
PLAIN STYLE 2 
把手（ ダークアンバー）  

スクエアL 

室内ドア 

DK/ナチュラルオーク DH/チーク DG/チャコールブラック DF/ボトルグリーン DE/ネイビーブルー 

LA
A 

LAH LGH LGJ チーク 

人とは、ちがうこだわりの時を過ごす。 

LA
A 

LAH LGH LGJ チャコールブラック 

レトロな雰囲気を現代風に 

アレンジしてオリジナルな空間を創る。 

LA
A 

LAH LGH LGJ ネイビーブルー 

アウトドアな感覚を家全体で 

感じるコーディネートを。 

LA
A 

LAH LGH LGJ ボトルグリーン 

スタイリッシュで快適な 

空間の作り方。 

□□□□□□□ 

「こうあるべき」そんな固定概念やルールを壊せば、空間や暮らしはもっと自由に自分らしくなる。 

古さと新しさ、個性とベーシック、武骨さとシンプル、さまざまな素材やスタイルを自由にミックスして生まれる、 

本当に自分らしく過ごせる場所。これまでにないラフでカジュアルなモノ選びの楽しさを、毎日に。 

壊すことで、 
生まれるなにか。 
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□□□□□□□ 

        

大人フレンチなシャビーシック 

DJ/ホワイトオーク DK/ナチュラルオーク DL/スモークオーク DM/グリーンペイント DN/ブルーペイント 

家具やインテリアのデザインはあくまでもフェミニンにこだわりながら全体のトーンを 

シャビーシックに仕上げることで、空間全体が大人っぽく仕上がります。 

ホワイトオークとスモークオークからなる無彩色の空間に、グレイッシュなパステルカラーの 

家具やファブリックを合わせることで、ほんのり甘い大人メルヘンな空間が生まれます。 

把手（ アイアンブラック）  

サークルJ 

 

 Antique  

 French chic 

 Natural  

● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。 

  現物またはサンプルなどにてご確認ください。 

● 表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、 

  消費税、取付費・工事費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。） 
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□□□□□□□ □□□□□□□ 

把手（ シャインニッケル）  

スクエアL 

室内ドア  

DS/イタリアンウォルナット DX/チェスナット 

DY/チェリー DP/ライトオーク 

DZ/ウォルナット DR/ショコラオーク 

空間をより広く上質に仕上げる 
部材のコーディネートを。 

LAA  LGA  LGL  LGM  LGN  

ちょっとした工夫が便利で 
スマートなインテリアに。 

LAA  LGA  LGL  LGM  LGN  

ジャストサイズと統一カラーで 
空間を美しく。 

LAA  LGA  LGL  LGM  LGN  

より個性的な空間づくりのために 
細部にこだわる。 

LAA  LGA  LGL  LGM  LGN  

SPD_int_17_0011_180402 



SPD_int_17_005_180402 

●  記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承ください。 

●  表示価格には、消費税、工事費は含まれておりません。別途ご負担をお願いします。 

●  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。）  

インテリア建材  Ｌａｓｉｓｓａ Ｓ  デザインラインナップ 

LAB  
フラッシュ構造 

LGA  
フラッシュ構造 

LGJ  
框組構造 

スクエアL 
シャインニッケル シャインニッケル 

クリエペール 

LAA  LAC LAD  LAE  LAF  LAG  LAH  LAP  LWA  

LGB  LGD  LGC  LGE  LGF  LGG LGH  LGP  LWB  

LGK（格子付）  LGM  LGL  LGN  LGR  LGS  LTA  LYA  

フラッシュ構造 フラッシュ構造 フラッシュ構造 フラッシュ構造 フラッシュ構造 

フラッシュ構造 フラッシュ構造 フラッシュ構造 フラッシュ構造 フラッシュ構造 

框組構造 框組構造 框組構造 フラッシュ構造 

框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 

框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 框組構造 フラッシュ構造 

LYB  
フラッシュ構造 



03 落ち着くグレイッシュ空間 

■機能一覧 ■仕様 

※フレンチヘリンボーン調は、フットフィール仕上げではありません。 

寸 法 厚み12× 幅303× 長さ1,818（mm） 

基 材 環境配慮型合板 

表面材 フットフィール仕上げハイパーフィルム＋硬質バッカー 

ホルムアルデヒド対策 F☆☆☆☆ 

工 法 木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床 

［ラインアップ］ 木目タイプ [151] LD-2B／パーケット調 LD-2Y／フレンチヘリンボーン調 DF-2Z  

「ラシッサ Dフロア」は、天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を  

3つ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。 

デザインだけではなく素材自体の中身から、考えました。 

01 自然の味わいを大切にしたフットフィール仕上げ 

02 人と環境にやさしい住まいづくり。 

気持ちいい足ざわり。さあ、素足で暮らそう。 

ファルカータ 6年 

スギ 35年 

ユーカリ   10年 

環境配慮型合板 

DZ/ウォルナットF 

DJ/フレンチヘリンボーン調 

（ホワイトオーク）右タイプ 

おすすめ床造作材：ラシッサ Dフロア用床造作材 

DJ/フレンチヘリンボーン調 

（ホワイトオーク）左タイプ 

303 

1,818 
12 

303 

DR/ショコオークF  

プロモーション 
ムービー 

さらっと Foot feel ほんのり Foot feel しっかり Foot feel 

D2/メープルF  D3/ライト 
   メープルF  

DY/チェリーF  D1/イタリアン 
   ウォルナットF 

DJ/ホワイトオークF DP/ライトオークF DK/ナチュラル 
    オークF 

DL/スモーク 
      オークF  新色 

DW/ホワイト 
   ペイントF 

DX/チェスナットF 

■平面図 ■断面図 

303 

1,818 

12 

303 

■平面図 ■断面図 

DK/パーケット調（ナチュラルオークF） 

（ほんのりFoot feel） 

DH/チークF   

※フレンチヘリンボーン調は、フットフィール仕上げではありません。 

 
 

※ラシッサ Dフロアアースとは、サネ形状が異なります。 

パーケット調 LD-2Y 

フレンチヘリンボーン調 DF-2Z 

木質床材 ラシッサ Dフロア 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 01_ラシッサ Dフロア_特長_180220 

地球規模で木材の未来を考えた「植林木複合合板」 

植林材の活用 
早生植林木と、合法的に伐採されたラワンを組み合わせた 

  「植林木複合合板」を基材として使用しています。 

早生植林木とは、5 ～ 10 年で伐採が可能となる早生樹です。ファルカ
ータやユーカリが代表的な樹種で、スギの 35 年生の径と同じ太さにな
るのに 6 ～ 10 年程度という成長の早さです。育成方法は、農民が野菜
や果物とともに樹を栽培する「アグロフォレストリー（混農林業）」という地
域の伝統的手法によって出材するものと、適切に管理された産業植林
地から出材するものとがあります。企業が農民に苗を無料で配り、育っ
た樹を買い取ることで雇用と利益を与えるという「社会林業」という側面
を持った産地もあります。短時間で成長する早生植林木の活用は、地球
レベルでの木材資源の持続可能な供給・調達のしくみのモデルとなると
考えられています。 

■平面図 

12 

151.5 151.5 

303 合板 

■断面図 
1,818 

151.5 

151.5 
303 

木目タイプ [151] LD-2B 



■機能一覧 ■仕様 

※横溝はありません。 

■平面図 

■カラーバリエーション 

［ラインアップ］ 木目タイプ [151] LF-2B 

「ラシッサ Ｓフロア」は、天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を 

3つ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。 

地球規模で木材の未来を考えた「植林木複合合板」 

植林材の活用 
早生植林木と、合法的に伐採されたラワンを組み合わせた 

  「植林木複合合板」を基材として使用しています。 

早生植林木とは、5 ～ 10 年で伐採が可能となる早生樹です。ファルカ
ータやユーカリが代表的な樹種で、スギの 35 年生の径と同じ太さにな
るのに 6 ～ 10 年程度という成長の早さです。育成方法は、農民が野菜
や果物とともに樹を栽培する「アグロフォレストリー（混農林業）」という地
域の伝統的手法によって出材するものと、適切に管理された産業植林
地から出材するものとがあります。企業が農民に苗を無料で配り、育っ
た樹を買い取ることで雇用と利益を与えるという「社会林業」という側面
を持った産地もあります。短時間で成長する早生植林木の活用は、地球
レベルでの木材資源の持続可能な供給・調達のしくみのモデルとなると
考えられています。 

デザインだけではなく素材自体の中身から、考えました。 

01 自然の味わいを大切にしたフットフィール仕上げ 

03 木目柄の美しき進化 

 

02 人と環境にやさしい住まいづくり。 

気持ちいい足ざわり。さあ、素足で暮らそう。 

※ラシッサ Ｓフロアには、しっかりFoot feelを表現する 
  樹種がないため、設定はありません。 

ファルカータ 6年 

スギ 35年 

ユーカリ   10年 

環境配慮型合板 

プロモーション 
ムービー 

寸 法   厚み12× 幅303× 長さ1,818（mm） 

基 材 環境配慮型合板 

表面材  フットフィール仕上げハイパーフィルム＋硬質バッカー 

ホルムアルデヒド対策 F☆☆☆☆ 

工 法 木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床 

おすすめ床造作材 ： ラシッサ Sフロア用床造作材 

さらっと Foot feel ほんのり Foot feel しっかり Foot feel 

WW/クリエアイボリーＦ     
     /クリエホワイトF 

DD/クリエダークF PP/クリエペールF LL/クリエラスクF MM/クリエモカF 

 
 

□：WW/クリエアイボリーＦ／クリエホワイトF 
  （ほんのり Foot feel） 

□：MM/クリエモカF 

 （ほんのり Foot feel） 

□：PP/クリエペールF 
  （さらっとFoot feel） 

□：LL/クリエラスクF 
  （さらっとFoot feel） 

（チェリー柄） （シダー柄） （メープル柄） 

（ウォルナット柄） □：ＤＤ/クリエダークF 

 （ほんのり Foot feel） 
（ウォルナット柄） 

12 

151.5 151.5 

303 合板 

■断面図 
1,818 

151.5 

151.5 
303 

※ラシッサ Sフロアアースとは、サネ形状が異なります。 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 01_ラシッサ Sフロア_特長_180220 

木質床材 ラシッサ Sフロア 



床材（ブラッシュナット・ レッドパイン ・ネイトビー ツ）

ブラッシュナット ユニ浮造（クリア） 15X90Xl820 

ブラッシュナット ユニ浮造（ダー ク） 15X90X 1820

•タ

―

-

•

一

一

.

 

-

0

レッドパイン OPC 無塗装 15 X 112 X 1820 

ネイトビー ツ なぐり加工（クリア） 15 X 120 X 1820 

ネイトビー ツ なぐり加工（ウォ ールナット） 15 X 120 X 1820 

ネイトビー ツ アンティ ー ク加工（ウォ ールナット） 15 X 120 X 1820 





機能一覧

カラーバリエーション

■■■　 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　 ■■■

Wパワー脱臭

ターボ脱臭

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

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)

BB7

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ
壁リモコン

※リモコンの操作部ピクト表示切替のため、実際の商品と異なる場合があります。

アメージュＺＡシャワートイレ

CF-AA64/BW1 KF-91A

3DCGによるイメージ画像です。

反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

WGXPSY09580-01



扉カラー

ワークトップ シンク

グループ３

人造大理石人造大理石

システムキッチン　シエラ

ﾐｽﾄﾗｲﾝ

G78Q

ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ

Y78Q

ﾐｽﾄｲｴﾛｰ

V78Q

ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

P78Q

ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ

W78Q

ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

ﾐｽﾄ

G78T

ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ

Y78T

ﾐｽﾄｲｴﾛｰ

V78T

ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

P78T

ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ

W78T

ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

ｸｵﾘﾃｨｸﾞﾛｽﾗｲﾝ

A77Q

ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ

N77Q

ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ

I77Q

ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

ｸｵﾘﾃｨｸﾞﾛｽ

A77T

ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ

N77T

ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ

I77T

ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

E

ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

I

ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

M

ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ

N

ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

F

ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

グループ１

QW

ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

SFHB452SYXJG5

HTK6SKK ASR931SIRK NP45RS7SJGK

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。

WGXPSY09580-01



扉カラー 洗面器カラー

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

LP2

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2

ｸﾘｴﾓｶ

LD2

ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

ミドルグレード

洗面化粧台　ピアラ

AR2N-755SY/LD2H

MAR2-753TXS

CG合成によるイメージ画像です。

WGXPSY09580-01



壁パネルカラー

浴槽カラー エプロンカラー 床カラー

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(鏡面)

HN642

ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN663

ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN661

ﾁｪﾘｰ

HN662

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN651

ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

HN748

組石ﾎﾜｲﾄ

HN746

組石ﾍﾞｰｼﾞｭ

HN747

組石ｸﾞﾚｰ

HN751

ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ

HN752

ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ

HN481

ｸﾞﾘｼﾞｵｾﾗﾄﾞﾝ

HN491

ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ

HN735

ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ

HN461

ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

HN194

ﾎﾞﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ

HN191

ﾌﾟﾙｼｬﾝﾌﾞﾙｰ

HN193

ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ

HN983

青磁ﾘｰﾌ

HN984

ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ

HN982

ｴﾚｶﾞﾝﾄﾓｻﾞｲｸ

HN952

ｱｸｱﾌﾞﾙｰ

HN932

ｼﾙｷｰｽﾃｯﾁ

HN961

ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾝ

HN971

ﾊﾟｽﾃﾙﾄｰﾝ

HN942

ｼﾞｭｴﾙﾋﾟﾝｸ

HN951

ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(HT)

HT531

ｳｪｰﾌﾞﾎﾜｲﾄ

HT532

ｳｪｰﾌﾞﾋﾟﾝｸ

HT311

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

HT312

ｸﾘｴﾓｶ

HT241

ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ

HT242

ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ

ﾍﾟｰﾙ

HT511

ｼｬｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ：Lﾊﾟﾈﾙ

LE701

ﾎﾜｲﾄ(EB)

LE301

ﾎﾜｲﾄ(ﾏｯﾄ)

NW1

ﾎﾜｲﾄ

Y71

ﾍﾞｰｼﾞｭ

G94

ｸﾞﾘｰﾝ

P91

ﾋﾟﾝｸ

N86

ﾎﾜｲﾄ

Y71

ﾍﾞｰｼﾞｭ

U61

ｸﾞﾚｰ

FW1

ﾎﾜｲﾄ

N11

ﾌﾞﾗｯｸ

Y84

ﾍﾞｰｼﾞｭ

単色ＦＲＰ

アクセント張り

システムバスルーム　アライズ

LDA-G1-1A

UF-27A KGM-3080S NT-180A(6)-3S/W91 VDY-8002006R(73)

CKNB(7)-B-L1000/CH TB-400E-K R-1010P-24/W

CG合成によるイメージ画像です。

WGXPSY09580-01



ノン･ホルムアルデヒドの高性能グラスウール 「アクリア」は、室内の温熱環境を快適にし､暖房効率を高めます。省エネルギーにも貢献します。

高い断熱性能を保ちます

■顕微鏡でのぞいてみると

高い断熱性能

【４地域以南：等級４推奨仕様】

アクリア
一般のグラスウール

天井の
断熱材 高性能グラスウール14K155mm 熱抵抗値4.1

壁の
断熱材 高性能グラスウール14K85mm　熱抵抗値2.2

高性能グラスウール24K80mm　熱抵抗値2.2
＊根太床用には「アクリアUボードNT」

（アクリアネクストの防湿フィルムはJIS A6930同等の防湿性能）

■断熱等対策等級の最高ランク
　「等級4」対推奨仕様　　

⇒「長期優良住宅」の「省エネルギー対策」
　　基準を満たします

⇒【フラット35】Sが利用できます(金利Ｂプラン)

※金利Ａプランをご利用の場合、認定低炭素住宅もしくは
　 トップランナー基準の適合が必要となります。

■平成25年省エネルギー基準推奨仕様

推奨
仕様

床の
断熱材

アクリアはシックハウス症候群の原因の一つとなるホルムアルデヒドを材料に含まない健康住宅向け高性能断熱材です。

寒い冬でも室内が暖かい
寒くて布団から出るのがつらい冬の朝も、
アクリアでしっかり断熱した住まいなら、
暖房の効果を保ちます。

暑い夏も冷房効果が持続
エアコンを切ると寝苦しい暑さの夏の夜、
アクリアで高断熱・高気密を実現した家の中
なら、冷房効果が長持ちします。

断熱性能が長持ちします
長く暮らしていく住まいだから、快適な
住み心地が長持ちしないと困ります。
グラスウールは長期間にわたって劣化
の少ない断熱材です。

万が一の火災にも燃えにくい
ガラスを原料としたグラスウールは、火
に強く燃えにくい断熱材です。
高温に強いので、延焼や類焼の被害を
抑えることができます。

しっかり床断熱で
床から伝わる快適さ
足元は特に温度に敏感。
床にもしっかり断熱すれば足もとから
快適さを感じます。
・天井と床の温度差を小さくして足もと
　の冷えを解消。
・冬でも畳やフローリングの冷たさを軽
　減。

・確実に施工できるよう
　　　　に開発された形
状の、床専用の断熱材
です

・高い断熱性能
　があります。
・防湿性能の高い
　フィルム付属で
　壁内の結露対策
　をしています。

アクリアネクスト14K､アクリアマット14Kは
住宅金融支援機構による断熱材の熱伝導
率区分「高性能グラスウール16K相当」と
同じ断熱性能です。

騒音に強い静かな家に
アクリアの素材、グラスウールは吸音性に
優れていることから、劇場の音響調整や
防音対策にも使われています。

家族の健康と安心に
徹底したシックハウス対策
アクリアはシックハウス症候群の原因の
一つとなるホルムアルデヒドを材料に
含まない、新タイプの健康断熱材です。

細いガラス繊維が絡み合ってつくられる空間によっ
て、熱を伝えにくくしている断熱材です。アクリアの
ような高性能グラスウールは、一般のグラスウール
に比べ繊維系が細く、本数が多いので、断熱性能
がさらに向上しています。

（アクリアマット・アクリアネクスト
）

壁内部の結露対策で家が長持ち
断熱や防湿をきちんとしていない家では
壁内部の見えないところで結露が発生し、
柱の腐食などの原因になります。

➠アクリアネクストは高性能の防湿フィル
　ム採用。
　壁内部への湿気の浸入を防止。

シロアリ被害にも強い！
グラスウールはガラスが原料なので、シ
ロアリの食害に強い断熱材です。



アルミ樹脂複合窓

内

観

色

外

観

色

防露性能比較（社内試験）

アルミ樹脂複合窓
アルミ窓（単板ガラス）

・条件

室内温度：２０℃

室外温度：０℃

相対湿度：５０％

※注意結露は窓の性能だけでなく

住まいや自然環境に影響されます。

室内の条件によって結露が発生

する場合もあります。

室外側

アルミ

室内側

樹脂

すべての窓すべての窓すべての窓すべての窓でクリアネットでクリアネットでクリアネットでクリアネット網戸が標準です。網戸が標準です。網戸が標準です。網戸が標準です。

網戸

ブラックネットブラックネットブラックネットブラックネット クリアネットクリアネットクリアネットクリアネット

眺望性

アップ

通風性

アップ

防虫性

アップ

清掃性

アップ

※【平成２８年省エネルギー基準】

「建具とガラスの組合せによる開口部の

熱貫流率 樹脂と金属の複合材料製建具

+Low-E複層ガラス（中空層１０㎜以上）

国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内

「平成２８年省エネルギー基準に準拠した

エネルギー消費性能の評価に関する

技術情報（住宅）」による。

カラー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カラーバリエーション

●アルミ●アルミ●アルミ●アルミ樹脂複合樹脂複合樹脂複合樹脂複合窓で、断熱性能ＵＰ！窓で、断熱性能ＵＰ！窓で、断熱性能ＵＰ！窓で、断熱性能ＵＰ！LowLowLowLow----EEEEガラスで結露も低減！ガラスで結露も低減！ガラスで結露も低減！ガラスで結露も低減！

●やさしさと思いやり、安全安心のつかいやすさと、心地よい暮らしを！●やさしさと思いやり、安全安心のつかいやすさと、心地よい暮らしを！●やさしさと思いやり、安全安心のつかいやすさと、心地よい暮らしを！●やさしさと思いやり、安全安心のつかいやすさと、心地よい暮らしを！

●オンリーワンの住まいのための、豊富なカラーバリエーション！●オンリーワンの住まいのための、豊富なカラーバリエーション！●オンリーワンの住まいのための、豊富なカラーバリエーション！●オンリーワンの住まいのための、豊富なカラーバリエーション！

スリムなフレームでスリムなフレームでスリムなフレームでスリムなフレームで

すっきりデザインすっきりデザインすっきりデザインすっきりデザイン

コンパクトなコンパクトなコンパクトなコンパクトな

オペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドルオペレーターハンドル

Low-E⾦属膜

冬期は室内
の暖気を
逃さない

室内側ガラス

室外側ガラス

中空層

スペーサー
乾燥剤

（乾燥空気）

室外側 室内側

夏期は
太陽の熱を
大幅に遮断。

Low-E遮熱複層ガラス

W2:井桁格子 W3:ラチス格子 W4:横格子 １本格子

腰パネル 全面ガラス テラスドア

引違いテラス⼾

スライド網⼾

シャッター付き

スライド網⼾

縦すべり出し窓
（オペレーターハンドル）

固定網⼾

すべり出し窓
（オペレーターハンドル）

固定網⼾

縦すべり出し窓
（カムラッチハンドル）

横引き
ロール網⼾

すべり出し窓
（カムラッチハンドル）

横引き
ロール網⼾

カムラッチカムラッチカムラッチカムラッチ

オペレータオペレータオペレータオペレータ

カムラッチカムラッチカムラッチカムラッチ

オペレータオペレータオペレータオペレータ

通風タイプ 通風タイプ 通風タイプ 通風タイプ

5PRひさし

コンバイザーひさし

上げ下げ窓

上げ下げ
スライド網⼾

ＦＩＸ窓

どの高さでも使えるどの高さでも使えるどの高さでも使えるどの高さでも使える全長全長全長全長引き手引き手引き手引き手 取扱いに関する情報を一冊にまとめました取扱いに関する情報を一冊にまとめました取扱いに関する情報を一冊にまとめました取扱いに関する情報を一冊にまとめました

ＱＲコードを読み取っていただくことで、お手軽にＱＲコードを読み取っていただくことで、お手軽にＱＲコードを読み取っていただくことで、お手軽にＱＲコードを読み取っていただくことで、お手軽に

使い方やお手入れ方法がわかります使い方やお手入れ方法がわかります使い方やお手入れ方法がわかります使い方やお手入れ方法がわかります

窓やドアに関する情報を窓やドアに関する情報を窓やドアに関する情報を窓やドアに関する情報を

まとめた取扱い説明書をまとめた取扱い説明書をまとめた取扱い説明書をまとめた取扱い説明書を

お渡しお渡しお渡しお渡しします。します。します。します。

日本日本日本日本マニュアルコンテストマニュアルコンテストマニュアルコンテストマニュアルコンテスト

マニュアルオブザイヤーをマニュアルオブザイヤーをマニュアルオブザイヤーをマニュアルオブザイヤーを

受賞受賞受賞受賞しましたしましたしましたしました。。。。

網戸は固定網戸になります網戸は固定網戸になります網戸は固定網戸になります網戸は固定網戸になります

毎日使う窓だから毎日使う窓だから毎日使う窓だから毎日使う窓だから

使いやすさ使いやすさ使いやすさ使いやすさを一番を一番を一番を一番

に考えました。に考えました。に考えました。に考えました。

左右とも全長引手左右とも全長引手左右とも全長引手左右とも全長引手

なので、おとなもなので、おとなもなので、おとなもなので、おとなも

小さなお子様も一小さなお子様も一小さなお子様も一小さなお子様も一

緒にお使いいただ緒にお使いいただ緒にお使いいただ緒にお使いいただ

けます。けます。けます。けます。

ディンプルキー
標準3本

2シリンダー仕様
テラスドアは外部錠は
ありません

扉を閉めたまま扉を閉めたまま扉を閉めたまま扉を閉めたまま

通風換気が行えます通風換気が行えます通風換気が行えます通風換気が行えます

引違い窓

スライド網⼾

すべての窓でクリアネット網⼾が標準です。

オプション面格子

縦面格子 ラチス面格子

井桁面格子 横面格子

引違い窓と上げ下げ窓に
取り付けられます。

クリア ナチュラル ダークブラウン ホワイト

ブラウン カームブラック プラチナステン ピュアシルバー ホワイト

ホワイトブラウン カームブラック プラチナステン

ブラウン カームブラック プラチナステン ホワイト

有限会社 オオタニ



ＪＺ：ビターストーン

Cタイプ

※Ｂタイプの場合
外部アクセントパネル色は ＫＸ・W６・Ａ８・ＡＦ・ＪＺ色の場合は
Ｋ１色(ブラック艶あり)、その他はＨ２色となります。

※Ｃタイプの場合
外部アクセントパネル色はＳ１色の場合はＫ１色(ブラ ック艶あり)、
その他はＨ２色となります。

Ｋ１１

Bタイプ

Ｓ１４ Ａタイプ

Cタイプ

YF：キャラメルチーク
※Aタイプの場合

親扉の上下形材色はパネル色がＹＦ・ＫＸ色の場合はＢ７色、
それ以外の場合はH２色となります。

※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色はパネル色と同色となります。

断熱玄関ドアヴェナート
Ｄ３／Ｄ４仕様 片開きタイプ誇れる住まいのために選びたい、ワンランク上の断熱玄関ドア。

ＡＲ

バニラウォールナット

ＡＳ

シナモンオーク

Ｗ７

ハニーチェリー

ＹＦ

キャラメルチーク

ＫＸ

ラスティックウッド

ＨＳ

アーモンドウォールナット

ＨＴ

ローストマホガニー

Ｚ９

ショコラウォールナット

Ｗ６

桑炭

ＸＱ

ホワイトウッド

ＪＺ

ビターストーン

Ｇ８

マットカーボン

ＭＥ

チェックブルー

ＭＲ

チェックレッド

Ｓ１

ピュアシルバー

Ｈ２

プラチナステン

Ｂ１

ブラウン

Ｂ７

カームブラック

ＫＱ

ミストグリーン

ＢE
マキアートパイン

Ａ８

スモークヒッコリー

ＡＦ

ガトーアカシア

ディンプルキー（PSシリンダー）

■ シリンダー

樹脂カバー付
オーナーキー

子鍵４本

ブラックシルバー ゴールド

１本のカギで２箇所を操作する
１キー２ロック仕様です。

◆ 手動錠 仕様 ◆
バリエーション

● 丸型ストレート

シルバー ゴールド ブラック ブラック

●ロートアイアン調● クラシック

ゴールド ブラック

● アーバンエッジ

ツートン シルバー

● 角型ストレート

シルバー ゴールド ブラック

オプション

有限会社 オオタニ

Ｓ０１ Ａタイプ

Cタイプ

HT：ローストマホガニー
※Aタイプの場合

親扉の上下形材色はＨ２色となります。
※Ｃタイプの場合

親扉の上下形材色はパネル色と同色となります。

Z9：ショコラウォールナット

Ｍ０４ Ａタイプ

※親扉の上下形材色はパネル色と同色となります。

YF：キャラメルチーク

Ｓ０２ Ａタイプ

Cタイプ

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はＨ２色となります。

※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色はパネル色と同色となります。

W7：ハニーチェリー

Ｓ２０

Ｂタイプ

Cタイプ

※Ｂタイプの場合
親扉の上下形材色はＨ２色となります。

※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色はパネル色と同色となります。

Ａタイプ

Cタイプ

W6：桑炭

Ｓ１５

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はパネル色がＹＦ・ＫＸ色の場合はＢ７色、
それ以外の場合はH２色となります。

※Ｃタイプの場合
親扉の上下形材色はパネル色と同色となります。

YF：キャラメルチーク

Ｗ１０

※親扉の上下形材色はＢ７色となります。

Ａタイプ

BE：マキアートパイン

リースフック付Ｗ０８

※親扉の上下形材色はＢ７色となります。

Ａタイプ

Z9：ショコラウォールナット

リースフック付Ｗ０１ Ａタイプ

ポケットKey
※リモコン

シールキー
(直径10㎜厚み0.8㎜)

リモコンでも、カードでも、シールでも
⾃由に選べる便利なカギ。

◆ ポケットｋｅｙ 仕様 ◆
バリエーション

● ストレート

シルバー ゴールド ブラック

● 洋風カーブ

ブラック

オプション

非常用カギ
（３本）

おサイフケータイ®や
楽天Edyカードも対応できます！

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は 楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

カードキー
(86㎜×54㎜)

リモコン操作で
離れて

ハンドルの
ボタンを押すだけ

カードやシールを
近づけるだけ

リモコン２個とカードキー２枚と
シールキー１枚が標準装備
ポケットKey※リモコンは最大８個まで
カードキー／シールキーは最大１２枚
まで登録可能です。

※表⽰の商品写真は印刷物のため実際の⾊合いと異なることがあります。
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