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●  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 



■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(色仮決) 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。

WGXPSY09579-01



扉カラー

ワークトップ シンク

グループ１

ステンレス人造大理石

システムキッチン　シエラ

プレーン

D73S

ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ

Y73S

ｽﾑｰｽｲｴﾛｰ

W73S

ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

ベーシックウッド

U74S

ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ

N74S

ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

ｽﾃﾝﾚｽ

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。

WGXPSY09579-01



カラーバリエーション

VP1W

扉：VP1(ﾎﾜｲﾄ)

洗面器：BW1(ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ)

VP1P

扉：VP1(ﾎﾜｲﾄ)

洗面器：LR8(ﾋﾟﾝｸ)

スタンダード

洗髪・洗面化粧台　オフト

SF-500SY-MB8 FTVN-755SY1/VP1W

MFTV1-753TXJ

CG合成によるイメージ画像です。

WGXPSY09579-01



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-3060(1)S NT-180A(6)-2S/W91

VDY-8002006R(73) TB-400E-K BL-S75154 R-1010P-24/W

CG合成によるイメージ画像です。

WGXPSY09579-01
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	【1階・2階ﾄｲﾚ】㈲ｵｵﾀﾆ様／STｸﾞﾚｰﾄﾞ1219
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	20181219094K-01-GENBAMEI: （有）オオタニ様／STグレード
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	20181219094K-01-TBOX5: 間口750mm　FTVN-755SY1/MFTV1-753TXJ
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