
パナソニック　キッチン標準仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リビングステーション　　　　　　　　　　Ｖスタイル　　　　　　　　　Ｉ 型 ２５５０㎜         １７０６仕様

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

V-style

パナソニックキッチン

スキマレスシンク ムーブラックタイプ（スラくるネット付）

シンク カラーバリエーション

グラーノホワイト グレー ブラウン

楽楽なな姿姿勢勢でで使使ええるるススラライイドドタタイイププ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。

出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かに

ゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への

衝撃を和らげます。

フロアユニット

image

ソフトクロージング機構

コンロ下スライド シンク下スライド 食洗機下スライド

アルベロホワイトアルベロブラック

ＶＰ２０シリーズ 木目（ 鏡面）

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ソフトオーク柄 ホワイトアッシュ柄ソフトチェリー柄

ＶＴ２０シリーズ 木目（ マット）

ブラウン ファインレッド オレンジネイビー オリーブグリーン

ＶＬ２０シリーズ 単色（ 鏡面）

ベージュ ビューティホワイト

取っ手は４タイプからお選びいただけます。

image

加熱機器

ウォールユニット
高さ 700mm

耐震ロック
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。

取っ手レス扉

人造大理石
カウンター

【サンドホワイト】

カウンターウォールユニット

image

ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラク。

ホーロートップガスコンロ 幅600mm

【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色

操作：プッシュ&レバー式全口温度ｾﾝｻｰ

<LESG32N1N>

外炎式

全バーナー
温度センサー＆

消し忘れ消火
機能搭載

レンジフード 水栓 キッチンボード食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機浅型 ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
<LE*45RS7*D>
カラー：シルバー or ブラック

操作しやすいビッグレバー。
浄水器内蔵混合水栓。（タカギ製） ホワイト（RA）

プレーン柄（３mm厚）

スマートフードⅡ（シロッコファン）
照明付（LED仕様）

扉 柄

L iv ing  S tation
リビングステーション

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

ピンク グリーン パープル

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。

アルミライン（ＬＣＡ）

ハンドル（ＨＤＡ）ハンドル（ＨＡＡ）

ハンドル（ＨＣＥ）

ペイントウッド柄ヴィンテージメタル柄

ＶＨ２０シリーズ

抽象柄 木目（ マット）

作業に合わせて移動
できる洗剤ラック

カウンターとシンクの継ぎ目の
すきまをなくしました。

目皿も取り外して洗えます。

アミカゴゴミが
集まりやすく
捨てやすい形状

シンクと一体成型の排水口
なので汚れが溜まりにくく、
お手入れラクラク

普段は正面に置いてある洗剤ラックをサイドに移動する事ができます。
シンク中央が広く使え、大きな鍋やまとめ洗いもゆっくり洗いやすくなります。

専用の「スラくるネット」を使うとシンク上も便利な作業スペースになります。
洗物や調理などの作業がアップ！！

使い方に合わせて
端から端まで動かせます。

〈LE*43AHZ2M〉
カラー：シルバー or ブラック

※※吊戸棚：物件により付かない場合がございます。吊戸棚：物件により付かない場合がございます。
※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。

【サンドベージュ】【サンドグレー】

280℃油鍋と
350℃の空焚き
鍋を20分放置後、
変色、ふくれ無し



パナソニック　キッチン標準仕様　　　　　　　　　リビングステーション　　　　　　　　Ｖスタイル　　　　　　　フラット対面耐力壁プラン　Ｌ＝２５８５mm       １７０６仕様

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

V - style

パナソニックキッチン

加熱機器

フラット対面耐力壁プランカウンター

空間を広く感じさせ、家族の
コミュニケーションを広げます。

フラット対面耐力壁プランカウンター

ホーロートップ
汁受け皿なしでお掃除がラク。

ホーロートップガスコンロ 幅600mm

【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色

操作：プッシュ&レバー式全口温度ｾﾝｻｰ 外炎式

L iv ing  S tation
リビングステーション

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

image

<LESG32N1N>

全バーナー
温度センサー＆

消し忘れ消火
機能搭載

アルベロホワイトアルベロブラック

ＶＰ２０シリーズ 木目（ 鏡面）

ＶＴ２０シリーズ 木目（ マット）

ブラウン ファインレッド オレンジネイビー オリーブグリーン

ＶＬ２０シリーズ 単色（ 鏡面）

ベージュ ビューティホワイト

取っ手は４タイプからお選びいただけます。

扉 柄

アルミライン（ＬＣＡ）

ハンドル（ＨＤＡ）ハンドル（ＨＡＡ）

ハンドル（ＨＣＥ）

ペイントウッド柄ヴィンテージメタル柄

ＶＨ２０シリーズ

抽象柄 木目（ マット）

スキマレスシンク ムーブラックタイプ（スラくるネット付）

シンク カラーバリエーション

グラーノホワイト グレー ブラウン

楽楽なな姿姿勢勢でで使使ええるるススラライイドドタタイイププ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。

出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かに

ゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への

衝撃を和らげます。

フロアユニット

image

ソフトクロージング機構

コンロ下スライド シンク下スライド 食洗機下スライド

ピンク グリーン パープル

作業に合わせて移動
できる洗剤ラック

カウンターとシンクの継ぎ目の
すきまをなくしました。

目皿も取り外して洗えます。

アミカゴゴミが
集まりやすく
捨てやすい形状

シンクと一体成型の排水口
なので汚れが溜まりにくく、
お手入れラクラク

普段は正面に置いてある洗剤ラックをサイドに移動する事ができます。
シンク中央が広く使え、大きな鍋やまとめ洗いもゆっくり洗いやすくなります。

専用の「スラくるネット」を使うとシンク上も便利な作業スペースになります。
洗物や調理などの作業がアップ！！

使い方に合わせて
端から端まで動かせます。

レンジフード 水栓 キッチンボード食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機浅型 ドアパネル仕様
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
<LE*45RS7*D>
カラー：シルバー or ブラック

操作しやすいビッグレバー。
浄水器内蔵混合水栓。（タカギ製） ホワイト（RA）

プレーン柄（３mm厚）

スマートフードⅡ（シロッコファン）
照明付（LED仕様）

〈LE*43AHZ2M〉
カラー：シルバー or ブラック

image

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。
※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。

人造大理石
カウンター

【サンドホワイト】

【サンドベージュ】【サンドグレー】

280℃油鍋と
350℃の空焚き
鍋を20分放置後、
変色、ふくれ無し

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ソフトオーク柄 ホワイトアッシュ柄ソフトチェリー柄



 

 

 

 

浴槽  

【 カラーラ柄】  大理石をイメージした流れ模様 

【【 ラ イト 柄】】  単色  

ｶﾗｰﾗﾎﾜｲﾄ  ｶ ﾗ ｰﾗﾍｰｼﾞｭ ｶﾗｰ ﾗｸﾞﾚｰ   

ﾗｲﾄﾎﾜｲﾄ  ﾗｲﾄﾍ゙ ｰ ｼﾞｭ  ﾗｲﾄﾛｰ ｽﾞ  

その他  

ススミミピピカカフフロロ アア

床・ 浴槽エプ ロン 洗い場側水栓

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

浴浴浴浴槽槽槽槽エエエエププププロロロロ ンンンン  

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍ゙ｰ ｼﾞｭ ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ  単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ  

■■鏡面仕様    ■マット 仕様  

【 ベースパネル】】   

壁柄Ｃ  アクセント パネル仕様  

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄 ﾊﾟ゚ﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄  

ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄

ﾒｰﾌﾟﾙ柄

ﾁｪﾘｰ柄

ｸﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

【 ベースパネ ル】】  

  

  

ｶﾊﾞｰ：ﾌﾞﾗｯｸ

肩肩ままわわりりゆゆっったたりり   

座座れれるるフフラランンジジ  つつかかめめるるフフラランンジジ  

 ポポッッププアアッッププ排排水水栓栓 

半半身身浴浴スステテッッププ  

  
  

FRP   ｱｸｱﾏｰ ﾌﾞﾙ浴槽

  防汚成分  
 

新新素素材材  アアククアアママーーブブルル人人造造大大理理石石  

  

【 床立ち上げ】  

カウンター  

ウ ェーブカウ ンター   

ピュア  
ホワ イト   

ベージュ ライト   
ブラック  

  

※※イイメメーージジ  

浴室テレビ  天井・換気扇   

オート ルーバー  
暖房換気乾燥機  

リ モコン  

 

 

フラット 天井 

ミラー・収納棚  

スイングドア  
ホワイト  段差５mm

●タオル掛けＡ 

●握りバー 型  
（ホワイト）  
長さ： ４００ mm

スキットドア 

 
スリムミラー  

ライトシェルフ２段  

ホワイト

 

ブラック

 

＊色は水栓ｶﾊﾞｰ色と 
同じになります。 

スタンダード水栓

 

パナソニック　　　　バスルーム　標準仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＺ         １６１６サイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７０６仕様

  

  

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.06

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

新 人 大 浴 槽 　 『 ア ク ア マ ー ブ ル 浴 槽 』新 人 大 浴 槽 　 『 ア ク ア マ ー ブ ル 浴 槽 』

水水滴滴

浴浴槽槽形形状状  エエススラライインン浴浴槽槽  

水水滴滴

防汚成分( はっ水. はつ油成分) を、
表面だけでなく素材に練り込んで
いるので、汚れもつきにくく、
キレイが長持ち。

洗面器を置いてもゆとりのあるカウンター

【アクセントパネル】

新・パナソニックバスルーム

乾きやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のパターンが
同一方向にそろうグリット加工と床のスミが立ち上がって
お掃除しやすい床です。

単色 ﾐﾃｨ゙ ﾑﾍ゙ ｰｼﾞｭｱ

床のスミまでスポンジが届きやすく、

お掃除しやすい形状です。

パッキン シーリング材

壁

床

ﾞ

【アクセントパネル】

Ｉ

ﾎﾜｲﾄ

ﾌﾞﾗｯｸ

バスルームを心地よく照らす長寿命なLEDのあかり

快適なバスタイムのための照度設計
ライン状のスマートなフォルムで

浴室を引き立てるあかり。LEDだから省エネ、長寿命。

浴室内の空間照度を確保しながら、

足元や床のスミもしっかり照らすので、おそうじラクラクです。

ﾀﾞｰｸﾏｰﾌﾞﾙ柄

ｶﾊﾞｰ：ﾎﾜｲﾄ

シャワーヘッド

メタルワンタッチ
シャワーヘッド ＋
シルバーホース

スライドバー

シャワースライドバー
（メタル）

保温浴槽Ⅱ ＋断熱組フタ
保温浴槽Ⅱ 断熱組フタ

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。

※※標準仕様にイス・小物は含まれておりません。標準仕様にイス・小物は含まれておりません。
※※天井高さ・形状は物件により異なります。天井高さ・形状は物件により異なります。

１ ６インチの大画面
３波対応（地上波 ・ BS ・ 110°CS）
高精細Full HD 207万画素
長寿命LEDバックライト/低電力１８W節電設計
AV入力１系統装備/Bluetooth音声出力搭載
ワイヤレスリモコンで簡単操作

３点フック



パナソニック　　　　バスルーム　標準仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＺ         １６１６サイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７０６仕様

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.02

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

ピュアホワイト

単色ミディアムホワイト

ピュアホワイト

Ａ patte rn

Ｅ patte rn

【アクセントパネル 】

【ベースパネル】

【人大浴槽 】 【床 】

クレマストーン柄

グレイスホワイト柄

【浴槽エプロン】 【 ウェーブカウンター 】

【水栓カバー】

ホワイト

【テレビ 】

ホワイト

Ｂ patte rn

Ｆ patte rn

【アクセントパネル 】

【ベースパネル】

【人大浴槽 】 【床】

モザイク硝子ブラウン柄

パラレルホワイト柄

ライトホワイト

【浴槽エプロン】

ピュアホワイト

単色ミディアムホワイト

【 ウェーブカウンター 】

ライトブラック

【水栓カバー】

ブラック

【テレビ 】

ブラック

単色ミディアムベージュ

ミディアムベージュ

【アクセントパネル 】

【ベースパネル】

【人大浴槽 】 【床 】

ダークマーブル柄 カラーラベージュ

【浴槽エプロン】 【 ウェーブカウンター 】

【水栓カバー】

ホワイト

【テレビ 】

ホワイト

単色ミディアムホワイト

ピュアホワイト

Ｃ patte rn

Ｇ patte rn

【アクセントパネル 】

【ベースパネル】

【人大浴槽】 【床 】

モザイク硝子ブルー柄

パラレルホワイト柄

カラーラホワイト

【浴槽エプロン】 【ウェーブカウンター 】

ピュアホワイト

【水栓カバー】

ホワイト

【テレビ 】

ホワイト

ミディアムグレー

単色ミディアムグレー

Ｄ pattern

Ｈ pattern

【 アクセントパネル】

【ベースパネル 】

【人大浴槽】 【床 】

アンティークブラック柄

パラレルホワイト柄

【 浴槽エプロン】 【 ウェーブカウンター】

ライトブラック

【 水栓カバー】

ブラック

【 テレビ】

ブラック

ピュアホワイト

単色ミディアムベージュ

ミディアムベージュ

【アクセントパネル】

【ベースパネル】

【人大浴槽 】 【床】

チェリー柄 ライトベージュ

【 浴槽エプロン】 【 ウェーブカウンター 】

【水栓カバー】

ホワイト

【 テレビ】

ホワイト

※カラーラ柄＝大理石をイメージした流れ模様

※

※

単色ミディアムグレー

【 アクセントパネル】

【ベースパネル 】

【人大浴槽】 【床 】

アンティークブラウン柄

パラレルホワイト柄

ライトホワイト

【 浴槽エプロン】 【 ウェーブカウンター】

ライトブラック

【 水栓カバー】

ブラック

【 テレビ】

ブラック

カラーラグレー※

グレイスホワイト柄

【アクセントパネル 】

【ベースパネル】

【人大浴槽 】 【床 】

メープル柄

グレイスホワイト柄

【浴槽エプロン】 【 ウェーブカウンター 】

【水栓カバー】

ホワイト

【テレビ 】

ホワイト

単色ミディアムホワイトライトホワイト

ピュアホワイト

ピュアホワイト

ピュアホワイト
パラレルホワイト柄

ピュアホワイト

カラーラホワイト※

※標準仕様にイスは含まれておりません



カウンター

水栓

■収納付１面鏡 ■マルチシングルレバー洗面

シャワー

ミラー ・ キャビネット

キャビネット柄
住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

　スモークオーク柄

パナソニック　　　　洗面ドレッシング　標準仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ｃ Ｌｉｎｅ  フロートタイプ       奥行き５3０ｍｍタイプ　　　　　　　Ｗ＝９００ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７０６仕様

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.02

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

洗 面 ド レッ シ ン グ [シ ー ラ イ ン ]

NEW

吐水口部分を引き出せば、
ボール掃除もラクラク。

【条件】給水圧 0.1ＭＰａ給湯圧 0.1ＭＰａ
レバー中央 (水 )位置での値

【ささっと排水口】

【ウェットエリア】

石鹸や濡れ物など、カウンターに

置きたくないものを置けるエリア

600㎜ 150㎜150㎜

360㎜

165㎜

継ぎ目がなく、お手入れしやすい

「洗面ボール一体型カウンター」
水に濡れたものを置くのに便利な

「ウエットエリア」95㎜

60㎜

３°

家具を選ぶように、洗面化粧台にもこだわる

掃除しくにかったフチの
スキマをなくしました。 ボール容量:12Ｌ

　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

タイプＡ ベリティス木目柄

■フロートタイプキャビ

※は内法有効寸法です。

（単位：ｍｍ）
※床給水・給湯／床排水仕様

写真は幅900タイプイメージ

化粧水、
歯ブラシ
等さっと
収納！

※吐水のみ (シャワー機能なし )

※イ※イメージ写真のため実際の仕様メージ写真のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。

※※水栓はマルチシングルレバー洗面になります。水栓はマルチシングルレバー洗面になります。

※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。



水滴

鏡 吸水コーティング 鏡 吸水コーティング 表面に水膜を作る

お風呂上りの湯気 (水蒸気）
が、洗面所内に放出されます。

鏡表面の吸水コーティングが
水分を吸収し、曇らせません。

水分が満水になっても、水膜
を作るため、くもりません。

ミラー

カウンター

水栓

■新ＬＥＤ３面鏡　（ＬＥＤ照明付・ミドルパネル仕様）

（センターミラーのみ）

【すっきり家電収納】

ミラー内部にコンセントを設置しているので
収納したまま充電できます。メイクにも便利な３面鏡。

ｲﾒｰｼﾞ

■マルチシングルレバーシャワー

シャワー

フロアキャビネット

■開き扉タイプ

扉柄
住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

ライン取っ手

■扉柄 タイプＢ ■扉柄　タイプＣ

ホワイト

Coordinate
【コーディネートしやすい】

Cooｌ
【素敵な】

Counter
【カウンタータイプ】

使い心地はもちろん、
インテリアスタイルにもこだわりたい。
一日の始まりと終わりにふさわしい、
新スタイル洗面空間へ。

パナソニック　　　　洗面ドレッシング　標準仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ｃ Ｌｉｎｅ　　　　スタンダードプラン    奥行き５3０ｍｍタイプ　　　　　　　Ｗ＝９００ｍｍ　　　　　　　　　　　　１７０６仕様

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

アルベロホワイト柄
　　　　　　　(光沢）

アルベロブラック柄
　　　　　　　(光沢）

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

洗面ドレッシング [シーライン]

ソフトオーク柄ソフトウォールナット柄

NEW

●お湯と水との境目を
クリック感でお知らせ。

●
開 閉ハンドルに
クリック感を設定。

吐水口部分を引き出せば、
ボール掃除もラクラク。

シャワー 泡沫整水

アルベロ柄

ヒーターを使っていない、全面くもらないミラー

・電気代ゼロ
・消し忘れの心配不要

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め

加工を施しているから、前面くっきりクリア。

業界初

※【条件】給水圧：0.1M Pa ： 0.1M Pa ﾚ ﾊ ﾞー中央(水)位置での値
【条件】給水圧 0.1ＭＰａ給湯圧 0.1ＭＰａ
レバー中央 (水 )位置での値

【ささっと排水口】

【ウェットエリア】

石鹸や濡れ物など、カウンターに

置きたくないものを置けるエリア。

600㎜ 150㎜150㎜

360㎜

165㎜

継ぎ目がなく、お手入れしやすい

「洗面ボール一体型カウンター」
水に濡れたものを置くのに便利な

「ウエットエリア」95㎜

60㎜

３°

※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。

※イ※イメージ写真のため実際の仕様メージ写真のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。

横木目
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