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カウンター

扉柄 グレード３０

ウォールユニット

ウォールユニットが振動すると、
自動的にロックされます。

・耐震ロック

６００ｍｍ ７００ｍｍ
高さ
５００ｍｍ

ウォールユニット 高さ ６００ｍｍ

シンク

〈QSS43AHZ2M〉

カウンター高さ

８０ｃｍ ８５ｃｍ
（標準）

９０ｃｍ

選べるカウンター高さ

使う方の身長にあわせてカウンターの高さが
選べます。自分にあった高さなら、疲れやす
さも違います。

パナソニックキッチン ラクシーナ Ｉ 型壁付けプラン Ｗ＝２５５０ｍｍ

フロアユニット

●シンク下スライド
内引き出し、包丁差し、上置き
トレイ、多目的ボックス付

●コンロ下スライド
お鍋をスッキリ収納。スパイスボックス、
多目的ボックス、ボトルトレイ付。

■スライドタイプ

静かに閉まります。

■フルオープンｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ
ソフトクロージング機構

適材適所に収納。しっかり引き出して、しっかり入るから使いやすい。

小引き出し
（扉：シルバー）

ハンドル取っ手

ライン取っ手

取っ手レス（手掛かり仕様）

水栓金具

人造大理石
フリントカウンター
【グラーノホワイト】

■シルバーストッカー

■調理家電をさっと使える、クッキングコンセント

シンク下ユニットに搭載。
便利な小物フック付。

調理中手元にコンセントが
あると、調理家電をさっと
使え、とても便利です。

※イメージ写真のため、実際の仕様と異なる場合がございます。

レンジフード 加熱機器

常時換気機能

改正建築基準法で定められたシックハウス対策
のための、常時換気モードを設定しました。
※常時モード時は約80～110ｍ3／ｈの風量で運転します。

スキマレスシンク （ステンレスＭタイプ）
スルくるネット付
カウンターとの段差が小さく、
継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm 

スキマがないから、さっとひとふき。

シンクと一体成型の排水口。
継ぎ目がないので汚れがたまりにくい。

シンク スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。

スラくるネット

端から端まで動かせる便利な「スラくるネット」

カウンター面と高さがそろい
作業スペースＵＰ。

裏かえすと浅めの水切りカゴに。

「スキマレスシンク ステンレスＭタイプ スラくるネット付」 スキマレスシンク

アミカゴはゴミが
集まりやすく、
捨てやすい形状
です。

ＣＷ３０シリーズＣＳ３０シリーズ

エイジドダーク柄

マットホワイト

エイジドライト柄

ＣＪ３０シリーズ

ＣＶ３０シリーズ

ラインダーク柄

ラインライト柄

ラインミディアム柄

ラインホワイト柄

シェードブラウン柄

シェードホワイト柄

ベリーレッド

ローズピンク

マンゴーイエロー

リーフグリーン

ライトベージュ

ブラウン

ホワイト

ＣＢ３０シリーズ 取っ手は８種類からお選びいただけます［同価格］

［HAA］ ［HAE］

［MJD］※ ［MJE］※

［HCD］ ［HCE］

［LCA］

［MJG］※

※引出しにはハンドル取っ手、開き扉にはつまみ取っ手がつきます。（トールパントリー除く）

ガスコンロ ホーロートップ 幅６００ｍｍ
片面焼きグリル【正面：シルバー色】
トッププレート：グレー色
〈QSSG32Q1V〉

ホーロートップ。
汁受け皿なしでお掃除がラク。

全バーナー温度センサー＆
消し忘れ消火機能搭載。

全ての火口にセンサーを搭載し、
「調理油加熱防止装置」、
「立ち消え安全装置」、
「消し忘れ消火機能」
の３つの安全機能を標準装備。

スマ－トフードⅡ
常時換気 シルバー色
LED照明付 幅750

〈QS02FＰBNA〉

混合水栓 （泡沫吐水）
つまみやすいループ形状のレバーハ
ンドル。水はねを抑える泡沫吐水。

泡沫吐水
水流に泡を含ませることで、水ハネを抑えます。
水栓のレバーは上げると吐水、下げると止水。
物の落下などによる吐水を防ぐために、上げ吐水
方式を採用しています。

料理をもっとラクに、楽しく。

- Ｔｈｉｎｋ ａｂｏｕｔ Ｃｏｏｋｉｎｇ -

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックが

キッチンで一番大切な「料理のしやすさ」を

考え抜いてつくりました。

スラくるネット

シンクの上も作業スペースに
できるので、２人で作業したり、
シンク中央で水を流しながら
魚の下ごしらえもできます。

端から端まで動かせる便利な

「スラくるネット」を標準装備。
使い方に合わせて左右へ自由に動かせる便利なスラく
るネット。洗いものや調理などの作業性がアップします。

●調理ｽﾍﾟｰｽ下スライド
２段引出しストッカー付。
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厚さ３ｍｍの薄型・軽量だか
ら搬入や取付けがラクです。
３尺×６尺タイプで約９.５㎏、３尺×８尺
タイプでも約１２.３㎏と軽く、搬入・取付け
が容易です。

不燃壁材（キッチン用）３mm厚

●メラミン材質

ライトナイーブ柄

３ｍｍ厚タイプのシンプルで

光沢の美しい鏡面調です。

ホワイト ホワイト

天ぷらなどの熱い油の飛び散りも、簡単に拭き取れます。

目地には弾力性があり、ひび割れ
しにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

油温度２００℃の滴下試験や耐熱試験の
結果、変色、変質がほとんどありません。

台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での
摩擦にも、表面にほとんど傷はつきません。

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

鏡面調 メラミン樹脂化粧シート

お手入れらくらくキッチンボード。

システムキッチンとのコーディネイトで、

洗練された美しい空間をつくります。

ネオマーブル柄

深みのあるマーブル調の質感は

落ち着いた上品な空間を演出します。

ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

接合部の目地は、防カビタイプの目地用
シリコンです。

キッチンボード （３ｍｍ厚）
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パナソニック バスルーム ＦＺ １６１６サイズ

壁柄 Ｃグレード

エプロン

洗い場側水栓ミラー・収納棚

照明

床

ドアカウンター

収納テーブル

タオル掛け

アーチ浴槽

ポップアップ
排水栓

ピュア
ホワイト

ミディアム
グレー

ミディアム
ベージュ

スミピカフロア l 単色

ミディアム
ホワイト

ミディアム
ベージュ

ミディアム
グレー

ささっと排水口

髪の毛が集りやすく、
捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー。

目地がないから、スミまでスッキリ

フリーサイズ窓枠
（ホワイト）

タオル掛けＡ

空気の流れ

スキットドア
換気口をドアの上に。
お掃除性と
換気性能を両立

２枚折りドア
（ホワイト）段差５mmカバー：ブラックカバー：ホワイト

ベージュピュア
ホワイト

ライト
ブラック

ウェーブカウンター

サークルＬＥＤ照明
×１灯（電球色）

浴槽

ライトシェルフ
２段

ホワイト ブラック
スタンダード水栓（樹脂ハンドル）
・メタルシャワーヘッド ･ｼﾙﾊﾞｰﾎｰｽ
・シャワースライドバー（メタル）

風呂フタ 窓枠

スリムミラー

換気扇

モザイク硝子ﾌﾞﾙｰ柄
＋パラレルホワイト柄

アンティークブラック柄
＋パラレルホワイト柄

ドラマホワイト柄
＋パラレルホワイト柄

ウォールナット柄
＋グレイスホワイト柄

モザイク硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄
＋パラレルホワイト柄

アンティークブラウン柄
＋パラレルホワイト柄

サニーベージュ柄
＋パラレルホワイト柄

チェリー柄
＋グレイスホワイト柄

クレマストーン柄
＋グレイスホワイト柄

メープル柄
＋グレイスホワイト柄

ダークマーブル柄
＋パラレルホワイト柄

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋グレイスホワイト柄

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋グレイスホワイト柄

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋グレイスホワイト柄

他３面
パラレルホワイト
グレイスホワイト

アクセントパネル（AC）

カウンター側の壁1面に
アクセントパネルを採用し、
他３面を周辺パネルで構成

ピュアホワイト

ペールグリーン ローズ

ナチュラル

ＦＲＰ浴槽

巻きフタ

※イメージ。

換気設備

クリアワイドシェルフ

巻きフタフック

※イメージ写真のため、実際の仕様と異なる場合がございます。

スミピカフロア

床立ち上げ方式で床のスミまで
スポンジが届きやすい

【床立ち上げ方式】【床埋め込み式】

スポンジを滑らせやすい
同一方向のグリッド方向

選び抜かれた快適空間を、あなたに。

【使いやすいデザイン】

家族みんなが使いやすい

安心・安全への

気配りがいっぱい。

身体への負担を抑え、

使い勝手や安全性に拝領。

微細な凹凸で足をしっかり
捉える、滑りにくい床。

またぎやすい
低段差のドア。

浴槽内の滑り止め。

目地がないから、スミずみまでスッキリ。



（株）豊喜工務店 標準仕様 ２０１８０７１１

カウンター

扉柄

※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。

シャワー 泡沫整水

吐水口部分を引き出せば、
ボール掃除もラクラク。

マルチシングルレバーシャワー

本体キャビネット

水栓

３°傾斜設計ウェットエリア水 あ と 汚 れ を 極 力 少 な く 。
お 掃 除 に 配 慮 し た カ ウ ン タ ー 。

530
ｍｍ

水にぬれた物を置く場所として、ウェットエリア
をご用意。水あと汚れを極力少なく。

水栓まわりを３°傾斜設計に。
お掃除に配慮しています。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン。

洗面ドレッシング ＣＬｉｎｅ シーライン 新スタンダードタイプ Ｄ５３０ｍｍタイプ Ｗ＝７５０ｍｍ

お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

吸水コーティングの加工済み。

ミラー

蛍光灯３面鏡
ミドルパネル

片付けにくい“大きめの家電”も
すっきり収納できます。

※写真はツインラインLED照明3面鏡
幅900mmの収納例です。

充電しながら、収納

収納内部にコンセントを設置。シ
ェーバーや電動ハブラシなど、内
部に設置したコンセントを
使い、いつもの収納場所で
充電可能です。

コンセント ３個
（うち収納内２個）

収納例

ホワイト

【タイプＣ】

アルミライン
取っ手

引出しタイプ 幅７５０ｍｍ

引出しがドア枠に
当たらない構造を採用

（１０ｍｍのドア枠まで対応）

機能性とデザインが融合した、
スタイリッシュなライン取っ手が印象的。
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●水アカ除去実験

陶
器

新
素
材

（有
機
ガ
ラ
ス
系
）

初 期 ブラシ１０回

→

→

水アカ残りあり

水アカ除去

※水は見やすくするために
着色しています。

節水

汚れの原因は水アカ。
水アカのつきにくい新素材がお掃除の
手間を省いてくれます。

ボール全体をまんべんなく洗う。

流れをコントロールして水を
集め、勢いをつけて流す。
（水流コントロール設計）

旋回しながら長時間
（約２０秒）洗う。

「節水」は使用回数の多い
小洗浄が決め手です。

センサーが水流を感知して、適切なタイミングで排水。
少ない水の量で力強く流すことを実現しました。
●停電ハンドルを操作することでも排水できます。

ターントラップ方式

流れの方向を変え、一気に流しきる。

ターントラップ方式とは・・・

手洗い

● アラウーノ向けアクセサリー

ペーパーホルダータオルリング

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

節水キレイ洗浄 ＮＥＷアラウーノＶ ＋ Ｖ専用ビューティトワレ新Ｓ５

１F

※2 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき
測定。n＝20台平均。
※3 約20年前の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。

ＶNEW

手洗い付
ホワイト

有機ガラス系新素材
手洗いボールは水アカを
はじく新素材。

ウォットエリア
ハンドソープも
置きやすい設計。

小物置きスペース
芳香剤などの小物も
置けます。

手洗いしやすいボール
手を差し出しやすい角度の
ついたボール。

操作部
手洗いと洗浄ボタン（大・小）
を一箇所に集約。

Ｖ専用ビューティトワレ新Ｓ５ 機能一覧

おしり（ｽﾊﾟｲﾗﾙ）洗浄

空気を含ませた水流で、
やさしく洗います。

ノズルが前後に動き、
広い範囲を洗浄できます。

おしりムーブ洗浄 ビデムーブ洗浄リズム洗浄

強弱を繰り返し、おしりを刺激。
排便を促進します。

強 弱

ビデノズルが前後に動き、
広範囲を洗浄できます。

ビデ洗浄

ソフトシャワーでやさしく
洗います。

ノズル位置調節

使う人に合わせて
5段階に調節できます。

＝

洗
浄

＝

ステンレスノズル おまかせﾉｽﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

継ぎ目もないから汚れ
にくく、お掃除らくらく。

使用前・使用後・立ち上がり後の
3回自動でノズルをきれいにします。

抗菌便座

雑菌の繁殖を抑える
抗菌剤をコーティング。

ワンタッチ着脱。すき間や凹
凸が少なくお手入れしやすい。

８時間後に通電が
自動復帰切タイマー

便座の放熱を抑える
便ふたで家計にも

うれしい省エネ性能

本体・便ﾌﾀ着脱機能

＝

清
潔

＝

＝

快
適

＝

リモコン

＝

省
エ
ネ

＝

ホワイト
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その他機能

低水位モ－ド
ボタンひとつで水位が下がり、
お掃除が簡単。

オ－ト洗浄
立ち上がって約10秒後に自動
的に洗浄を行います。

オ－ト脱臭
座ると同時に脱臭を開始。立っ
た後も約1分間脱臭します。

リモコン
大きくて見やすいシンプルな
デザイン。

おしり洗浄
気泡を含んだ温水が揺れなが
らしっかり洗います。

ビデ洗浄
旋回した水流が、心地よく
洗います。

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｲﾝｸﾞ/ﾘｽﾞﾑ洗浄
２つの出口からお湯がｽｲﾝｸﾞ。
適度に刺激を与えます。

ノズル滝洗浄
使用後、強力シャワーでおしり
用・ビデ用ノズルを洗浄。

●水アカ除去実験

陶
器

新
素
材

（有
機
ガ
ラ
ス
系
）

初 期 ブラシ１０回

→

→

水アカ残りあり

水アカ除去

ミリバブル、マイクロバブル、
２種類の泡洗浄で、目に見えない
小さな汚れも除去します。

便器を水が勢いよく旋回して、
しつこい汚れも一気に流します。

全自動
おそうじ
トイレ

汚れの原因は水アカ。
水アカのつきにくい新素材がお掃除の
手間を省いてくれます。

２種類の泡洗浄で、
小さな汚れまで除去。

うずまき状の水流により、少ない
水量（5.7L/大洗浄時の場合）で
パワフルに流します。

お手入れ

ラクに補充が
できる洗剤
ポケット付

これまで手が届きにくかったフチ裏。そのフチ裏を
なくしたので、おそうじラクラクです。

便器と便座が完全一体成形。だから汚れがたまり
やすいスキマがなくお手入れカンタン。

外側のスキマは
わずか５ｍｍ。
汚れても一気に
ふき取れます。

便座も
スキマなし。

市販の台所用合成洗剤を
ご使用ください。

※トイレ用洗剤は入れないで下さい。

全自動おそうじトイレ アラウーノＳⅡ ＋ アラウーノ手洗い 据え置きタイプ

● ＸＣＨ1401ＷＳ ホワイト

※ プランイメージです。実際とは異なります。

泡と形状で実現！
「トビハネヨゴレ」をおさえます。

１．ハネガード
泡のクッションをつくり、
「トビハネヨゴレ」を
おさえる。

２．タレガード
フチの立ち上がりが外に
垂れるのをおさえる。

３．モレガード
「便器」と「便座」の
巧みな合わせ技で
漏れ出すのをおさえる。

泡のクッション

高さ３ｍｍの
フチが防ぐ

当たっても
便器内に
流れ落ちる

さらに
乗り越えても
せき止める

● アラウーノ向けアクセサリー

ペーパーホルダータオルリング

扉 カラーバリエーション

スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄

〔スキマレス排水口〕
排水口まわりの出っ張りが
なく、汚れがたまりにくい
形状で、お掃除がラクです。

〔手動水栓〕

● 据置きタイプ 手洗いボール〔有機ガラス系〕

アラウーノ手洗い 据え置きタイプ アクセサリー

※イメージ写真のため実物とは
異なる場合がございます。

〔収納の目安〕
・掃除用洗剤・・・・2本
・消臭スプレー・・・1本
・掃除用ブラシ・・・1本

～下部に収納付で扉カラーを選べます～

水アカがつきにくい、
有機ガラス系新素材。

お手入れ
新機能

２ タレガード

１ ハネガード

３ モレガード

＊オプション



（株）豊喜工務店 標準仕様 ２０１８０７１１

新形状で吊り込み後の
抜き差しが容易な
「カバー蝶番」

落ち着きのある心地よい空間をつくります。

ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、
ハンドル側の戸当たりには、クッション材を
設けています。

戸当たりクッション消音ラッチ

静音に配慮した
「消音ラッチ」
「戸当たりクッション」

軸心をカ バ ー で
覆った、段差のな
い新形状です。

内装ドア ベリティス

開き戸用見切縁（樹脂製） カラーバリエーション

ハンドル（Ａ１型） 角型引手（Ｃ１型）

サテンシルバー色（塗装）

ハンドル・引手

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。 ＳＡ ＳＢ ＳＣ

●ＬＤＫ

●居室 ●洗面トイレ

開き戸デザインバリエーション 引戸デザインバリエーション

●ＬＤＫ

●居室 ●洗面トイレ

ＰＡ ＰＣ ＰＤ ＴＡ ＴＣ

ＳＡ ＳＢ ＳＣ

ＰＡ ＰＣ ＰＤ ＴＡ ＴＣ

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

（全色柄対応）

ブラック

（全色柄対応）

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ色

（ＵＹ、ＴＹ、

ＣＹ用）

ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ色

（ＭＹ、ＥＹ、

ＮＹ、ＪＹ用）

ホワイト色

（ＷＹ、ＧＹ、

ＰＹ用）

（ロック機構付・バリアフリー仕様）手動ロック式

床部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で

本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

メープル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄

ソフトウォールナット柄 ソフトチェリー柄

ソフトオーク柄

フラットドアストッパー



（株）豊喜工務店 標準仕様 ２０１８０７１１

ＰＡ型（フラットタイプ）

デザイン

普段は両端を仮固定して
いるので、折れ開閉が容易です。

２枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

スムーズな使い勝手を実現する 「ピボット機構＆フリー機構」

■ピボット固定

扉が自由に動くので右にも左にも
振り向けてフルオープンできます。

■フリー走行

４ 方 枠

フロアーの色に合わせて
コーディネイト可能な下枠
のある納まりです。下枠
の内・外で床材の貼り分
けも可能です。

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

ベリティスシート

パナソニックが目指したのはよ
り本物らしさを
感じる自然な「木肌感」。

天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再現
することで最適にコントロールされた木肌感を
つくりだしました。

すり傷や汚れに強いベリティスシート

ベリティスシートの全面には、汚れを寄
せつけないコーティングをプラス。また、
キズへの強さも併せて実現。

収納用建具 折れ戸 ベリティス

取っ手

Ｔ２型（丸型取っ手）
サテンシルバー色

（塗装）

カラーバリエーション

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

メープル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄

ソフトウォールナット柄 ソフトチェリー柄

ソフトオーク柄



（株）豊喜工務店 標準仕様 ２０１８０７１１

株式会社タニケン 標準仕様 ２０１６．２.１０

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

取っ手

Ｔ２型（丸型取っ手）
サテンシルバー色

（塗装）

デザイン

ＰＡ型（フラットタイプ）

２枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。

階段下等や踊り場の壁面を収納
スペースとして有効活用できます。
また、壁収納にも対応しています。

キッチン（パントリー）
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。
ビン・カン類、食器などの収納に最適です。

階段（階段下収納）
階段下のスペースを有効活用し、掃除具
などかさばる物をすっきり収納できます。

トイレ（壁収納）
収納スペースの確保が難しいトイレでも壁を
利用して空間を有効活用できます。

部屋別おすすめ紹介
３ 方 枠

３方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの
出し入れがしやすくなります。

収納用建具 開き扉 ベリティス

ベリティスシート

パナソニックが目指したのはよ
り本物らしさを
感じる自然な「木肌感」。

天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再現
することで最適にコントロールされた木肌感を
つくりだしました。

すり傷や汚れに強いベリティスシート

ベリティスシートの全面には、汚れを寄
せつけないコーティングをプラス。また、
キズへの強さも併せて実現。

カラーバリエーション

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

メープル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄

ソフトウォールナット柄 ソフトチェリー柄

ソフトオーク柄



（株）豊喜工務店 標準仕様 ２０１８０７１１

床材 ／ 玄関框

お手入れはから拭きだけ。

ワックスなしで美しさが長持ち。
ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでＯＫ。表面
の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※スリッパ裏面は月に1～2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。また、傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。

ＫＥＧＴＮＤＹ

●より天然木の質感に近づけた
「低グロス＋ しっとり感のある塗装」

●木そのものの色を変化させる
「熱着色技術」

●天然木の本来の表情を引き出す
「微着色塗装技術」

●天然木の繊細な表情を測定する
「評価技術」

天然木の豊かな表情を楽しめる突き板仕上げ。
自然な色のバラつきで、より天然木の味わいが
出るナチュラルな印象の空間に。

ナチュラルスモークオーク色（オーク突き板） ＫＥＧＴＮＴＹ ナチュラルウォールナット色（バーチ突き板） ＫＥＧＴＮＣＹ ナチュラルチェリー色（バーチ突き板）

ＫＥＧＴＮＥＹ ナチュラルオーク色（オーク突き板） ＫＥＧＴＮＪＹ ナチュラルメープル色（メープル突き板） ＫＥＧＴＮＷＹ ナチュラルホワイトオーク色（オーク突き板）

天然木の魅力をより美しく引き出す、ＷＡＴ 技術を採用。 ナチュラルな空間を創る自然な色のバラツキ。 お手入れはさっと拭くだけ、

美しさが長持ち。

ＴＷＩＮフロアー

なら消える
溝部まで油性ペンで
汚れても

◎油性ペン試験（油性ペンで書いたあと、
消しゴムで消す）

ツイン

《 主な特長 》

※イメージ写真です。実際とは異なります。

カップなど食器を落としても

へこみ傷がつきにくい。
カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が
付きにくい床材です。

椅子の引きずりや掃除機などによる、

傷がつきにくい。

緻密で、平滑な塗膜をもつ塗装仕上げは、すり傷がつき
にくく、光沢感が長持ちします。
※ピアノ、冷蔵庫などの重量物の場合は傷がつくことがあります。

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

※1 ※2

ＴＷＩＮ（ツイン）フロアー 玄関框

味わい深い自然な濃淡の色のバラツキがナチュラルな空間を演出する床材。

カラーバリエーション

表面のハガレやウキが起こりにくい、
シート巻込み仕様です。

表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。

床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが作れます。

※イメージ写真です。

※イメージ写真です。実際とは異なります。

カラーバリエーション

ナチュラル
スモークオーク柄

ナチュラル
ウォールナット柄

ナチュラル
チェリー柄

ナチュラル
オーク柄

ナチュラル
メープル柄

ナチュラル
ホワイトオーク柄


