYPE：1616 サイズ　BGDS-1616LBM
※写真はイメージです。

２形状からお選び頂けます。

HN461
ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

HN641
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾀﾞｰｸ

ヨコ長ミラー
+高級収納棚180W(2段)

100V換気乾燥暖房機

：常時換気機能付

フリーサイズ額縁キット

UFD-110A

巻フタ

BL-SC79156R-K

R-1010P-16/W

スタンダード仕様 (2012 年仕様 )

システムバスルーム　ラ・バス

シャワーホースフック
<ダークグレー>

スライドフック付握りバー（メタル調）
CKNB(2)-B-L1000/CH

タオル掛
KF-61S-PU1

スライドフック付握りバー

カウンター埋込水栓（メタル調）
/スイッチ付スプレーシャワー<メタル調>

サーモ付なのでカンタンに温度

調節ができ、お好きな温度の

お湯が出てきます。

洗い場側水栓

うずのチカラで、排水口のおそうじラクラクポイント 汚れやすかった部分をなくしておそうじラクラクポイント

くるりんポイ排水口

汚れを落としやすく、冷たさを感じにくいポイント

キレイ床 サーモフロア

キレイドア

ポイント１

ポイント３

ポイント２



｜カラーバリエーション｜

スタンダード仕様 (2012 年仕様 )

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

ンジをなくして拭き掃除もカンタンです。

大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープ

大口径サイズ

フランジあり フランジレス

ゴミをキャッチ

ヘアキャッチャー

通水部
新形状
ヘアキャッチャー

フランジ

フランジ

排水栓は着脱式なので部品を

ばらしてキレイに洗えます。

◆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。

PRPSC0-120330-143b

水栓金具

洗面化粧台エルシィ ＜Ｍセレクション＞

多彩なプランニングで

快適な洗面空間を創り出す

洗面カウンター。

※カラー＆小組み P@SS×108 で収まります。

扉カラー カウンターカラー

TYPE：間口 900mm　LCJ1H-905SY/MLCJ-903TX
※写真はイメージです。

YS2/ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ LP2/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ H/ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

CH2/ｻﾃﾝﾎﾜｲﾄ CR2/ｻﾃﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

LM2/ｸﾘｴﾓｶ

CM2/ｻﾃﾝﾏﾎｶﾞﾆｰ

LD2/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

CZ2/ｻﾃﾝﾌﾞﾗｯｸ

奥行き５００㎜のコンパクト設計でありながら、洗面器容量１６Ｌと、

仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。

もちろん洗面器とカウンターは継ぎ目のない一体成形です。

滑らかなカウンターから

ボウルへのスロープ。

ゆったりとしたカーブの

ボウル。

ビルトイン水栓で、ハイ

バックガードのお手入れ

しやすさがアップ。

洗面器開口

４３５㎜

カウンター奥行

５００㎜

ハイバックガード

仮置きスペース

LF-HC397SY-MB

水ハネの少ない微細シャワー吐水で、従

来比20％の節水タイプ〈4人家族の場合、

1日バケツ1.5杯分(約14L)〉｡

吐水切替(シャワー吐水) 吐水切替(整流吐水) ホース収納式

シングルレバーシャワー水栓

水栓は、お掃除もしやすいビルトインタイプ

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

混合

湯 水

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

エコハンドル

化粧台本体 ミラーキャビネット

引出タイプ

化粧小物など小さなものとバケツなどの

大きなものを、効率よく分別収納できます。

けこみ部は、

動きやすい

だけでなく

踏み台など

も収まる高

さです。

分別して収納できる引出タイプ

けこみ高さ
１５０㎜

900
500

800

1,060

LCJ1H-905SY

3面鏡

小さなものから

背の高いものまで

効率よく収納可能。

トレイアレンジ自在の３面鏡 

MLCJ-903TX

無駄なお湯を節約ポイント

エコハンドル

奥行きコンパクトでスタイリッシュポイント てまなし排水口で、おそうじの不満解消ポイント

スタイリッシュカウンター てまなし排水口



｜機能一覧｜

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりマッサージ洗浄

■■■　 快適機能　 ■■■

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

点字対応

大型共用便座

Wパワー脱臭（2モード）

■■■　 清潔機能　 ■■■

本体スライド着脱

女性専用レディスノズル

暖房便座コード内蔵

ノズルオートクリーニング

サイドライン便座

便フタワンタッチ着脱

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

■■■　 省エネ機能　 ■■■

ワンタッチ節電

超節水 ECO6（大 6L、小 5L）

電源スイッチ

スタンダード仕様 (2012 年仕様 )

◆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。

PRPSC0-120425-019a

Ｗパワー脱臭 おしり泡ジェット洗浄

コンパクトデザイン 本体スライド着脱

シャワートイレ

Ｎｅｗ ＬＧ便器

シンプルデザインの

LG 便器が ECO6 で新登場！

陶器製タンクの横幅が

スリムになりました。

※カラー＆小組み P@SS×108 で収まります。

｜カラーバリエーション｜

TYPE：C-100S/DT-4850
※写真はイメージです。

アクセサリー

片手でカンタンにペーパーの交換が
できるワンタッチ式です。

ワンタッチ式紙巻器
CF-22H

Hシリーズ
CW-H32

寸法：136(φ8)×37×156
タオルリング
スタンダードシリーズ
KF-91

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。

ポイント 上から１００％流して
汚れを残さずしっかり洗浄。

ポイント

超節水ＥＣＯ６ しっかり洗浄

（おフロ１杯を180Lで計算）

操作部がコンパクトに！

デザイン性とともに清掃性が

高まりました。

従来品

10年前

本体をスライドさせて着脱。

便器とのすき間をお掃除でき

ます。

着座すると脱臭を開始。使用後

には、次に使う人のために、より

強力にニオイを吸引します。

シャワーに気泡を混入し、洗浄

力と洗い心地を一段と向上。
快適機能がいっぱい。使いやすさに

こだわったシャワートイレ。

操作部

大洗浄６Ｌ、小洗浄４．５Ｌの「超節水ＥＣＯ６トイレ」。

従来品※(大１３Ｌ)と比べ、約６２％の節水を実現。２日でオフロ１杯分以上

（248L）節約できます。また、水道料金なら年間約１２,５００円 もお得です。

便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から

１００％ぐるりと流す強力な洗浄方式により、

便器内の汚れをまるごと洗い流します。

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色 (納期約２週間 )

BU8
ｱｲﾎﾞﾘｰ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

※1989～2001年発売品

Ｌセレクション従来型ゼット口付便器

<1F>



｜機能一覧｜

■■■　 快適機能　 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

■■■　 清潔機能　 ■■■

本体ワンタッチ着脱

便フタワンタッチ着脱

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

■■■　 省エネ機能　 ■■■

超節水 ECO6（大 6L、小 5L）

スタンダード仕様 (2012 年仕様 )

◆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。

PRPSC0-120425-019b

ハイパーキラミック シンプルデザイン

本体ワンタッチ着脱 スローダウン機構

暖房便座

Ｎｅｗ ＬＧ便器 <2F>

シンプルデザインの

LG 便器が ECO6 で新登場！

陶器製タンクの横幅が

スリムになりました。

※カラー＆小組み P@SS×108 で収まります。

｜カラーバリエーション｜

TYPE：C-100S/DT-4850
※写真はイメージです。

アクセサリー

片手でカンタンにペーパーの交換が
できるワンタッチ式です。

ワンタッチ式紙巻器
CF-22H

寸法：136(φ8)×37×156
タオルリング
スタンダードシリーズ
KF-91

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。

ポイント 上から１００％流して
汚れを残さずしっかり洗浄。

ポイント

超節水ＥＣＯ６ しっかり洗浄

（おフロ１杯を180Lで計算）

大洗浄６Ｌ、小洗浄４．５Ｌの「超節水ＥＣＯ６トイレ」。

従来品※(大１３Ｌ)と比べ、約６２％の節水を実現。２日でオフロ１杯分以上

（248L）節約できます。また、水道料金なら年間約１２,５００円 もお得です。

便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から

１００％ぐるりと流す強力な洗浄方式により、

便器内の汚れをまるごと洗い流します。

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色 (納期約２週間 )

BU8
ｱｲﾎﾞﾘｰ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

※1989～2001年発売品

Ｌセレクション従来型ゼット口付便器

便座の着脱が簡単にできるの

で、便座とのすき間掃除にも困

りません。

ゆっくり閉じて安心・快適の

スローダウン便座。ゆっくり閉

まり、不快な音を防止します。

擬似汚物を塗布 洗　浄 洗 浄 後

汚物汚れに強い

スローダウン機構付暖房便座（大型）
CF-18ALJ

ゆっくり閉じて安心のスローダウン

便座・便フタ機能を搭載しています。

横幅
２０ｍｍ
スリムに

３８０㎜

タンクの横幅が従来品より

２０㎜スリムになりました。

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、陶器の美しさを

長く保てます。



●すりキズに安心！ ●汚れに安心！ 

表面に特殊強化コートを施すことでJAS FWタイプ
耐摩耗性試験700回を余裕をもってクリアする、高
い耐久性を実現しました。うっかり物が当たっても
傷つきにくく、拭き掃除を繰り返しても褪せません。
ペットのツメあとや引っかき傷などもつきにくいので
、室内でペットを飼われるご家庭にもお勧めです。 

油性ペンでもから拭きでふき取れます。 特殊強化コート層で、美しさ長持ち。 

▲マーレスボード 

▲強化プリント合板 

▲マーレスボード ▲強化プリント合板 

薬品にも強くシンナーでも
変色しません。 

扉の開きが50mm以上の部分
では消音ダンパー機能は働
きません。 
開きが50mm以下になった所
から静かに扉を引き込みます。 

約50mm 
(ブレーキポイント） 

(下荷重・上吊り共に標準装備) 

QUALITY  

＜一般ドア取手＞ ＜サニタリードア取手＞ 

HANDLE DESIGN ＆ 造作部材  

＜一般引戸取手＞ ＜サニタリー引戸取手＞ 

L色 

M色 E色 S色 

V色 Z色 J色 Y色 

A色 D色 

K色 W色 G色 C色 F色 

DOOR  COLOR  VARIATION  

何年経っても色褪せない素敵なインテリアはマーレスⅡインテリアシリーズから。 

<LDK> 

サイドスリット 
H=2347 

フラット 
H=2047 

<一般> 

フラットT 
(表示錠・明かり窓付) 

H=2047 

<サニタリー> 

MARLESSⅡ Ｃｌａｓｓ.Ｓ ＳＥＲＩＥＳ 

DOOR  DESIGN 

ＤＫＨ17ＦＱ 

ＤＫＨ18ＦＱ 

ＤＫＨ17ＪＱ 

QKH11AMS QKH11TMS 

ＤＫＨ18ＪＱ 

●バリアフリー対応 

敷居段差３mmの        
｢下荷重タイプ｣バリアフリー
対応引戸です。 

消音ダンパー機能 

[室内建具 Ａ] 

Ａ Ａ 

Ｂ Ｂ 

造作部材／Ｊ色 建具枠／全てJ色 

下荷重タイプ(段差3㎜) 



ＥＮＴＲＡＮＣＥ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ ＣＬＯＳＥＴ 

クロセット H=2347 収納 H=2347 

●取手 

●直付レール 

CKH13S 

※クロセットのみ 

※クロセット・収納共通 
業界初！大人気の手掛け扉が
さらに進化しました。 

把手部分にも、扉と同柄のメラ
ミンを巻込み、一体感のある意
匠を実現しました。 

[NO.3] W1200×H2330 

据え置きﾀｲﾌﾟ 

棚板には汚れに強い樹脂素材
を採用。丸洗い可能ですので、
清潔感を長く保てます。 

ＩＭＡＧＥ  

[収納・玄関収納] 

●カラーバリエーション（鏡面） 

●メラスクープ扉 ●手軽なお手入れ 

L色 

M色 

E色 

S色 V色 

Z色 J色 

Y色 

A色 

D色 

K色 

W色 

G色 

C色 

F色 

●カラーバリエーション 
ＩＭＡＧＥ  

NL色 

NM色 

ZE色 

ZS色 ZV色 

ZZ色 ZJ色 

ZY色 

ZA色 

ZD色 

KK色 

KW色 

ZG色 

KC色 

KF色 

◆ ◆ 



表面に特殊コーティングを施したシートフロアなので、突板に見られるような、干割れや経年変
化に強く、いつまでも美しさを保てます。また、日常生活で出来る 「傷」 や 「汚れ」 に強い性能
を兼ね備えているため、ペットやお子様、お年寄りのいるご家庭でも安心してお使い頂けます。 

タフユカⅡ 

美しさと強さを兼ね備えた木目調フロア。 

在庫品 

静圧荷重傷に強い 衝撃落下傷に強い 

キャスター傷に強い 

◆ 

無垢集成材ならではの重厚感がきわだつイースタンオーク階段をご用意いたしました。 

床の色と同色（近似色）でご用意させて頂けますのでお部屋のインテリアをトータルで
コーディネートできます。（材質:ゴム集成材） 

▼
 

image 

image 

イースタンオーク集成階段 無垢 

手 摺 金 具 

お手入れ簡単（ノンワックス） 

ＷＭ色（マスターウォルナット） 

ＷＫ色（クルミ） 

ＲＰ色（パオローズ） ＢＧ色（グレイスバーチ） 

ＷＴ色（トラッドウォルナット） ＷＧ色（ジェントルウォルナット） 

ＭＳ色（サイレンスメープル） ＡＣ色（カームアッシュ） 

Ｊ色 Ｆ色 Ｇ色 Ｋ色 

◆ 

●イースタンオーク階段 カラーバリエーション ●タフユカⅡ カラーバリエーション 

ＷＫ色 ＡＣ色 ＭＳ色 ＷＧ色 

ＷＴ色 ＷＭ色 ＲＰ色 ＢＧ色 

[居室フロア・階段] 

ﾌﾘｰｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 
MH-27S 

手摺受け金具(横受けタイプ) 
MH-29S 

手摺受け金具(エンドタイプ) 
MH-30S 

●手摺出幅72.5㎜タイプ 手摺金具 

蹴込板を単色ホワイトとすることで、
よりモダンな印象に仕上がります。 

タフユカⅡ、マーレスⅡに対応した豊富なカラー。 

image image 



アイカパワフルフロアACT ◆ 

※ 超耐キャスター／ＭＡＸシートにより、従来品と比べ凹み傷やスリ傷がつきにくくなりました。 
※ WAXフリー／WAXを掛ける必要はありませんが、掛けて頂いても支障ありません。 
※ 低VOC・抗菌処理／シックハウス対策参照 

低ホルムアルデヒド 低ＶＯＣ 抗菌処理 

シックハウス対策として、ホルムアルデヒド散布を防止するキャッチャー処理を
施し、ＶＯＣ(揮発性物質)も抑制。抗菌処理により、大腸菌・黄色ブドウ球菌等、
人体に悪影響を及ぼす細菌の繁殖も抑えております。 

 サイズ：12㍉×303㍉×1818㍉ 
 
 梱包入数：６枚(１坪 3.3㎡)入り 
 
 表面材：大理石調オレフィンシート 

床暖房対応 

耐汚染性 

ＷＡＸフリー 

耐すり傷 

耐衝撃性 

耐ひっかき傷 

防虫処理 

耐キャスター 

 ※ACTフロアに対応した 
 玄関上框・付框もご用意しています 

仕様 種類 品番 柄 

床暖房対応 
大理石調      

オレフィンシート 

LHP912PB ビアンコ 

LHP912PK クラシコ 

LHP912PS オニキス 

rtistic 

omfortable 

echnology 

フローリング材の表現を拡大した画期的な素材で、大理石

調の床をあなたの住空間に…。天然木・突き板フロアの弱

点を克服した高耐久性のフローリング材を実現しました。 

大理石の高級感に加え、機能性も充実！ 

● Ｑｕａｌｉｔｙ  

● Floor Color  
憧れの大理石の床をフローリングで簡単実現。 

PK クラシコ PB ビアンコ PS  オニキス 

● シックハウス対策  

※当社製品にアスベストは含まれておりません。 

ＩＭＡＧＥ 

[サニタリーフロア] 

清潔感にあふれ、耐水性にも優れており、水廻りにも最適。 

床暖房対応の他、居住スペースに配慮した機能性。 







◆ カンタンで、快適なおふろ沸かし機能。

省エネ

H=600 W=470 D=240(mm)

オート

●風呂設定温度で、設定湯量まで自動
湯はり。残り湯がある時でも、設定湯量
まで自動湯はり。

●外気温と設定温を
チェックし、湯温が下
がると自動おいだき。

●「たし湯」スイッチを
押すだけで、約２０Ｌ
のお湯がたされます。

自然に無理なくエコ活動。

優しく使える「エネルックリモコン」

台所リモコン

浴室リモコン



大気熱を利用するヒートポンプ

ユニットで効率よく沸き上げます。

ヒーター式の約1/3   の給湯エ

ネルギーでぐんと経済的！
※1

※1：当社ヒーター式電気給湯器との比較。

三 菱 エ コ キ ュ ー ト

※本紙記載商品の価格は、希望小売価格（消費税込み）です。配送、設置調整費、

工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※商品の定格・仕様は改良などのため、一部変更することがありますので、ご了承願います。

［エコキュートにするとこんなにお得です］

3～4人家族に最適

370
リットル

快適

エコ

安全・安心

経済的

エコキュートで高熱量グンとお得

ＳＲＴ-ＨＰ37Ｗ5

希望小売価格

(本体、インターホンタイプリモコンセット)

¥782,250円 (税抜価格 745,000円) (工事別)

フルオートだから全部自動

［他熱源とのランニングコスト比較］ ［お得な電気代］

自動風呂給湯タイプ

※スリム型になります。




