








屋根

D A T A

●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
生ずる場合がありますの
でご了承ください。
●商品写真は印刷色のた
め、現物と若干異なりま
すので、実物の商品見本
でお確かめください。

換気システム
ventilation system

　バクマ工業

    191001

   

KP-08D

更科製鉄所









EFX2352□ EFX2353□ EFX2354□ EF5361(56)□ EF5357□ EF5358□ EF5359□ EF5362□ EFX3253□ EFX3254□

ファータMGオレンジ ファータMGフレッシュ ファータMGピーチ プラムMGバニラホワイトⅡ プラムMGアッシュⅡ プラムMGクリームⅡ プラムMGブラウンⅡ プラムMGセピアⅡ コットMGミルク コットMGボルド

EFX3351□ EFX3352□ EFX3353□ EFX3355□ EFX4051□ EFX4052□ EFX4053□ EFX4054□ EFX4055□ EFX4057□

フォンドMGシュガー フォンドMGリーフ フォンドMGショコラ フォンドMGダーク エアルMGスノー エアルMGトリュフ エアルMGショコラ エアルMGプラチナ エアルMGアッシュグレー エアルMGブラック

EFX3751□ EFX3752□ EFX3754□ EFX3757□ EFX3451□ EFX3452□ EFX3453□ EFX3455□ EFX3457□

プラムMGホワイトⅡ プラムMGアイボリーⅡ プラムMGチャコールⅡ プラムMGブルーⅡ ランダMGラテ ランダMGトリュフ ランダMGパウダー ランダMGプラチナ ランダMGブラック

EF9351□ EF9355□ EF9356□ EF9357□ EFX1651□ EFX1652□ EFX1653□

イデアルＭＧキャメル イデアルＭＧボルドー イデアルＭＧチャコール イデアルＭＧブラウン アプラMGクリーム アプラMGワイン アプラMGキャロット

EFX3951□ EFX3953□ EFX3954□ EFX3151□ EFX3152□ EFX3153□

エメＭＧホワイト エメＭＧブラウン エメＭＧチャコール エアルMGスノー エアルMGラテ エアルMGトリュフ

EF9051□ EF9052□ EF9053□ EF9054□ EFA2851□ EFA2852□ EFA2853□ EFA2854□ EFA2855□

プラムMGホワイトⅡ プラムMGアイボリーⅡ プラムMGアッシュⅡ プラムMGクリームⅡ コンティＭＧホワイト コンティＭＧアッシュ コンティＭＧアイボリー コンティＭＧブラウン コンティＭＧグレー

EFA1951□ EFA1952□ EFA1953□ EFA1954□ EFA2251□ EFA2256F EFA2255□ EFA5351□ EFA5352□

マテレＭＧネイビー マテレＭＧブラック マテレＭＧホワイト マテレＭＧクリアホワイト スペリオＭＧナチュラル スペリオＭＧウォルナット スペリオＭＧブラック ブリジェＭＧセピア ブリジェＭＧブラック

EFA5251□ EFA5252□ EFA5253□ EFA5254□ EFA5651□ EFA5652□ EFA5653□ EFA5654□ EFX1351□ EFX1352□ EFX1354□

フローMGクリアホワイト フローMGホワイト フローMGクリーム フローMGネイビー アイリオＭＧホワイト アイリオＭＧベージュ アイリオＭＧブラウン アイリオＭＧチャコール プラムＭＧホワイト プラムＭＧアイボリー プラムＭＧチャコール

EFA5451□ EFA5452□ EFA5453□ EFA5454□ EFA4351□

ストレムＭＧホワイト ストレムＭＧクリーム ストレムＭＧブラウン ストレムＭＧセピア コンクリートＭＧライトグレー

■シェードブリック調Ｖ

■グレインウッドＶ

■モナビストーンＶ

■レボーストーン調Ｖ

■コルモストーン調Ｖ

■しぶきＶ

■ポメロストーン調Ｖ

■ナチュラルラインＶ ■リーガストーン調Ｖ

■セリオスタイルＶ

■ディスタシェイドＶ

■スプリットストーン調Ｖ■マイスターウッド調Ｖ

■コンクリート打ちっ放し１６Ｖ

■コシュカＶ

■ボルブストーン調Ｖ

■シャルムロックＶ

■ミラージュタイルＶ

■ロックラインＶ

■アフェットＶ

■キアンカＶ

Ｄtype １６ｍｍ金物貼り同質短尺コーナー高級品 仕様
Ｖ（ブイ）シリーズ （防汚機能品） ２０１９年1２月現在

●出隅：短尺同質出隅仕様

長さ４５５ミリ

●留め付け：金具施工



暮らしやすく

■ドアデザイン

＜K4仕様＞

■カラーバリエーション

防火A/B/Cタイプ

◆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。
・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。）

■ハンドルバリエーション

k4仕様【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の 熱貫流率：4.07［W/（㎡•K）］

■一般（非断熱）枠

アルミ形材

鋼板

断熱材

（断熱パネル）

気密材

外部ハンドル：A型 外部ハンドル：D型

外部ハンドル：F型 室内側ハンドル

サテン
ゴールド

シルキー
マット ブラック

ブラスト
シルバー

シルキー
マット ブラック

木目調

特殊金属膜
(Low-E膜)

高断熱型
Low-Eガラス

網入り型ガラス

■高断熱複層ガラス

ブラスト
シルバー

シルキー
マット ブラック

＜標準装備＞

こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト
ジエスタ２は３つの鎌付デッドボルトを採用。 こじ破りに対する抵

抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに

1つ、鎌付デッドボルトを採用。

玄関ドアと枠のかみ合わせが

強化され、防犯性が向上。

＜標準装備＞

破られにくい「２ロック」で、ピッキング対策も万全。
解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。

『ジエスタ２』は2ロックを標準装備。シリンダー自体が不正解錠しづら

い 構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

錠本体

②差し込む

②抜く

①押したまま ボタン

＜標準装備＞

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン 」
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。外出
時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開 けられる心配が
ありません。

駅の改札は、カードやケータイで

ピッと通れる。そんならくらくなスタイルを

わが家の玄関に!

＜オプション＞

安心・安全・便利なカードキー ＜CAZAS＋＞

アルミ色(遮熱鋼板)

木目調(遮熱鋼板)

2020.01.23作成



暮らしやすく

■ドアデザイン

＜K2仕様＞

■カラーバリエーション

防火Dタイプ

◆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。
・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。）

■ハンドルバリエーション

k2仕様【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の 熱貫流率：2.33［W/（㎡•K）］
断熱枠(サーマルブレイク構造)と高断熱複層ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現

外部ハンドル：A型 外部ハンドル：D型

外部ハンドル：F型 室内側ハンドル

■高断熱複層ガラス

枠：サーマルブレイク構造

エッジ気密材

PVC

アルミ形材

鋼板

気密材

断熱材

（断熱パネル）

■サーマルブレイク構造

特殊金属膜
(Low-E膜)

高断熱型
Low-Eガラス

アルゴンガス入

網入り型ガラス

サテン
ゴールド

シルキー
マット ブラック

ブラスト
シルバー

シルキー
マット ブラック

木目調
ブラスト
シルバー

シルキー
マット ブラック

＜標準装備＞

こじ破りに強い、3つの鎌付デッドボルト
ジエスタ２は３つの鎌付デッドボルトを採用。 こじ破りに対する抵

抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに

1つ、鎌付デッドボルトを採用。

玄関ドアと枠のかみ合わせが

強化され、防犯性が向上。

＜標準装備＞

破られにくい「２ロック」で、ピッキング対策も万全。
解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。

『ジエスタ２』は2ロックを標準装備。シリンダー自体が不正解錠しづら

い 構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

錠本体

②差し込む

②抜く

①押したまま ボタン

＜標準装備＞

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン 」
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。外出
時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開 けられる心配が
ありません。

駅の改札は、カードやケータイで

ピッと通れる。そんならくらくなスタイルを

わが家の玄関に!

＜オプション＞

安心・安全・便利なカードキー ＜CAZAS＋＞

アルミ色(遮熱鋼板)

木目調(遮熱鋼板)

2020.01.23作成



LIXIL  

【C】 

2 0 1 7 0 5   

ＷＩＮＤＯＷ 

●断熱性能：平成 25 年省エネルギー基準  

建具とガラスの組み合わThによる開口部の  

熱貫流率 2.33W/ ㎡・K 

●気密性能：Ａ-４(２) 等級 

●防音性能：等級２  ( 住宅性能表示 ) 

●耐風圧性能：Ｓ-３(160) 等級 

●水密性能：Ｗ-４(35) 等級 

●防露性能：結露を軽減 

基本性能 使いやすさ・安心 

デザイン 

カラーバリエーション 

 

３ 

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、

日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた  

樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。 

ハ イ ブ リ ッ ド 構 造 で   

フレーム高性能化   

ア ル ミ と 樹  脂 の ハ イ ブ リ ッ ド  構 造 で  断 熱 性 能 が  大 き く 向  上 

熱を通しやすいフレームを小さくし、 

ガラス面積を拡大。アンカー式グレチ 

ャンを採用することでガラスとフレー 

ムを一体化。フレームの極小化とガラ 

ス面積の最大化により、優れた断熱
性能を実現しています。 
 

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの 

約2.0倍高い断熱性を発揮する「Lo w-E 

複層ガラス」をご用意。 

フ レ ー ム を   

ス リ ム 化 し   

ガラス面積最大化   

高断熱を追及した   

高性能ガラス   

 

１ 

 

２ 

   
※画像は引違い窓の縦框です。 

特許取得済 

アンカー 式  
グレチャン 

ガラス面積  
最大化 

*断熱性向上 

フレーム  
スリム化 

*意匠性向上 

従来品アルミＰＧ窓 サーモスＬ 

26mm 

42mm 

Low-E複層ガラス 

アルミスペーサー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹脂形材  

アルミ形材 

 

※画像はイメージです。 

ブラック（T） ナチュラルシルバー（D） ホワイト（W） 

●外観色 
（アルミ色） 

●内観色 
（樹脂色） 

暑さ・寒さに悩まされない、快適な住まいへ 

熱貫流率 

2.33  
W/（㎡・K
） 
以下相当※ 

[Low-E複層ガラス] 

※平成25年省エネルギー基準  建具とガラスの組合わせによる開口部の熱貫流率（Low-E複層ガラス（空気層10mm以上）） 

FG-L 高断熱窓をはじめ断熱化された住まい  

は、部屋ごとの温度差を抑えることが  

できます。寒くなりがちなトイレ、廊  

下、浴室などとの温度差を少なくすること  

は高齢者に起こりやすい冬期のヒート  

ショック対策に効果的です。 

テラスドア 採風勝手口ドア FS 

（フラットスライド） 

単体引違い窓 シャッター付引違い窓 面格子付引違い窓 

縦すべり出し窓 T 

（カムラッチ） 

横すべり出し窓 

（カムラッチ） 

上げ下げ窓 FS 

（フラットスライド） 

面格子付上げ下げ窓 FS 

（フラットスライド） 

内倒し窓 

FIX 窓 

（外押縁タイプ） 

開閉をサポートし、家族みんなに使いやすく。 
小さな子どもからお年寄りまで、簡単 &スムーズに操作できる  

ハンドルや把手もご用意しています。 

指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。 
上げ下げ窓FSは、障子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を  

採用。また、ドアは、ピボットヒンジを框の中に隠して吊元側の隙間を小さ  

くし、指をはさみにくくしています。 

インナーピボット構造 指はさみ防止構造 

オペレーターハンドル（ユニバーサルタイプ） 大型把手 
窓に手が届きにくい場所でも、ハンドルを  

回転させるだけでラクに開閉できます。 

握りやすく操作しやす  

い大型把手です。 

アシスト把手 

てこの原理で開けはじめ  

の重さを4４０％軽くします。 

※イメージ 

※画僧はすべてイメージです。 

防火専用 サッシ Cタイプ ＦＧ－Ｌ〈高断熱 Low-E 複層ガラス〉 

オータムブラウン（G） シャイングレー（K） 

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス グリーン 

特殊金属膜と中空層の  

ダブル効果で冬でも暖か。  

断熱性能 

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの  

約 1.7 倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃が

しません。 

※一般複層ガラス３＋Ａ１６＋３とＬｏｗ-Ｅ複 層  
ガラス グリーン６.８＋Ａ１２＋３を比較 

特殊金属膜  (
Ｌｏｗ－Ｅ膜) 



※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。19.08 ライフソリューションズ社パナソニック株式会社

インテリア住宅部材

⑤ベース印刷層

③深み演出層

②手触り感演出層

④照り演出・
木目柄
印刷層

①トップコート層

【ＬＤＫドア】 【洋室・洗面室ドア】 【トイレドア】

SA型 SＢ型 SＣ型 ＰＡ型 ＴＡ型

フラットタイプ扉

ドアハンドル

Ａ1型 空錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

スタンダード

ドア クローゼット 玄関収納

造作材

色柄 木味感を５つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート

Ａタイプ

Ａ1型 表示錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

引き手

Ｃ1型 空錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装
Ｃ1型 表示錠

ST：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

３方枠・固定枠

丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

W1200 コの字型 ミラー付

フラットタイプ扉 丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

幅木

ｺｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ

（樹脂製）

窓枠 無目枠

※標準は下部の窓台のみです。

（4方枠はオプション）

LDKﾄﾞｱ採光部 蝶番

半透明アクリル板

（取り外し不可）

カバー蝶番

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

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

メープル柄オーク柄 しっくいホワイト柄
（木目なし）

ホワイトアッシュ柄

チェリー柄ウォールナット柄

ホワイトオーク柄

（1間までレール無し、1.5間以上は下付けレール仕様）



Stainless Eco Cabinet
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屋根

D A T A

●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
生ずる場合がありますの
でご了承ください。
●商品写真は印刷色のた
め、現物と若干異なりま
すので、実物の商品見本
でお確かめください。

キッチン
system kitchen

クリナップ

ス
テ
デ
ィ
ア

191001

C



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 鏡面

HN642

ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN651

ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

HN661

ﾁｪﾘｰ

HN662

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN663

ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN953

ﾄﾊﾟｰｽﾞﾌﾞﾙｰ

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

HN983

青磁ﾘｰﾌ

HN984

ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ

HN952

ｱｸｱﾌﾞﾙｰ

HN954

ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ

HN932

ｼﾙｷｰｽﾃｯﾁ

HN933

ｽﾄｰﾝﾙｰｼﾞｭ

HN951

ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 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

HT541

ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ

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

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

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

ｷﾚｲｻｰﾓﾌﾛｱ 単色ＦＲＰ

Ｌパネルアクセント張り

システムバスルーム　アライズ

UFD-111A

BF-HW156TX-PU BF-SL6BG(1.6)-PU/FW1 LDA-P1-1A

KGM-30120S NT-225A(5)R-1S/FW1 VDY-8002006R(73)/WM TB-400E-K

CG合成によるイメージ画像です。

AF878200896-01



キ レ イ の 追 求 が 、 

美 し い 空 間 を 生 ん だ 洗 面 ド レ ッ サ ー 。 

洗面化粧台 ＭＶ 

VJHT-905SY MVJ1-903TXJU 

KF-91A 

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。 

JDYTQH00324-01 

間口900mm VJHT-905SY/MVJ1-903TXJU 

扉カラー 

カウンターカラー 

H 
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ 

VP1 
ﾎﾜｲﾄ 

スタンダード 扉カラー 

LD2 
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ 

LP2 
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ 

LM2 
ｸﾘｴﾓｶ 

YS2 
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ 

HD2 
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ 

HP2 
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ 

ハイグレード 

カウンターカラー 

H 
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ 







屋根内装建具
interior fittings

D A T A

●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
生ずる場合がありますの
でご了承ください。
●商品写真は印刷色のた
め、現物と若干異なりま
すので、実物の商品見本
でお確かめください。

照明器具
lighting-equipment

　Panasonic

    191001

   

Panasonic　基本照明リスト



屋根

D A T A

●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
生ずる場合がありますの
でご了承ください。
●商品写真は印刷色のた
め、現物と若干異なりま
すので、実物の商品見本
でお確かめください。

その他
et cetera

　

各
種
設
備

    191001

   



D A T A

●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
生ずる場合があり ますの
でご了承く ださい。

●商品写真は印刷色のた
め、現物と若干異なり ま
すので、実物の商品見本
でお確かめく ださい。

その他
et cetera

190901

各
種
設
備

煙式（光電式） 熱式（定温式）

【国家検定合格品】

音声警報 音声警報

toyoizumiken
矩形

toyoizumiken
矩形

toyoizumiken
矩形
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