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本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

べーシックホワイト

■扉デザイン・カラー

キッチンパネル

フレッシュホワイト ラフサンドベージュラフサンドホワイト

万が一高い所から
缶詰などを落としても
割れにくい特性です。

■  キレイシンク

接合部のリングをなくした
スッキリとした排水口。
汚れが溜まりやすい溝が
ないのでお手入れが簡単です。

シュガーホワイト ライムグリーン ブロッサムピンク ハニーイエロー マロンベージュ

継ぎ目のないシームレス仕上げ。
排水口も一体成型のシンプルなデザイン

溝や段差がないので汚れ
が簡単に拭き取れます。

軽くふくだけ。掃除のし
やすい滑らかコーナー。

まだ熱が残る鍋を置い
てしまっても変色・変形
が起りにくい性能です。

■食器洗い乾燥機

■　水栓
オールインワン浄水栓
ＤＳタイプ エコハンドル

R1633A0R1VＭX(リンナイ)

■レンジフード

ADR932SI　(R/L）M

正面の幕板が扉面材とカラー

コーディネートが出来るフラット

デザインのＡＤＲシリーズ

■ワークトップ（人造大理石）

べーシックホワイト

■スライドストッカープラン
キャビネットのスペースをムダなく活かして、
たっぷり収納できる引出し式のスライドス
トッカーを採用したプランです。

■フルエクステンション
奥行いっぱいまで引き出せる
フルエクステンション構造を採用。

■ソフトモーションレール
勢いよく閉めても優しく受止めて
静かに引き込む使い心地まで配慮
した引出です。

■小引出し
すぐ使いたい調味料はコンロ横に
収納してとりだしやすく。

■扉キャッチ機構
揺れを感知すると扉をロック。収納物
の落下を防ぐ安心機能付きです。

便利なまな板ラック付

手前の水返しはすっきり
スマートな形状に

優れた耐久性・耐熱性

クリップ式なでタオルの取り外しも簡単

■タオルクリップ

ラインの場合のみ

後片づけの手間を減らして食後の
時間をゆったり楽しめる、これから
のキッチンの必需品。

■　キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、
お手入れしやすい

※画像はイメージになります。実際には食器洗い乾燥機がつきます。

 

ワークトップ
人大カウンター

■  加熱機器 ガラストップタイプ

■ワークトップ高さ

※標準でH800とH900も
ご用意出来ます。

幅76.8㎝×奥行40㎝×深さ19.5㎝

お掃除のしやすさが違う、
目地のないフラットな
キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい

浅型タイプ　
NP45RS7SJGM　(パナソニック）

（無水片面焼きグリル）

JFAD466SYXJG5M(ﾘｸｼﾙ製)

トップは熱や衝撃に強く
汚れが拭き取りやすい、
耐熱セラミックガラス。
汁受けがないフラットな
構造でお手入れが簡単
です。

シールドバナー
バーナーのまわりは、２重
のシールドパッキンで
煮こぼれの侵入を防止。
バーナーリングには汚れを
落としやすいクリアコートを
施しています。

ﾌｪｲｽ：ｼﾙﾊﾞｰ／ﾄｯﾌﾟ：ﾌﾞﾗｯｸ

※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。

※イ※イメージ写真は実際の仕様メージ写真は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。

※※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。
※※キャビネット割付は実際と異なります。(食洗機設置あり)キャビネット割付は実際と異なります。(食洗機設置あり)

※※キャビネット割付は実際と異なります。(食洗機設置あり)キャビネット割付は実際と異なります。(食洗機設置あり)

グループ３／ＡＤシリーズ（高光沢）

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ ﾐｽﾄｲｴﾛｰ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

グループ３／ＡＥシリーズ （高光沢）

ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ｸﾘｴﾓｶ ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

グループ２／ＢＢシリーズ （つや消し）

ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

グループ３／ＢＥシリーズ （エンボス）

ｳｫﾙﾅｯﾄ ﾁｪﾘｰ ﾗｲﾄｵｰｸ ﾁｪｽﾅｯﾄ ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

グループ３／ＢＤシリーズ （エンボス）

ｼｮｺﾗｵｰｸ

ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

グループ３／ＢＣシリーズ （光沢）

取手

ﾗｲﾝＵ
ﾌﾞﾗｯｸ

ﾗｲﾝＶ
ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ﾗｲﾝＱ
ｼﾙﾊﾞｰ

ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙＫ
ｼﾙﾊﾞｰ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＨ
ﾌﾞﾗｯｸ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＧ
ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙＦ
ｼﾙﾊﾞｰ



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

■浴室テレビ
毎日のバスタイムを、
より上質に、より豊かに。

■キレイサーモフロア

キレイサーモフロアは足が床に触れた時に
足裏から逃げる熱を従来の床に比べて
約25％削減します。

短時間乾燥

光熱費をゼロで足裏の『ヒヤッ』を解消

 

 

 

ベースパネル

 

全身浴と半身浴が出来る高い機能性と
満水量を35Ｌ削減して水道・光熱費を節約。
デザインとエコ性能を両立させたこれから
のスタンダード浴槽です。

なめらかな曲線のシンプルデザイン。
浴槽上部を広くとった、ゆったり入浴
できる形状です。

バスルームをスマートに演出するスタイリッシュ
なフォルム。デザインだけでなく、ソフトなタッチ
の入浴感にこだわりました。

■キレイ浴槽（ﾙﾌﾚﾄｰﾝ）

エコベンチ浴槽 ラウンドライン浴槽 ストレートライン浴槽満水容量（260Ｌ) 満水容量（297Ｌ) 満水容量（300Ｌ)

■換気乾燥暖房機
サイドブロー機構 風乾燥モード

従来と比べて年間

2,300円お得

２つの気流で省エネ性能がアップ

■洗面室暖房機（100V）

従来と比べて年間

円お得11,700

■くるりんポイ排水口
   

 

■天井・照明

 

 

■シャワーヘッド
  

■洗い場側水栓
 

■スライドバー
 

 

最大48％の
超節水で、
省エネに大きく
貢献します。

クランクレス水栓

 

スイッチ付
エコフルシャワー
〈メタル調〉

 
 スライドバー（メタル調）

 

＋シャワホースフック（メタル調）

 

 
 

■タオル掛け

 

■開き戸

カビやすい浴室側の
パッキンを無くしました。

ドア下部のガラリを
縦枠に埋め込みました。

 

平天井・天井付パネルライト

 

空間を圧迫しない天井に埋め
込まれたすっきりデザインで、
浴室を美しく照らします。

■エプロン

 

 
節電
約9％  

節電
約74％

プルシャンブルー〈鏡面〉ウォールナット〈鏡面〉チェリー〈鏡面〉 クリエモカ（マット）

■壁パネルカラー＜アクセント張り＞

ホワイト（マット）

テオブロストーン〈鏡面〉ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ〈鏡面〉 組石ベージュ〈鏡面〉組石ホワイト〈鏡面〉

イーカム建売標準仕様

プッシュワンウェイ排水栓

■排水栓

■ミラー・収納

タテ長ミラー

ランドリーﾊﾟｲﾌﾟ１本付

WATEX社製 16ｲﾝﾁ　WMA-160-F

段差11㎜

皮脂汚れがつきにくく、お
落としやすい床。

スポンジ

溝が浅く奥まで届き汚れ
を落としやすい床。

表面処理層

(親水基)水となじむ成分

(撥油基)油をはじく成分

水はけの良い溝パターン

床本体を構成する基材層

うずの力でまとまったゴミをポイ

従来の排水口 くるりんポイ排水口

排水口の奥まで手が届きお掃除簡単

ブラケット：樹脂製

ＬＥＤランプ60Ｗ形

アルミパイプＬ＝４００

W300×H1350

分割カバータイプ

浴槽内握りバー
　　グレー

浴槽内握りバー
　　グレー

(半身浴)

中空バルーンを含む断熱層

(一室換気AC100V）

プッシュプルハンドル
（スタンダード）

ＳＨ-３Ａ

リモコン式

肌寒い冬の洗面室をスピーディに
あたため、バスルームと洗面室の
温度差を和らげます。
換気乾燥暖房機と併せての
ご利用が効果的です。

きらめきと奥行きのある人造大理石浴槽

 
 

■フロフタ

 

巻フタ

年間 年間

UFD-111A

LAP-1582-W

LED-N1-1A

KGM-30135S

NT-180A(7)-3S

BL-S75140

TB-400E-K

BF-FB27(1000)-PU3

【暖房・涼風機能付】

■断熱

浴槽断熱

扉色：ホワイト

浴槽内握りバー
　　グレー

※床断熱：1階設置の場合のみ

※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。

※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。
※※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。

　　　　ＬＩＸＩＬ   システムバスルーム標準仕様　　　　 Ａｒｉｓｅ     １６１６サイズ             １７０４仕様

COI+CH

収納棚180W
〈ｸﾘｱ〉（3段）

さっと外して
まるごと洗えるカウンター

■カウンター

カウンター裏もピカピカに。
洗いにくい壁も床もラクな姿勢で洗えます。

▼ ▼ ▼

カウンターをまるごと壁からかんたんに外せます。
カウンターの下に風呂イスが収まります。

▼
ホワイト ベージュ ブラック



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

　　　　ＬＩＸＩＬ   システムバスルーム標準仕様　　　　 Ａｒｉｓｅ     １６１６サイズ             １７０４仕様

A -type B-type C-type D -type 

E-type F-type G -type H -type 

 
ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ

 

【ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ】
ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

 
 

 
 

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾎﾜｲﾄ

  

浴室ＴＶ

 

【ﾌﾞﾗｯｸ】  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

床

 

【ｸﾞﾚｰ】
人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾌﾞﾗｯｸ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

※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。

ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾞﾗｯｸ

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ
【ﾁｪﾘｰ】

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾎﾜｲﾄ

浴室ＴＶ
【ﾎﾜｲﾄ】

床
【ﾎﾜｲﾄ】

人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾎﾜｲﾄ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾜｲﾄ
ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ

【ｳｫｰﾙﾅｯﾄ】
ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾎﾜｲﾄ

浴室ＴＶ
【ﾎﾜｲﾄ】

床
【ベージュ】

人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾍﾞｰｼﾞｭ
ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ

【クリエモカ】
ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾎﾜｲﾄ

浴室ＴＶ
【ﾎﾜｲﾄ】

床
【ベージュ】

人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾎﾜｲﾄ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾜｲﾄ
ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ

【プルシャンブルー】
ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾎﾜｲﾄ

浴室ＴＶ
【ﾎﾜｲﾄ】

床
【ﾎﾜｲﾄ】

人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾎﾜｲﾄ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾜｲﾄ

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ
【組石ﾎﾜｲﾄ】

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾌﾞﾗｯｸ

浴室ＴＶ
【ﾌﾞﾗｯｸ】

床

 

【ｸﾞﾚｰ】
人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾌﾞﾗｯｸ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾞﾗｯｸ
ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ
【組石ﾍﾞｰｼﾞｭ】

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾎﾜｲﾄ

浴室ＴＶ
【ﾎﾜｲﾄ】

床
【ベージュ】

人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾎﾜｲﾄ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾜｲﾄ
ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ
【ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ】

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ｴﾌﾟﾛﾝ：ﾌﾞﾗｯｸ

浴室ＴＶ
【ﾌﾞﾗｯｸ】

床

 

【ｸﾞﾚｰ】
人大ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽
【ﾙﾌﾚﾄｰﾝﾎﾜｲﾄ】

【ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ】

ｶｳﾝﾀｰ：ﾌﾞﾗｯｸ
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　　　　ＬＩＸＩＬ   洗面化粧台　　　　　　　　　標準仕様　　　 Ｐｉａｒａ　　　　　　　　　Ｗ＝９００                   １７０４仕様

Ａ:広々、平らな底面

■新てまなし排水口

■　　　　洗面器

グロスホワイト（ＱＬ２）クリエペール（ＬＰ２）クリエモカ（ＬＭ２）クリエダーク（ＬＤ２）

■　　カラーバリエーション

■　　　　ミラーキャビネット（スタンダードＬＥＤ）

電気を使わず表面コーティングで

くもりを抑えるので、消費電力ゼロ。

消し忘れがなく安心です。

 

■　　　エコハンドル水栓 ＆ ハイバックガード

■　　　標準キャビネット

☆☆☆☆F

低ホルムアルデヒド最高等級

下地板を含む全ての木質系材料

お子さまのステップ等が邪魔
にならないケコミ部分。

収納力の高い引出しタイプ。

使いやすさを、
家族みんなに。

トレイの位置を変えることで、
空いたスペースを有効活用で
きます。収納量も増え、家族に
合わせたレイアウトが可能です。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

※コーティングは中央のみとなります。
家族みんなで使うドライヤー
もすっぽり収納

※写真は、間口900、1000、1200㎜
の場合の中央鏡部分になります。

お風呂上りなどは．．．

ピーコックブルー（ＸＥ２） パウダーピンク（ＱＰ２）

キレイと使いやすさを究めた

Ｂ:右奥排水口

Ｄ:ウェットパレット

Ｃ:ドライパレット

髪・ゴミ、排水口の底を、パッとお掃除

ななめ形状のヘアキャッチャーが
ゴミをキャッチする部分と水を通す
部分を分け、スムーズに通水

通水の妨げないななめ形状上部

ななめ形状下部でゴミをキャッチ

ホースを引き出して
使えるので洗面器の
お手入れもラクラク
便利です。

便利なホース収納式

水栓廻りは、水溜りの
少ない壁付け水栓と
凹凸のないハイバック
ガードで汚れにくく、
お手入れ簡単で
きれいを保てます。

※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。

※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。
※※引出しは、左側のみとなります。引出しは、左側のみとなります。
※※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。

汚れがたまりにくいフランジレス

フランジなしフランジあり

大開口サイズの
排水口は、汚れの
たまりやすかった
フランジ部分の
入り隅がなく、
お掃除カンタン

汚れがたまりにくい排水口奥
汚れの気になる排水口の奥の凹凸をなくしました

一般的な排水口

突起物があり
深い底

突起物がなく
拭き掃除しやすい
形状
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