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カウンター高さ ８５０ｍｍ

扉柄

フロアユニット

仕様・特長

水栓金具

レンジフード 調理機器

カウンター

ひと目で見渡せてラクラク出し入れ、「置きラク収納」

シンク

件名 １階 キッチン XUX9UB提案Ｎｏ霞ヶ丘分譲

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

※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。

汚れがたまりやすい
シンクとカウンターの
間にスキマがないか
ら、さっとふくだけで、
キレイが保てます。専
用オプションのスラく
るネットで作業性アッ
プ。

人造大理石カウンター
グラーノホワイト(YW)

キッチンボード [3mm厚]
ネオナイーブ柄
ホワイト(YS)

フルオープン食器洗い乾燥機
ＱＳＳ４５ＫＤ７ＷＤ
上面操作の深型フル扉材仕様。

クッキングコンセント
手元のコンセントで素早く調理家電が
使いこなせます。便利な小物フック付き。

扉柄ストッカー

手前に包丁やまな板、調理道具
を納める収納を標準装備。

ダンパーが衝撃を吸収して
静かに閉まるフルオープン
スライドレールのソフトクロー
ジング機構です。

ユニット内装色はスーパー
ホワイト色、底板はステンレ
ス貼り（選択ユニットのみ）
です。

最大475mm引き出
せるフルオープン
スライドレールで
す。

ラクシーナ　扉：ＣＣ４０　サテンホワイト（ＣＷ）　取っ手：ＬＣＡ　カウンター：グラーノホワイトパナソニックキッチン

ＣＸ４０シリーズ（木目柄）

ＣＣ４０シリーズ（単色柄・鏡面）

ホワイト
オーク柄

[XW]

チェリー柄
[XP]

スモーク
オーク柄

[XB]

ネイビーブルー
[CK]

サテンホワイト
[CW]

ディープボルドー
[CA]

ウォール
ナット柄

[XT]

メープル柄
[XN]

オーク柄
[XK]

さっとれるファン仕様。シルバー色・上
幕板扉柄・常時換気・照明付。

全自動おそうじファン付。 「ラクウォッ
シュプレート」のお手入れは1年に1回、
食器洗い乾燥機に入れるだけ。

ガラストップガスコンロ
マルチグリル

親水アクアコート
焦げ付いた汚れも水滴を垂らしておくと、
汚れが浮き上がり落としやすくなります。

ほっとくリーンフード静電タッチタイプ ＱＳＳＤＳ０２ＷＨ

大きな調理器具もゆったり洗えます。

シャワーヘッドは引き出して使えるので
、シンクの水洗いなどに便利です。
（引出し寸法は約30センチ）

ムーブラックタイプ
グラーノホワイト(YW)

スキマレスシンク
「タッチレス」でかしこく節水、すっきりし
たフォルムでキッチンを美しくみせます。

スリムセンサー水栓

動画を
チェック！

取っ手は７種類から

お選びいただけます

［同価格］

http://www2.panasonic.biz/es/sumai/vasc/video/playback.html?contents=3DLMItI-BF0
http://www2.panasonic.biz/es/sumai/vasc/video/playback.html?contents=4NC9rGU4YHM
http://www2.panasonic.biz/es/sumai/vasc/video/playback.html?contents=i684s4VQtLI
http://www2.panasonic.biz/es/sumai/vasc/video/playback.html?contents=UxLa8Z2zOdQ


システムキッチンご提案

 N0

350度のフライパンを10分間放置

しても、割れたり変色したり

しにくい素材。

汚汚汚汚れれれれ、、、、キズキズキズキズ、、、、衝撃衝撃衝撃衝撃、、、、熱熱熱熱にににに強強強強くくくく、、、、気兼気兼気兼気兼ねなくねなくねなくねなく使使使使えるえるえるえる　　　　トクラストクラストクラストクラスのののの人造大理石人造大理石人造大理石人造大理石

汚汚汚汚れにつよいれにつよいれにつよいれにつよい キズキズキズキズにつよいにつよいにつよいにつよい 衝撃衝撃衝撃衝撃につよいにつよいにつよいにつよい 熱熱熱熱につよいにつよいにつよいにつよい

明明明明るくるくるくるく、、、、私私私私らしいらしいらしいらしい空間空間空間空間へへへへ

汚れが染み込みにくいので、

毎日のお手入れは

水拭きだけでOK。

万が一スリキズがついても

ナイロンたわしで簡単に元通り。

隙間隙間隙間隙間のないのないのないのない、、、、なめらかなめらかなめらかなめらか一体型一体型一体型一体型シンクシンクシンクシンク

シンクとカウンターは段差も

隙間もないシームレス接合。

トクラス独自の設計思想と

製造加工技術の成果です。

排水部分も一体成形。

排水網カゴまでなめらか設計です。

缶などをうっかり落としても

大丈夫。割れにくい素材です。

カラーや質感を多彩にラインナップできる

のは自社製造だからこそ。

組み合わせを楽しみながら、

私らしい空間づくりをすることができます。

また、光を内部に取り込む素材のため

カウンター全体が明るく感じます。

mm間口
Ⅰ 型タイプ

お客様の

“まいにち”

と暮らす

キッチンキッチンキッチンキッチンのののの本質本質本質本質はははは、、、、毎日毎日毎日毎日、、、、気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく使使使使えることえることえることえること。。。。

キッチンキッチンキッチンキッチンのののの楽楽楽楽しさはしさはしさはしさは、、、、私私私私らしさをらしさをらしさをらしさを表現表現表現表現できるできるできるできる空間空間空間空間であることであることであることであること。。。。

いつもいつもいつもいつも、、、、そこにそこにそこにそこに、、、、トクラスキッチントクラスキッチントクラスキッチントクラスキッチン。。。。

プランイメージ 扉シリーズ・扉色

シンク種類・シンク色カウンター色

ニューグラーナ

■色未定 □ニューグラーナホワイト

□ニューグラーナ

　　　ファインベージュ

■Ｇ２シンク □Ｈ２シンク

□Ｂシンク

連動イン引出し付・ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ

チャイルドロック付包丁差し、

ラップホルダー、インナーポケ

ット、クロスギャラリー

食洗機組込みｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

・ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ

上段：トレー一体（スライドト

レー付）、クロスギャラリー

フロアスライド・ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ

コンロ横小引出し、クロスギャ

ラリー

W600 ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ

W3L8WASYVEY

(ﾊｰﾏﾝ)

ｸﾞｰｽﾈｯｸﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓

TKN34PB(Z)YL

(TOTO)

専用水栓型浄水器

AWJ401SY2

ｻｲｸﾛﾝﾌｰﾄﾞ3 標準ﾀｲﾌﾟ

CFA903SANM8

取手種類

□ロングバー取手 ■ライン取手

■色未定 □イエロー □マンゴー

 　　オレンジ

□ライムグリーン □カフェベージュ

□ホワイト □グレー □ピーチピンク

■色未定 □ファイバー

　　　ホワイト

□ファイバー

　　　ベージュ

□サンドホワイト □モザイク □グリッドホワイト

□グリッドベージュ

JSJ0711K3

霞ヶ丘分譲／冨山様邸

カウンター色 シンク種類・シンク色

2016年10月25日
現在の選択内容を、■で表示しております。＜ご注意＞　写真は全てイメージであり実際の仕様と異なります。また主要部材のみの掲載につき、詳細は御見積明細書にてご確認下さい。

１

２ ３

キッチンパネル

ＵＫ

食器洗浄乾燥機

RKW404ASV/浅型/シルバー

（ﾘﾝﾅｲ）

■Ｄシリ－ズ
□Ｓシリ－ズ

■色未定 □フローズンホワイト □コーラルピンク □サフランイエロー

□ミッドナイトブルー □ワインレッド □フォレストグリーン

□ベーシックホワイト

□Ｌシリ－ズ

□色未定 □ホワイトグロッシー □モカグロッシー □ダークグロッシー

□Ｎシリ－ズ

□Yシリ－ズ

□色未定 □ペールメープル □ライトオーク □ミディアムチーク □ダークウォルナット

□色未定 □リファインドホワイト□リファインドモカ



(CHK) (CHM)

(CHL)

 Patina Luna

(CNA) (CNU)

(CNB)

B class

Flow

(CNJ)

(CNK)

(CNP)

(CHN)

( )
BH

2016/04/11

90
ZRS90ABH14FS(R/L)

3 /60cm
/ /

ZGGRK6R12FSS-K

ZSLHT200T14A(H/W)

(12BDS)

( )( )

W84 D49.2 H19.1 AB

#
/ /

255cm/65cm/85cm 10841105799005481



　　

[見積No.] [作成日]

システムキッチン
レシピア・プラス

※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。 ※カラー未定の場合は、参考カラーとして表示しております。 仕様は、予告なく変更する場合がございます。

Ｉ型 ２５５０ｍｍ（奥行６５０ｍｍ） 3140002825-03-A 2016/10/25

霞ヶ丘分譲様 ご提案プラン [プランアクセスコード] AAG9-FT09



吉田建設／霞ヶ丘分譲　様
会社名：

見積番号： 日付： 担当者：

大阪ガス住宅設備（株） 住建事業部　兵庫グループ

W054690-03 (SK00967) 2016年10月24日 牧本豊明

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

画像はイメージです（※画像上のキッチンパネルの貼り面は正面のみです。実際の見積り内容をご確認下さい）

ミッテ
Ｉ型　基本プラン　食洗機　

　

イメージ画像扉カラー

テラホワイトウッド（ＦＪ１）

Color Variation ※ はお見積りカラーです

FJ1
ﾃﾗﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞ

FJ2
ﾃﾗﾌﾞﾗｳﾝｳｯﾄﾞ

FJ3
ﾃﾗﾀﾞｰｸｳｯﾄﾞ

H21
ﾛﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞ

H22
ﾛﾌﾞﾙﾗｲﾄｳｯﾄﾞ

H23
ﾛﾌﾞﾙｸﾞﾚｰｳｯﾄﾞ

KPS2550SASFJ14LN__
YTTMG　HAJUH　CSEPH　SSE3S　GAA26　FSP12　DWD11　BVS01　WMN00　KKBDF
PWS01　SWS2S　SYF1S

まっすぐ流れる

コーナーに設けた排水口に向かって
水がまっしぐらに流れます

作業がラクラク

サッと洗える幅広シャワーで
時間も水もエコ

お手入れラクラク

フィルターがないから
お手入れラクラク

レンジフード

ノンフィルターでお手入れラクラク

スーパークリーンフード(ＬＥＤ)(フード色前幕板):シルバー

シンク

水もゴミもスイスイまっしぐら

すべり台シンク(人工大理石)／ホワイト

カウンター

温かみのあるシンプルな石目模様

人工大理石カウンター／ＵＨ：ライトストーニーホワイト

調理機器

ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ両面焼きｺﾝﾛH／換気連動:ｼﾙﾊﾞ-

水栓

水ほうき水栓(ハンドシャワー式･エアイン)

食器洗い乾燥機

洗い物のストレスから解放

食器洗い乾燥機Ｐ(バイオパワー除菌)：シルバー

キッチンパネル

表面がつるつるなので、汚れをふき取りやすい

シンプルキッチンパネル／シンプルホワイトＮ

取っ手

スリムライン取っ手

オプション

つま先らく押し水栓スイッチ



件名 １階 浴室 WXY36B提案Ｎｏ

パナソニックバスルーム　オフローラ　１６１６　ＡＲ　【２０１５年６月】

霞ヶ丘分譲ご提案プラン

浴槽

壁柄

ミラー カウンター 洗い場側水栓 ドア

仕様・特長

アクアマーブル浴槽(保温2）

エスライン浴槽

セミワイドミラー

ウェーブカウンター

スタンダード水栓（樹脂ハンドル） ２枚折りドア（ホワイト）

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

オートルーバー暖房換気乾
燥機。風向きを自動で調整し
てムラなくすばやく暖房。ワイ
ヤレスリモコン付。

握りバー兼用スライドバー　
Ｂタイプ
（メタル）

収納棚
クリアシェルフ（３段）

タオル掛けＢ

床

壁の隅に目地がないので、汚れが落としやすい。
目地が同方向に揃ったグリッドパターンの床は、拭き掃除もラクラク。

※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
　ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすい。スミピカフロア　単色

天井・照明

ささっと排水口
髪の毛が集まりやすい形状。
コーティングなしの樹脂製です。

空気の泡を含んだシャワーで、
肌の皮脂汚れまで、きれいに。

美しい人は、バスルームから生まれる。
なにげない入浴の時間を、美しくなる時間へ。
心身をゆるめて汚れを落とす。疲れを忘れ、溶けていく時間。耐久性や使い勝手、お手入れのしやすさなどの

基本的性能はもちろん、美容と健康のための機能と空間を備えました。

パナソニック　バスルーム

オフローラ

シャワーを持ったまま
水を出し止め
しやすいボタン。

機能美を追求。洗練されたシンプルなデザイン。

空気を取り込んで、
シャワーの水にミックスし、
「マイクロバブル」を発生。◎エステケアシャワーの皮脂汚れ洗浄メカニズム

水流
汚れに
気泡が吸着

気泡クッションで
再付着をふせぐ

肌表面

動画を
チェック！

フラット天井

フラットラインLED照明
（調色）





　　　　　　　※トクラスＵＢのみ



AKW:アクセント

ラインホワイト

AKG:アクセント

ノーブルグレー

AKV:アクセント

グライドベージュ

ASB:アクセント

サージボルドー

ASN:アクセント

サージネイビー

ASP:アクセント

シェーンピンク

ASA:アクセント

シェーンアクア

ARD:アクセント

リリーフオーク

ダーク

JW:プレシャスホワイト JB:プレシャスブラック JA:グロスアクア

JP:グロスピンク

壁壁壁壁カラーカラーカラーカラー

ARN:アクセント

リリーフオーク

ナチュラル

ARM:アクセント

リリーフオーク

ミディアム

ARW:アクセント

リリーフオーク

ホワイト

ASG:アクセント

サージグリーン

C:シックグレー L:ライトグレー

フロアカラーフロアカラーフロアカラーフロアカラー

浴槽浴槽浴槽浴槽カラカラカラカラ――――（人工大理石浴槽（人工大理石浴槽（人工大理石浴槽（人工大理石浴槽カラーカラーカラーカラー））））

ドアドアドアドア位置位置位置位置

人工大理石ストレート浴槽ポップアップ栓

ハンドクリップなし

断熱組みフタ（風呂フタフック付き）

折戸（W800）

ホワイト
樹脂製ヘアキャッチャー

なし

アクセントカラー

周辺パネル

（ドットホワイトマット）

CL

３ＷＡＹ手元止水付き壁出しメッキ水栓メタルホ

ース

フラット天井／壁付け照明（LED1灯）

ロングカウンター

換気乾燥機（24時間対応）100V 物干しバー付

ワイドミラー ヒーターなし

■保温性＜■保温性＜■保温性＜■保温性＜まるごとまるごとまるごとまるごと保温＞保温＞保温＞保温＞

■安全性＜足■安全性＜足■安全性＜足■安全性＜足ピタフロアピタフロアピタフロアピタフロア＞＞＞＞

#
浴室サイズ

1616型

※画像はイメージです。表示されている色は実物とは異なります。

浴槽全体を保温材で包み込んであるので、あたたかさを逃がしません。

換気口部分を取り外して丸洗いできます。

パッキンもドア内部に納まり、カビが付きに

くくなっています。

フロア・浴槽底面に独自の足ピタパターンを

施しました。フロアが濡れてもすべりにくく、

転倒事故を防ぎます。

■清掃性＜■清掃性＜■清掃性＜■清掃性＜おおおお手入手入手入手入れれれれ簡単簡単簡単簡単ドアドアドアドア＞＞＞＞



Color Coordinates

※写真はイメージです。
実際の仕様とは異なる場合がございます。
仕様は、予告なく変更する場合がございます。

※場合によって組み合わせできないカラーがございます。

[見積No.] [作成日]3140002653-01-B 2016/04/12

霞ヶ丘分譲地 ご提案プラン

１６１６サイズ／１階用／壁高さ２０００ｍｍ

※カラー未定の場合は、参考カラーとして
表示しております。

■■ …お客さまご選定カラー

[プランアクセスコード] AADN-CO80ユパティオ
Ｅプラン

（スタンダードプラン）

ドア位置

ドア位置Ａ
（Ｒタイプ）

シャワー水栓

ミキシングシャワー水栓
（メッキ）BHB126/A00

シャワーヘッド

ノーマルシャワー（クロームＬ）／
シルバーホース

シャワースライドバー

スライドバー（クローム）
（握りバー兼用）

鏡

フルミラー収納対応用

収納

ワイヤー収納棚（２段）

天井

ハーフドーム天井
（断熱仕様）

ドア

１８ｍｍ段差折り戸８００ホワイト

照明

ハイスクエア照明２灯
（ＬＥＤ）

浴槽保温

保温浴槽あり

ふろフタ

２枚フタ
スクエアバス用

循環アダプター

循環アダプターあり

タオル掛け

３５０（ ホワイト）



ホワイトオーク柄

カウンター

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

お湯と水の境目を「カチッ」
の音でお知らせし、お湯の
ムダを省きます。

マルチシングルレバーシャ
ワー
（カチット水栓）

３面鏡 ツインラインLED照明
ミドルパネル

両サイドからの均一な光で、背
の高さに関係なく、顔全体を明
るく照らします。

ヒーターレスでくもりにくいミラー　

『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品（ヒーター）に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。

ご提案扉柄 水栓

ミラー

くもって
ないわ

件名 １階 洗面所 WXY47D提案Ｎｏ

洗面ドレッシング　シーライン　新スタンダードＤ５３０タイプ　ホワイトオーク柄

王塚台１号地

※３面鏡はセンターミラーのみ、２面鏡はメインミラーのみ。

本体キャビネット

引出しタイプ
（画像は幅900サイズ）

※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。

扉柄バリエーション

ホワイト（鏡面） ピンク（鏡面）

ホワイト

扉柄Ｃ

扉柄Ｂ

扉柄Ａ

＊扉柄Ａ／Ｂ／Ｃは
価格が変わります。

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

ダーク柄 ライト柄 アルベロブラック アルベロホワイト

奥
行
き

5
3
0
m
m

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

掃除しにくいフチの隙間がない
排水口。ゴミを取り除きやすい
ヘアキャッチャー。

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。
継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。

（画像は幅900mm）





■扉カラー

８０ｃｍ

９０ｃｍ

ペアウッド

ホワイト

（A）

ペール

ホワイト

（W）

ペール

ロゼ

（P）

オーク

ナチュラル

（N）

ウォール

ナット

ブラウン（B）

ペール

ブルー

（E）

オーク

ホワイト

（H）

オーク

ミディアム

（D）

■ミラーカラー

クリア

シルバー

（S）

パール

ブラック

（K）

－

（Ｎ）

※画像はイメージです。表示されている色は実物とは異なります。

ステンレスミラー

キャビネット

樹脂ミラー

キャビネット

間口 ﾎﾞｰﾙ高さ

◆流レールボール◆流レールボール◆流レールボール◆流レールボール

「流レール」という独自のアイデアで、キレイを保つ洗面ボールを実現しました。

手洗いや洗顔など、普段の使い方で髪の毛や石けんの泡などを排水口に集めるので、

お手入れが簡単です。

「流レール」と中央が高くなった形状で、「流レール」と中央が高くなった形状で、「流レール」と中央が高くなった形状で、「流レール」と中央が高くなった形状で、

ボールを汚れにくくします。ボールを汚れにくくします。ボールを汚れにくくします。ボールを汚れにくくします。

ボール周囲の「流レール」が髪の毛や

泡を集めて排水口へ導きます。

さらに中央を高くするという逆転の発想

で「流レール」へ水の流れをつくります。

ボール全体に水を行き渡らせ

「流レール」で髪の毛や泡を集

めて排水口へ、洗面ボールの

お手入れをお手伝いします。

◆ステンレスキャビネットステンレスキャビネットステンレスキャビネットステンレスキャビネット

いつまでも美しい輝きを放つ、ステンレスキャビネットを標準装備。

お手入れもカンタン。

ステンレスキャビネットステンレスキャビネットステンレスキャビネットステンレスキャビネット

ステンレスは湿度や温度

変化に強いので、湿気が

こもりやすい洗面室に

適した素材です。

耐久性はもちろん、ニオイ

がつきにくく、洗剤などが

付着してもお手入れが

カンタンなので、キレイが

つづきます。

引出し底板も引出し底板も引出し底板も引出し底板も

ステンレス底板ステンレス底板ステンレス底板ステンレス底板

を標準装備を標準装備を標準装備を標準装備

※図は開きタイプ ※図はオールスライドタイプ

キッチンのアイデアや技術を活かした流レールボールやステンレスキャビネットをキッチンのアイデアや技術を活かした流レールボールやステンレスキャビネットをキッチンのアイデアや技術を活かした流レールボールやステンレスキャビネットをキッチンのアイデアや技術を活かした流レールボールやステンレスキャビネットを

洗面化粧台に。“洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくる”をコンセプトに洗面化粧台に。“洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくる”をコンセプトに洗面化粧台に。“洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくる”をコンセプトに洗面化粧台に。“洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくる”をコンセプトに

誕生した、「誕生した、「誕生した、「誕生した、「SSSS［エス］」。［エス］」。［エス］」。［エス］」。

美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。

キレイがつづく洗面化粧台。キレイがつづく洗面化粧台。キレイがつづく洗面化粧台。キレイがつづく洗面化粧台。

壁出しシャワー水栓なので

水や汚れがたまりにくく、

おそうじカンタン。

また水栓の位置が高い

ので、手洗いのとき

自然な姿勢が保てます。

節湯Ｃ１対応・壁出し型シャワー水栓節湯Ｃ１対応・壁出し型シャワー水栓節湯Ｃ１対応・壁出し型シャワー水栓節湯Ｃ１対応・壁出し型シャワー水栓

よく使われるレバー中央位置で水を優先

して吐水し、水と湯の境にクリック感を

設けることで、湯水をきちんと使い分け、

ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

湯水混合

水

湯

カチッ

※試算条件は（一社）日本バルブ工業会による

省エネ効果 約

ガス代 ：約

ＣＯ２ ： 約

３０

１,６５０

２０.４ ｋｇ 削減

円節約

％

引出しタイプ引出しタイプ引出しタイプ引出しタイプ((((ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｰﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ))))

小分けができる引出しと、収納スペース

の広い開き扉の組み合わせで、効率よく

収納できます。

コンパクトでスマートなＬＥＤ照明。ミラー

裏にたっぷり収納スペース。アイテムが

多い洗面台周辺をすっきり整理すること

ができます。

３面鏡（３面鏡（３面鏡（３面鏡（LEDLEDLEDLED））））



　　

[見積No.] [作成日]

洗面化粧台
ソフィニア

※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。 ※カラー未定の場合は、参考カラーとして表示しております。 仕様は、予告なく変更する場合がございます。

W900mm/引き出しタイプ 3140002806-01-A 2016/09/07

吉田建設様 ご提案プラン [プランアクセスコード] AAFN-4T14



王塚台１号地
会社名：

見積番号： 日付： 担当者：

ＴＯＴＯ関西販売（株） 神戸支店

W713837-02 (RXG4014) 2016年07月30日 秋本　雅之

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

画像はイメージです

カタログにて確認の程お願いいたします

０．５坪（０８×１６）プラン

ウォシュレット一体形便器ＧＧ１
レストルームドレッサーセレクトシリーズ

便器 CES9413#NW1

手洗器 ULA1GLSDANN1SWEA

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

大
便
器

手
洗
器

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

カ
ウ
ン
タ
｜

ホワイト パステルアイボリー パステルピンク ホワイトグレー

ホワイト パステルアイボリー パステルピンク ホワイトグレー

ミディアム
 フローチェリー

グレイス
 スーパーホワイト

ホワイト ミルベージュ ダルブラウン

　　　　　　　　　　　　　写真はイメージです

汚れをつきにくくする「プレミスト」 お掃除ラクラク便器 クリーン便座／クリーンノズル

「お掃除リフト」標準搭載 超節水＋ｅｃｏ小で節約＆エコ 機能一覧

手洗器

プレミストとセフィオンテクトの相乗効果で

汚れがつきにくく、落ちやすくなりました。

奥までぐるーっとフチがない「フチなし便器」

少ない水でもしっかり洗浄「トルネード洗浄」

便座とノズルに防汚効果の高い樹脂を採用。

汚れをはじくからひとふきでお手入れ完了!

サイドのレバーでウォシュレット前方部が持ち

上がるので、すき間をラクにお掃除できます。

環境にやさしく、しかも経済的。

従来品に比べ約７１％の節水が可能に。

スタイリッシュな角形コンパクトデザイン。

便器・便座機能

手洗器

吉田建設株式会社　標準仕様



王塚台１号地 (2F)
会社名：

見積番号： 日付： 担当者：

ＴＯＴＯ関西販売（株） 神戸支店

W713837-02 (W713837) 2016年07月30日 秋本　雅之

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

写真はイメージです

フチなし形状

しっかり節水

しっかり洗浄＆静かな洗浄音

フチがないので、汚れが

隠れて見えない部分が

ありません。お手入れが

ラクにできます。

環境にやさしく、しかも

経済的。従来品に比べ

約６１％の節水が可能に。

トルネード洗浄で、

少ない水でもしっかり洗浄。

さらに静かな洗浄音も実現。

組み合わせ便器

ＣＦＳ３６７
「フチ」がないからお手入れ簡単。しっかり節水、しっかり洗浄。そのうえ静か。

CFS367B#NW1

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。

ホワイト パステルアイボリー パステルピンク

写真はイメージです

ソフト閉止

抗菌

便座と便ふたがゆっくり

閉まる設計

便座・便ふたに抗菌機能

を採用

機能一覧

暖房便座

ウォームレットＳ
便座をお好みの温度に保ち、快適機能も搭載

TCF116#NW1

紙巻器 タオルリング
YH51R#NW1 YT410

一連紙巻器 タオルリング

お好きなデザインがよりくつろげる空間を

演出します。

シンプルでコンパクトなタオルリングです。

吉田建設株式会社　標準仕様



［耐風圧性能］※一部窓種・サイズを除きます。
■ Ｓ-３
風速約５０m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア ３階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます

吉田建設（株） 開口部仕様 エイピアＪ

その高い性能が、住まいの快適性をアップ。

十分な基本性能を確保した「エイピア J」
なら開口部のみならず、
住まい全体の快適性がアップ。
強い窓が、住まいの快適性と耐久性を
向上させます。

アルミ複層障子ガラス溝幅 ２６mm

樹脂複合枠（下枠二重断熱 ）

樹脂

断熱樹脂

□カラーバリエーション

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（H2）

ピュアシルバー
（S1）

ホワイト
（YW）

［断熱性と日射熱取得率］

建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率※1

【平成25年省エネルギー基準】

※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。

風速約５０m/sの風圧に耐えられる性能基準をクリア。３階建てなどの高所でも安心してご使用いただけます。

排水弁

エアタイトエアタイト

［水密性能］※一部窓種を除きます。
■ Ｗ-４
引違い窓には、雨水をホロー内に落とさない独自の下枠構造を採用。
勾配によりレール間に水が溜まりにくく、レールに浸入した水をすばやく
枠の外へ排出します。また、枠内に排水しないため、内部にゴミが溜まりません。

［気密性能］※一部窓種を除きます。
■ Ａ-４
外気の流入を防止して高い気密性を発揮
するエアタイト構造を採用しています。

［遮音性能］※一部窓種を除きます。
■ 住宅性能表示音環境透過損失等級（外壁開口部） 等級２
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。
障子のエアタイトと上下風止め板により外気の流入を防ぎます。高い気密性により遮音性能にも優れています。

［省エネルギー］
複層ガラスのガラス溝幅は２６mm。一般複層ガラスはもちろん、防犯合わせガラス使用時
にも、１２mm以上の中空層を確保でき（※）、単板ガラスの約２倍の断熱性能を発揮します。
そのため、冷暖房エネルギーを大幅に削減することができ、家計の負担を軽減します。
※ガラスの組合せによっては確保できないこともあります。

【試算条件】熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」（（株）建築環境ソリューションズ）を用いて算出した年間冷暖房負荷を
「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 Ⅱ住宅」（（一財）建築環境・省エネルギー機構）に
基づきエネルギー消費量、冷暖房費に換算。

※注意 結露はサッシの性能だけでなく住まい方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。

［防露性能］
樹脂複合枠（下枠二重断熱）を採用することで、アングル部の不快な結露を抑え、
内装材の腐食やクロスの汚れを防ぎます。

※窓の性能表示マーク（性能ピクト）は（一社）日本サッシ協会が窓の性能を普及促進する目的で定めた登録商標です。

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。
※【平成25年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率※1

※1：国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成25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。

※1 【熱貫流率】仕様に応じた開口部の熱貫流率を使用 【日射熱取得率】ガラス種別及び付属部材に応じた日射熱取得率を使用
※2 【熱貫流率】JIS A 2102より求めた熱貫流率を使用 【日射熱取得率】JIS R 3106より求めた日射熱取得率を使用



ブルー

ブロンズ

夏 冬

Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス（遮熱タイプ） Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス（断熱タイプ）

吉田建設（株） 開口部仕様 Ｌｏｗ-Ｅ 複層ガラス

日射熱を取り込んで外に逃がさない ■カラーバリエーション

保温の
仕組み

日射熱を遮って室内を涼しく保つ ■カラーバリエーション

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングし、太陽の熱線を約50％カット。
冷房効果を高め、西日対策や紫外線による室内の色褪せ防止になります。

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい
太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

中空層

Low-E金属膜

ガラス

乾燥剤

スペーサー

ニュートラル

ブルー

反射 透過

反射 透過

室内の暖かさや
涼しさを室外に
逃がさない断熱性

室内の暖かさや涼し
さを室外に逃がさな
い断熱性に加え 差

■室内側に太陽光を取込み、
暖房熱を外へ逃がしません。

室外側 室内側 室外側 室内側

■熱の流入、流出を防ぎます

中空層

Low-E金属膜

ガラス

乾燥剤

スペーサー

※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。

■Low-E複層ガラス使用サッシと一般サッシの防露性能比較
（社内試験）

外からの熱を
強力に遮断

室内は快適

冬の日差しを
取り込む

室内はポカポカ

Low-E複層ガラス（断熱タイプ）+エピソード

室内・暖房
エネルギー

断熱の
仕組み

室外側 室内側

ガラスにも

サッシにも

結露が発生

し、水滴が流

れています。

〔試験条件〕室内温度：２０℃／室外温度：０℃／相対湿度：５０％

■サーモグラフィーカメラによる窓辺の温度比較

■ＵＶカット 採光性を損なうことなく紫外線の透過を防ぎ、人や家具などに与えるダメージを大幅に軽減します。

････････････････････････日射熱取得率比較････････････････････････････････････････････････････････････････････

･･･････････････････････紫外線カット率比較････････････････････太陽光による窓枠の変色比較･･･････････････････

初期

〔試験条件〕試験木材：ヒノキ 試験装置：メタルウェザー
照射光強度：７６ｍＷ/㎝2 照射時間：７２ｈ（１０年相当）

ΔE：15.3

ΔＥが大きいほど変色が大きいことになります。

〔室内側条件〕
温度：20℃/
湿度：60％
（当社解析結果による）

単板ガラス+一般サッシ

単板ガラス（アルミサッシ）の部屋 Low-E複層ガラス（APW 330）の部屋
25.0℃

10.0℃

逃がさない断熱性
を持ちながら、
太陽の日射や照
り返しなどの熱の
流入を遮断する
ことで、室内の
暑さを抑えます。

い断熱性に加え、差
し込む太陽の熱は室
内に取り込み、室内
の暖かさを保ちます。

夏に涼しい
仕組み

冬に暖かい
仕組み

室外側 室内側

コールドドラフトとは
窓辺で冷やされた
空気が下降気流と
なり、足元に流れ
たまっていく現象。
空気には、暖かい
空気は上へ、冷た
い空気は下へたま
る性質があります。

ガラスにも
サッシにも、
結露はみら
れません

■ガラス別結露低減効果比較

■遮熱性 真夏の強い太陽熱を外側で反射。

100

41%

59

Low-E遮熱ブルー
（3mm+A12+3mm）

100

79%

21

複層ガラス
（3mm+A12+3mm）

100

88%

12

単板ガラス
（3mm）

100

76.3%

23.7

Low-E遮熱ブルー
（3mm+A12+3mm）

100

43.2%

59.4

複層ガラス
（3mm+A12+3mm）

100

26.1%

73.9

単板ガラス
（3mm） ※実使用による劣化と試験結果には、紫外線の照射環境・生活習慣などにより差が生じます

のでご了承ください。

複層ガラス 単板ガラス
ΔE：23.4 ΔE：24.0

Low-E遮熱

コールドドラフトが起こり、床が冷やされて温度
が下がり室内全体の温度低下が見られます。

コールドドラフトを抑え、床が暖かい温度を保
っており室内全体も温かく保たれています。



２０１６０８３０吉田建設様標準仕様書_H

ＶＥＲＩＴＩＳ 内装ドア 〈スタンダード仕様 H２０３５mm〉

木味感を生かしたデザインで上質な空間づくりを実現します。

スタンダード仕様の開き戸は、カバー蝶
番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差
のない新形状です。

カバー蝶番

開き戸の特長 引戸の特長

消音ラッチ・戸当たりクッション

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。

消音ラッチ

戸当たり
クッション
（ﾊﾝﾄﾞﾙ側縦枠）

開く時も閉まる時も直前にブレーキが
かかってから静かに引き込みます。

両側ソフトクローズ機構

リビング
…

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●ｽﾓｰｸｵｰｸ柄 ●しっくいﾎﾜｲﾄ柄●ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

ＬＤ型ＬＣ型 ＭＡ型 ＭＢ型 ＭＣ型ＬＡ型 ＬＢ型

ハンドル
…

空錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表示錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表 側 裏 側

引手
…

空錠 Ｃ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表示錠 Ｃ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

※イメージ写真です。

半透明合わせガラス

ＷＡ型・ＷＢ型
ＷＣ型・ＭＡ型
ＭＢ型・ＭＣ型

採光部
…

半透明アクリル板

ＳＡ型・ＳＢ型
ＳＣ型・ＬＡ型
ＬＢ型・ＬＣ型
ＬＤ型・ＤＣ型

Ｙ戸車引戸

戻り防止機能付のＹ戸車が自然に開く
現象を抑えます。

スムーズな走行 ムリなく開く

※ハイドアはオプションとなります。

ＳＡ型 ＳＢ型 ＳＣ型 ＷＡ型 ＷＢ型 ＷＣ型

洋室
…

洗面・トイレ
…

ＰＡ型 ＴＡ型ＰＥ型 ＴＥ型ＤＣ型

表示錠付 明かり窓付表示錠付 表示錠付 明かり窓付



COLOR SELECT
カラーセレクト デザインセレクト

[ 内装建具 ]

SIMPLE SELECTION ソフトアートシリーズ シンプルセレクション

DESIGN SELECT
選べる１０タイプ。
多様なデザインをご用意しました。

それぞれが個性豊かな表情を描き出す、１１タイプのデザインバリエーション。シンプルなデザインだからこそ、
木の素材感や美しさが引き立ちます。生活感度や室内のイメージに合わせてお選びいただけます。

選べる６色。
多彩な樹種パターンがあります。

M-CKそれぞれの樹種がもつ独特の味わいを生かした、
６色のカラーバリエーション。
木の風合いを引き立てる豊富な色調が揃い
暮らしのテイストに合わせて、お望み通りの
空間デザインを実現することができます。

多様なデザインをご用意しました。 木の素材感や美しさが引き立ちます。生活感度や室内のイメージに合わせてお選びいただけます。多彩な樹種パターンがあります。

M-XG M-XM / LM M-XA M-CW M-CH / CY

LB ライトブラウン色

華やかな色合いと光沢感のある表
情。上質感あふれるたたずまいと
ラグジュアリーな雰囲気がお部屋
を上品に彩ります。

DK ダークブラウン色
クラシカルとモダンが鮮やかに調
和した、深みのある表情。風格あ
る空間づくりを演出します。

LC ライトクリア色
暮らしの質が高まるような正統派

M-XM（縦木目）
WH・PL･LB・
NP・CP色

M-LM（横木目)
DE・LC・DK色

縦木目 横木目

M-CH（縦木目）
WH・PL･LB・
NP・CP色

M-CY（横木目）
DE・LC・DK色

横木目縦木目

Option
ハイドア／天井ジャストドア

M-XJ M-XK / LK M-XF / LF M-CR / CE M-CB / CN オプション

半乳合わせガラス ミスト熱処理ガラス

万一割れても破片が
飛び散りにくい
「合わせガラス」

万一割れても
安全性の高い
「熱処理ガラス」

暮らしの質が高まるような正統派
の品格ある風合い。洗練されたや
すらぎを味わえます。

DE ディープブラウン色

格調高いシックな空間を演出。ホ
ワイト系と相性が良く、暮らしが
スタイリッシュに染まります。

WH ホワイト色

明るくモダンな印象。アクセント
カラーと組み合わせれば、華やか
で多彩な表情を楽しめます。

PL ペール色
気品あるフェミニンなイメージ。
自然の心地よさや木のぬくもりが
空間を優しく包み込みます。

M-CR（縦木目）
WH・PL･LB・
NP・CP色

M-CE（横木目）
DE・LC・DK色

M-XK（縦木目）
WH・PL･LB・
NP・CP色

M-LK（横木目）
DE・LC・DK色

M-XF（縦木目）
全色

M-LF（横木目）
DE・LC・DK色

M-CB（縦木目）
WH・PL･LB・
NP・CP色

M-CN（横木目）
DE・LC・DK色

片面にミスト柄模様をデザインした
型板熱処理ガラス。カスミ柄に比べ、
より幾何学的な粒状模様が特長です。

２ 枚の厚ガラスを乳白色の接着
フィルムで加熱圧着したガラス。
乳半調に光を通す半透明のガラス
です。

高い間口をとることにより、縦の広がりを
演出し、より一層開放感のある部屋空間を
演出します。

マグネットタイプ
(ロック機構付)
シルバー

縦２方框デザイン スリットパネル フラットデザイン 落し込み框組デザイン 中帯落し込み框組デザイン
ドアストッパー

レバーハンドル

Ｒ型 シルバー

アール形状を施しながら
もシャープに見せ、手に
馴染むくぼみが特長です。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。※イラスト内の矢印は、木目方向を表示しています。

フラットパネルの凹凸の
大胆な組み合わせがシン
プルながら個性的なデザ
インで清楚なイメージを
広げます。

立体的であり、シンプル
なデザインが落ち着いた
住空間を創造します。

木の素材感を豊かに見せ
るシンプルなデザイン。
モダンな住空間を演出し
ます。

落し込み框で表情をつけ
た、端正でシンプルなデ
ザイン。木の素材感を引
き立てます。

伝統的な中帯仕様。シン
プルなデザインが落ち着
いた住空間を創造します。

空 錠 表示錠
※トイレ･洗面は標準設定

対応デザイン
【 ハイドア 】全デザイン対応
【天井ジャストドア】Ｍ-ＸＪ･ＸＭ･ＬＭ･ＸＦ･ＬＦ

横木目縦木目横木目縦木目 横木目縦木目横木目縦木目

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。※イラスト内の矢印は、木目方向を表示しています。

E160826279



ＬＤＫ 居室 トイレ 洗面 

ドア Ｈ2047 

シングルＧ19 ツインＧ20 上Ｇ05 フラット15 フラットT15 
（表示錠・明り窓付） 

フラットT15 
（表示錠・明り窓付） 

クロセット 

1.0間 Ｈ2347 

観音収納 

Ｈ2335 

玄関収納 

Ｈ2330 

※高さや幅、形状(玄関収納)は間取りによって変わります。 

Ｈ2330 

ご提案資料 

Ｓ色 
ｽﾚﾝﾀﾞｰｸﾗﾌﾄ 

Ｖ色 
ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞｸﾗﾌﾄ 

Ｌ色 
ﾚｵﾊﾟﾘｻﾝﾀﾞｰ 

Ｍ色 
ﾏｴｽﾄﾛﾌﾟﾗﾑ 

Ｅ色 
ｴﾚｶﾞﾝﾄﾉｰﾁｪ 

J色 
純ﾎﾜｲﾄ単色 

161024 

ＣＯＬＯＲ VARIATION 

ＡＩＣＡ MARLEＳSⅡ Ｃｌａｓｓ.Ｓ ＩＮＴＥＲＩＯＲ ＳＥＲＩＥＳ ＡＩＣＡ MARLEＳSⅡ Ｃｌａｓｓ.Ｓ ＩＮＴＥＲＩＯＲ ＳＥＲＩＥＳ 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から。 

特殊強化コート層で、
美しさ長持ち。 

表面に特殊強化コートを施すことでＪＡＳ 
ＦＷタイプ耐磨耗性試験700回を余裕でク
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。 

優れた耐汚染性で、
汚れはさっと一拭き。 

子供の油性ペンの落書きや、ペットがもたら
す汚れも、ゴシゴシこすらなくてもきれいに落
とせます。また、耐薬品性にも優れた性能を
発揮し、シンナーやアルコールを用いても変
色することなく、美しさを保ちます。 

安心のバリアフリー
４等級対応。 

年齢に関係なく家族みんなが安心して利用
できるよう、床との段差を抑え、通りやすい
開口幅を確保しました。 

アイカ マーレスⅡクラスＳ ご提案商品一覧 

トレンドカラーを採用。自分のイメージにあったお部屋のトータルコーディネートを可能にします。  

Ａ色 
ｱﾝﾌﾞﾙｵｰｸ 

Ｙ色 
ｲｰﾙﾄﾞﾉｰﾁｪ 

※建具枠/全柄共通 Ｊ色 

ハンドル 

P色 
ﾋﾟｰｽﾌﾙﾎﾜｲﾄ 

Q色 
ｸﾜｲｴｯﾄｴﾙﾑ 

T色 
ﾄﾚﾝﾃﾞｨｽﾓｰｸﾄﾞｵｰｸ 

N色 
ﾉｽﾀｴﾙﾑ 

R色 
ﾘﾌｧｲﾝｴﾙﾑ 

I色 
ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾌﾞﾗｯｸ 

B色 
ﾌﾞﾘｽｸｳｫｰﾙ 

U色 
ｱｰﾊﾞﾝｳｫｰﾙ 

DKH65AS ＱKH11ＡＭＳ ＣKH13Ｓ 

開き戸用 引戸用 クロセット 

開き戸サニタリー用 引戸サニタリー用 

DKH65TS ＱKH11TＭＳ 

明り窓 

DKH62AS DKH62AQ DKH66AS DKH43AS 

DKH62TS DKH62TQ DKH66TS DKH43TS 

ＱKH12ＡＭＳ 

ＱKH12TＭＳ 

玄関収納用 

ＣKH14Ｓ 

ＣKH10Ｓ ＣKH11Ｓ 

ＣKH12Ｓ 





どこでもドアホン VL-SWD701KL

屋外カメラ 屋内カメラ

VL-CD265

（LEDライト付）

VL-CD215

ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ

VL-SWD701KL（電源コード式）
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレス子機各１台セット

※最大４台接続可能

約2.4型液晶

センサー付カメラ接続で防犯力ＵＰ！

留守中も来訪者をＳＤカード（別売）に録画するので安心！

ドアホン・カメラ

1件約30秒の
動画

広角カメラで広く確認

ＳＤカードの録画件数 単位：件

電気錠連携

壁掛け増設モニター（別売）接続可能

ＪＥＭ-Ａ接続

窓センサー・ドアセンサー接続

※最大２０台接続可能

住宅用火災警報器連動

ワイヤレスアダプター機能 電話／ファクス連動※

※ＳＤカードがない場合、本体に８枚５０件の録画が可能です。センサーメラの録画にはＳＤカードが必要です。

・駐車場周辺

・庭

・玄関

・勝手口周辺 等の確認

※パナソニック製ＤＥＣＴ準拠方式の電話機、ファクスと連動可能

※２台接続可能

約７型液晶

（別売品）

カメラカバー

VL-CDA31

取付イメージ

スマートフォンで来訪者を確認できるので安心・便利！

※1 ご家庭に無線LAN（WiFi）環境が必要です。またスマートフォンに専用アプリのインストールが必要です。

※２ １秒間に最大１０コマの映像を表示します。

※３ インターネット環境が必要です。

タッチパネルモニター

タッチパネルモニター（親機）

なので操作

が簡単です

※1台接続可能

VL-V671K

＋5台
接続可能

＋2台
接続可能

※ｵﾌﾟｼｮﾝ







　　 当当当当社社社社標標標標準準準準





アクアフォーム 評価 グラスウール（繊維系断熱材） 評価

熱伝導率 0.034w/m.k（区分D） ○
0.036w/m.k（高性能24K GW、　区分
C）～0.050w/m.k（10K GW、区分A）

○

気泡内がもともと空気である為、外
部空気との置換が起きても断熱性
の低下はほとんど起こらない。

繊維内への湿気の進入により断熱
性が著しく落ちる。

木材等の痩せにも追従し易く（接着
及びフォームの伸縮性よる効果）、
断熱欠損が生じ難く経年変化も小さ
い

防湿層の施工精度により、経年変
化も大きく左右される。

接着強度及びフォーム強度がある
為、湿気が侵入しても垂れ下がりが
なく、断熱性の低下は小さい。

施工精度により、当該隙間より湿気
の侵入から、断熱材が垂れ下がり
断熱性が低下する。

施工精度

自己接着性及び自己発泡力により
吹付作業による気密性のバラツキ
が無い。

◎

施工精度により、気密性のバラツキ
が大きい。 △

施工性

吹付面には別途、気密施工は不
要。 ◎

別途、気密施工が必要。（気流止
め、防湿シートの設置、コンセント周
りの気密処置など）

△

防露性

湿気が入りにくく、微量に含んだ湿
気も乾いている方に逃がす調湿作
用がある。耐力面材を使用しても多
くの面材で防湿層を設けずに施工で
きる。

○

繊維そのものの透湿抵抗は小さく湿
気が通過しやすい。 その為、防湿
層の施工精度に防露性は大きく左
右される。ひどい場合、床下に結露
水が流れる場合がある。ダニ・カビ
発生、躯体を傷めるケースあり。

△

吸音性

連続気泡により高音域を吸音し、拡
散する事により、より静かな空間に
なる。また、吹付面に隙間がないた
め外から入る音も抑制できる。

○

吸音効果は高いが隙間からは外部
の音が侵入しやすい。接着効果、気
密効果による相乗効果は小さい。 ○

環境性

ホルムアルデヒド含有指定建材対
象外。 （初期値より検出限界以
下。） フロン発泡剤を一切使用して
いない。（温暖化係数　なし）

◎

ホルムアルデヒド含有指定建材。（Ｆ
☆☆☆☆は取得）

○

耐火性

JIS A　9526　燃焼性試験　燃焼時
間120秒以内で、かつ、燃焼長さが
60㎜以下。防火・準耐火認定取得
（一覧表は別紙）

○

燃えない。

◎

耐熱性

使用温度　-70～100℃。高温になっ
ても液化しない。火災の際、約300
～400℃で個体の状態で燃焼し、二
酸化炭素等を発生し、そのもの自体
は炭化する。

○

使用温度　400℃以下（JIS A 9504）

◎

総合評価

断熱性能を発揮するために、断熱
層としっかりした気密層が必要。アク
アフォームはその2つの施工を同時
に出来る。

◎
コストが安価であり一般的に普及
も、施工精度に大きく左右される。

△

アクアフォームvs　繊維系断熱材（グラスウール等）　比較表

断熱性

経年変化

気密性

△◎


