
































◆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。）

ご選定カラー

浴槽(パールクォーツ)

表面が平滑でツヤのある美しい

人造大理石。

フルフォールスライドバー

タテのスマイルカーブで手軽にオ

ーバーヘッドシャワーができる。

エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心

地よい超節水シャワー。

まる洗いカウンター(ワイド)

たっぷり置けて、

裏までキレイ。

スポンジでお掃除ラクラク。

寒い冬場でも、冷ヤッとしない。

キレイサーモフロア くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した

強いうずが、汚れを流す。

※効果的な渦流を発生させるためには、
　浴槽水位が150㎜以上必要です。

浴槽からの排水

※イラストはイメージ

お湯が冷めにくい、浴槽保

温材と保温組フタの“ダブル

保温”構造。

サーモバスＳ

サ
ー
モ
バ
ス
S

保
温
組
フ
タ

浴
槽
保
温
材

組フタ保温材

※イメージ図

フタの形状が実際とは異なります。
100V換気乾燥暖房機

換気設備

：常時換気機能付

ミナモ浴槽

プッシュワンウェイ
排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー
<グレー>

操作ボタン 排水栓

洗い場側水栓

クランクレス水栓<メタルマット調> スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

シャワーヘッド

まる洗いカウンター(ワイド)

カウンター

コーナーパネルライト(電球色LEDランプ100W形)

照明

ワイドミラー

ミラー

コーナーシェルフ<ブラック>(2段)

収納 ドア

開き戸[11mm段差](800W)

プッシュプル
ハンドル

（スタンダード）

※プッシュプルハンドルは
  ドア本体と同系色です。

壁パネル

HN662
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

浴槽

CW1
ﾎﾜｲﾄ

浴槽エプロン

N11
ﾌﾞﾗｯｸ

床

FG101
ｸﾞﾗﾆｯﾄｸﾞﾚｰ

システムバスルーム　アライズ

UFD-111A

BF-WQ147TXV-PU4 BF-SL6VBGE(1.6)-PU/N11

LDA-P2-1A KGM-13240S NT-225A(3)L-1S/N11 UDY-8002006UL(29)/K-P2-K

CG 合成によるイメージ画像です。

1616 サイズ　BMUS-1616LBZ-A+H

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆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。）

ご選定カラー

キレイシンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

約７７cm

約４０cm

すっきり収納できて取り出し

やすいポケット＆シェルフ。

アシストポケット・シェルフ付

スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

シンク用キャビネット

スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

コンロ用キャビネット

スライドストッカー　3段引出し
浅型用

食器洗い乾燥機用キャビネット

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ

オールインワン浄水栓 ＡＪタイプ・
エコハンドル

水栓金具 ガスコンロ

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

トップ：シルバーフェイス：シルバー

サイドマントルNSDタイプ

レンジフード

加熱機器連動付シルバー

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

テーブルタイプのコンロ側に

収納キャビネットを追加した

スタイルです。

ハーフ収納タイプ

ダイニング側スタイル

ロングスライド引出しで、収

納力がさらにアップ。奥のも

のも出し入れ簡単。

ソフトモーションレール
（ロングスライド引出しタイプ）

引出し仕様

メラミン底板

取手のカラーと形を選んで、

コーディネートを自在にアレ

ンジできます。

選べる取手

扉カラー

アンダーストッカー

コンロ前ハーフタイプ・シンク前スク
リーン(共通)(センターキッチン用)

ガラスパネル

コンロ前用ハーフタイプ

シンク前スクリーン

85cm

カウンター高さ８５㎝

ワークトップ高さ

身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

システムキッチン　ＡＳ

扉カラー

IE5V
ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

ワークトップカラー

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

シンクカラー

F
ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

取手

V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾗｲﾝV

JFAJ461SYXJG5M H3634B1W2VM132A

SMNSD931SIRM NP45RS7SJGM

DSPSG079

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。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

センターキッチン／ペニンシュラＩ型 本体間口 258cm SWK8LH



◆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。）

ご選定カラー

家電の動作を感知すると自動的に蒸気を排出するので、収納したま

ま炊飯や湯沸しが可能です。

収納したまま家電を使える蒸気排出ユニット付き。

家電収納蒸気排出ユニット付

※写真はイメージです。
カウンター高さ99cm用 
家電収納 オープンタイプ 送風式蒸気排出ユニット用

ハイフロアキャビネット

奥行４５cm系

カウンター高さ99cm用
スライドストッカー４段引出し

ハイフロアキャビネット

奥行４５cm系

カウンター

メラミンカウンター

清潔感のあるフロスト柄。

カラーバリエーション

フレークホワイト

フレークホワイト：WN

扉を勢いよく閉めても、減速

してスーッと静かに閉まる

高品位なレールです。

ソフトモーションレール

引出し仕様

メラミン底板

取手のカラーと形を選んで、

コーディネートを自在にアレ

ンジできます。

選べる取手

家電収納(大型ボックスタイプ)　
間口90cm用

ダストワゴン

ダストボックス 大1個、小1個、ゴミ袋ストッパー付

扉のお手入れラクラク

※長くお使いいただくために、やわ
　らかい布でお手入れしてください。

汚れが拭き取りやすく、

お手入れが簡単な扉です。

使い勝手に応じて自由に組み

合わせることで、機能的なシ

ステム収納が完成します。

組み合わせてつくる収納ユニット

扉カラーやカウンターは、キ

ッチンと同色を選択できます。

収納ユニットカラー

システムキッチン　ＡＳ

扉カラー

IE5V
ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

取手

V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾗｲﾝV

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。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

 SWK8LB



◆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。）

ご選定カラー

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になった

キレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った

水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は１６Ｌの大容量です。

キレイアップカウンター

バックガードまでの一体

成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きス

ペースにピッタリ。

奥行５００㎜とコンパクト

なので動作スペースが広

がります。

５００㎜

※間口によりスペースが変わります。

※写真はイメージです。

上から水が出るキレイアップ水栓は、

水栓まわりに水がたまらないので

お掃除簡単です。

キレイアップ水栓

シャワー吐水 整流吐水 ホースを引き出して、ボ

ウル手前に水を流すこと

もできます。

吐水切替 ホース収納式 

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置

で｢水｣を出す省エネ設計。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

混合

湯

水カチッ

新てまなし排水口

ゴミをキャッチ

通水部

お手入れ簡単仕様でキレイを

キープ！

ななめ形状
ヘアキャッチャー

フルスライドタイプ

化粧台本体

3面鏡(全収納・スタンダードLED)

ミラーキャビネット

長寿命・省電力のスタンダー

ドＬＥＤ。従来の蛍光灯と比

べて約５９％の省エネです。

スタンダードＬＥＤ

５㎝刻みで高さを自由にアレ

ンジ。入れるものの高さに

ピッタリ合わせられます。

３面鏡トレイアレンジ

トレイ３段 トレイ２段

５㎝

背の低いものの場合 背の高いものの場合

取っ手レス仕様

取っ手タイプ 低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対

策)が定めたホルムアルデヒド

放散速度に関する基準の最高

等級区分を満たす商品です。

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

扉カラー カウンターカラー

洗面化粧台　ＭＶ

VJFHT-905SY/LD2H MVJ1-903TXSU

CG 合成によるイメージ画像です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

間口 900mm　VJFHT-905SY/MVJ1-903TXSU



◆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。）

機能一覧

ご選定カラー

紙巻器

TJシリーズ 紙巻器

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング

キレイ機能

アクアセラミック

パワーストリーム洗浄 フチレス形状

強力な水流が便器鉢内のすみずみま

で回り、少ない水でもしっかり汚れ

を洗い流します。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、

お掃除ラクラクです。

水アカで表面
ザラザラ

いつまでも
ツルツル

アクアセラミック従来陶器

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」も

どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

しっかりエコ

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。

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180Lで計算）

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。

従来品※(大１３Ｌ)と比べ約６９％の節水を実現。

２日でおフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。

また、水道料金なら年間約 １３ ,８００円  もお得です。

コンパクト設計の奥行760mm

なので、空間をより広々でき、

ゆとりを生み出します。

コンパクトなフォルム

真上にしっかり上がるから、お

掃除できなかったすき間汚れ

が奥まで楽に拭き取れて、気に

なるにおいの元もカットします。

お掃除リフトアップ

手の洗いやすさを考えた、広

くて深い手洗鉢です。

手洗しやすいフォルム

便器の表面を濡らし、汚物汚

れを付きにくくするのでお掃

除もラクラク。

鉢内スプレー

便座から立ち上がると自動的

に便器を洗浄。

フルオート便器洗浄

使用状況を判断して、パワー

脱臭とフルパワー脱臭を自動

的に切り替えます。

Ｗパワー脱臭

■■■　 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）

鉢内スプレー

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　 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄 (男子小洗浄なし )

リモコン便器洗浄

Wパワー脱臭

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

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ 壁リモコン

リモコンデザイン

ベーシアシャワートイレ （フチレス）

FKF-AD32C KF-91A

0.5 坪プラン（780×1,690mm）   CG 合成によるイメージ画像 (壁：エコカラット )です。

※窓は参考例です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

YBC-BA20S/BW1　DT-BA283G/BW1





※当社では、国産材である和歌山県の杉の無垢材を構造材（柱、梁、筋違い等）と
　羽柄材（間柱、マグサ等）に使用しました。（仕上げ材には、使用していません。）



現地

ホームセンター とうきゅう

ＨＡＣ（薬局）

－周辺環境－

市民センター

図書館 二番構公園

徒歩2分：現地～バス停（ライフタウン中央）※急行バス停車駅になります。
バス10分：ライフタウン中央～辻堂駅北口

藤沢市保険医療センター

郵便局

横浜銀行

コンビニ ステーキハウス 藍屋
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