


STYLE.H
◆ 構 造 仕 様 ◆ 設 備 機 器 仕 様 2019/6/1

名          称 名称 <クリナップ> <LIXIL>
工  　　 法  形         状  Ｉ型   Ｗ2550㎜　ｵｰﾙｽﾗｲﾄﾞ  Ｉ型   Ｗ2550㎜　ｵｰﾙｽﾗｲﾄﾞ

基          礎  鉄筋コンクリート造  ベタ基礎  モルタル刷毛引仕上  面 材 （扉材）  鏡面/ﾏｯﾄ class4 把手：3ﾃﾞｻﾞｲﾝ  ｸﾞﾙｰﾌﾟ2（鏡面/ﾏｯﾄ）把手：9ﾃﾞｻﾞｲﾝ
防腐 防蟻 処理  5年間 ﾒｰｶｰ保証書付(施工日から起算) システムキッチン  収 納 グ レ ー ド  ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝﾚｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ仕様  ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝﾚｰﾙ/ｱｼｽﾄﾎﾟｹｯﾄ付(ｼﾝｸｷｬﾋﾞのみ)

 土台:KD材  105×105  ト    ッ   プ  人造大理石3色又はｽﾃﾝﾚｽ(高さ3種類)  人造大理石
主要構造材  大壁柱/通し柱:(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｳｯﾄﾞ)  105×105 <クリナップ>  シ   ン   ク  人造大理石またはｽﾃﾝﾚｽ（美ｻｲﾚﾝﾄｼﾝｸ）  人造大理石5色またはｽﾃﾝﾚｽ

 金物：ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物Z金物　　※住宅支援機構仕様による ステディア  水 栓 金 具  浄水器一体型水栓(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ付)  浄水器一体型水栓(ｶｰﾄﾘｯｼﾞ付)
 施工範囲：１階床下、外周壁、小屋天井 または  コ   ン   ロ  3口・片面焼水無ｸﾞﾘﾙ付・ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ  3口・両面水無焼ｸﾞﾘﾙ付・ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ
　　　床：ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ90mm　　天井/壁：高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ105mm <LIXIL>  レンジフード  ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ/ｼﾙﾊﾞｰ  ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ/ｼﾙﾊﾞｰ

AS  食器洗い乾燥機  ☆有　ｽﾗｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ式  ☆有　ｽﾗｲﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ式
◆ 外 部 仕 様  吊　戸　棚  無し  無し

名          称  キ ッ チ ン 前  ﾒﾗﾐﾝﾊﾟﾈﾙ　6色  ﾒﾗﾐﾝﾊﾟﾈﾙ　3色
 窯業系サイディング14㎜  横貼  ア ク セ サ リ  洗剤ﾗｯｸ付/ﾀｵﾙ掛  洗剤ﾗｯｸ付/ﾀｵﾙ掛
 　当社指定品(ﾆﾁﾊﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14同等品)釘施工  親水性自浄機能付 名称 <Panasonic> <TOTO>

屋   根   材  KMEW　コロニアルクァッド  床  ☆単色　ｽﾐﾋﾟｶﾌﾛｱ(断熱床)  ☆単色ほっｶﾗﾘ床(断熱)
破　　　　風  カラー破風サイディング  排　水　口  ささっとｷﾚｲ排水口(ﾌｯ素ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)  お掃除ﾗｸﾗｸ排水口
雨         樋  塩ビ製(受けは角型、竪は丸型)  壁 パ ネ ル(ﾍﾞｰｽ)  ﾍﾞｰｽ：3面  ﾍﾞｰｽ：3面
軒　　　　裏  ケイサンカルシウム板　塗装品  ポーチ天井：同仕様 ユニットバス  壁 パ ネ ル  ☆ｱｸｾﾝﾄ：1面　Cｸﾞﾚｰﾄﾞ  ☆ｱｸｾﾝﾄ：1面　ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞⅡ
玄関ポーチ  300角磁器質タイル　　外床用 　  1616（1坪）1F仕様  ミ　ラ　ー  ｽﾘﾑﾐﾗｰ　W315×H905  お掃除ﾗｸﾗｸ鏡ﾌﾚｰﾑ縦長ﾐﾗｰ　298×1200

 アルミ断熱ドア　片開/k４/ディンプルキー仕様  ☆カードキー付(電池式)  収　　　納  ﾗｲﾄｼｪﾙﾌ収納2段  収納棚3段
 当社指定デザイン（<LIXIL>D32型等）同等品 <Panasonic>  ｱｸｱﾏｰﾌﾞﾙ人造大理石浴槽(浴槽保温)  ＦＲＰ(魔法びん浴槽)　
 アルミサッシ　ペアガラス　※居室のみ☆Low-Eガラス  網戸含む ＦＺ  ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ排水栓(手動)/☆断熱組ﾌﾀ付  ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ排水栓/☆断熱組ﾌﾀ付
　　(一部ジャロジー等水周りを除く) または  ﾜﾝﾀｯﾁﾒﾀﾙﾊﾝﾄﾞﾙ+ｽﾄﾚｰﾄ壁付水栓  ｴｱｲﾝｸﾘｯｸｼｬﾜｰ(ﾒﾀﾙ調)+ｽｯｷﾘ水栓(ﾘﾝｸﾞ)

 １Ｆ居室掃出し/引違い：シャッター雨戸付（手動ﾀｲﾌﾟ）  2F以上無し <TOTO>  ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ付  ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ付ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰ
 １Ｆ台所/浴室/洗面所/トイレ：面格子付  2F以上無し サザナ  カ ウ ン タ ー  ｵｰﾊﾞﾙｶｳﾝﾀｰ  お掃除ﾗｸﾗｸｶｳﾝﾀｰ
 １Ｆその他小窓：防犯合わせガラス  内法FL+2000以上ｻｯｼ：無し  ド　　　  ア  折戸　ｽｷｯﾄﾄﾞｱ仕様 W800  折戸　ｽｯｷﾘ折戸仕様 W800

 照　明　器　具  ﾌﾗｯﾄﾗｲﾝ(LED)  ｼｰﾘﾝｸﾞ照明(LED灯)1灯
バルコニー  ＦＲＰ防水仕上げ  物干フック（壁掛型１対）  天　　　 井・換 気 扇  ﾌﾗｯﾄ天井+☆ｵｰﾄﾙｰﾊﾞｰ暖房換気乾燥機  平天井+☆電気式換気乾燥暖房機

 キャビネット  W750　引出ﾀｲﾌﾟ(開き+引出)
◆ 設 備 仕 様 洗面化粧台  扉  扉柄B・Cｸﾞﾚｰﾄﾞ　5色(ﾗｲﾝ取手)

給 水 配 管  7箇所（台所・洗面室・浴室・トイレ2箇所・洗濯機・外水道） <Panasonic>  水 栓 金 具  ﾏﾙﾁｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓(ﾒﾀﾙﾀｲﾌﾟ/ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ引き出し可/泡沫整水)
給 湯 配 管  4箇所（台所・洗面室・浴室・☆食器洗い乾燥機） シーライン  ボ　 ウ　 ル  人工大理石/ｽｸｴｱﾎﾞｳﾙ(ﾎﾜｲﾄ)
給   湯   器  4箇所エコジョーズ24号外釜  オート（自動湯はり･追炊き付）　2箇所リモコン付  鏡  3面鏡　蛍光灯(各種ﾄﾚｰ付)/くもりｼｬｯﾄ機能付き(ｾﾝﾀｰﾐﾗｰのみ)

洗 濯 給 排 水  給水：給水専用止水栓　　　　排水：直結型  タ オ ル 掛 け  取っ手取付ﾀｵﾙ掛
名称 <TOTO>

◆ 電 気 設 備 便          器  ☆1・2階： ｼｬﾜｰﾄｲﾚ  ＺＪ/ｳｫｼｭﾚｯﾄ一体型（4.8Ｌ仕様）  便器色：3色よりｾﾚｸﾄ
 電 灯  ・  ス イ ッ チ  各室   １箇所 <TOTO>ZJ  ｱ ｸ ｾ ｻ ﾘ  ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ/2連紙巻器/壁面埋込収納

 コ ン セ ン ト   一般：各室2箇所/アース付：5箇所/防水：2箇所/EV車用：1箇所 ◆ 内 部 仕 様 ①
 エ ア コ ン 配 線  各室   １箇所 名称 <ノダ> <LIXIL>
 テ レ ビ 配 線  各室   １箇所  外部引込み別途  各室(Ｈ2000/片開)  ﾌﾗｯﾄ/D-11型同等品  ﾌﾗｯﾄ/LAA同等品
 電  話  配  管 　1箇所  外部引込み別途 室 内 建 具  洗面所(Ｈ2000/片開)  ﾌﾗｯﾄ/D-11型同等品　間仕切錠付  ﾌﾗｯﾄ/LAA同等品　間仕切錠付
イ ン タ ー ホ ン  カラーテレビインターホン　　外１：内1タイプ <ノダ>ビノイエ  トイレ(Ｈ2000/片開)  ﾌﾗｯﾄ/D-11型同等品　表示錠/ｽｺｰﾌﾟ付  LAA同等品　表示錠/ｽｺｰﾌﾟ付

 ダウンライト：玄関ポーチ/洗面所/トイレ/廊下  ダウンライト：LED照明 又は  玄  関  収  納  W1200/ﾌﾗｯﾄ扉/ｺ型/ﾐﾗｰ付  W1200/ﾌﾗｯﾄ扉/ｺ型/ﾐﾗｰ付
 他：台所流し台(吊戸有の時のみ)/浴室(セット品) <LIXIL>  収        納 (H2300)  折戸/ﾌﾗｯﾄ扉　枕棚/ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ付  折戸/ﾌﾗｯﾄ扉　枕棚/ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ付

火 災 報 知 機  有　　（設計図書に準ずる） ラシッサS  造  作  材 (和室以外)  既製品　　窓枠/建具枠/巾木/幕板  既製品　　窓枠/建具枠/巾木/幕板
2 4 時 間 換 気  有　　サッシ自然給気 + 強制排気 ◆ 内 部 仕 様 ②

◆ 外 構 仕 様 床         材  <朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ>MSX 12㎜　3枚接仕様同等品  6色より選択(ﾄｲﾚ・洗面除く)
門　　　　　柱  システムポール型　(ポスト・インターホン・表札灯) 階         段  化粧階段　　木製手摺付  床色同等色展開有
外　　　　　周  2方境界脇：コンクリート砕石(6号)敷き 和　室　部　材  畳：ｽﾀｲﾛ畳　縁あり　1帖ﾀｲﾌﾟ  雑巾摺/畳寄有
駐　　車　　場  1台分　土間コンクリート仕上げ  土間ｱｸｾﾝﾄ1㎡程度 床下点検口  床下収納兼用型(高機密/標準型)

 ※ブロックフェンス/表札、その他上記以外は別途 ◆ 内 装 仕 様
室           名 床 壁 天井

◎当仕様書と現況が異なる場合は、現況優先になります。　　　 玄           関  300角タイル
◎当仕様書外工事については、全て別途となります。 ホール・廊下・階段 木質 フローリング

L     D     K 木質 フローリング
〒338-0001　埼玉県さいたま市中央区上落合2-4-1 洋           室 木質 フローリング
アルーサ北与野ノースピア上落合1号棟3F 和           室 畳
TEL　048-789-6890　　　FAX　048-826-6049 洗     面     所 木質耐水フローリング

ト     イ     レ 木質耐水フローリング
浴           室  ユニットバス   仕様

 浴      槽
玄関  ド  ア

鋼 製 建 具

基 本 照 明 器 具

ジ　ー　エ　ム　・　ビ　ル　ド　　基　本　仕　様　書

概        要
 在来軸組工法

断 熱 工 事

概        要

外         壁

 水 栓 セ ッ ト

ビニールクロス（量産品）

ビニールクロス（量産品）

有限会社　ジーエム・ビルド ビニールクロス（量産品）

ビニールクロス（量産品）
ビニールクロス（量産品）
ビニールクロス（量産品）

　　　　　　　　　　　　　　　 ビニールクロス（量産品）　　※大壁工法　



地盤の性質・強度を求める地盤調査

地盤が建築物を安全に支持できるか、荷重に耐えられるかどうかを一宅地ごとに、【スウェーデン式サウンディング試験】にて調査します。

また、スウェーデン式サウンディング試験に加え、ハンドオーガーボーリングにより地表から5ｍ下の土を採取し、土の種類・含水率なども含

めて詳細な土質まで調査を行います。（※地盤改良はオプションとなります。）

解析結果が軟弱な地盤の場合は、最善な方法で改良工事を行い安全な地盤として保証致します。（地盤10年保証）

湿気・シロアリの侵入を防ぐベタ基礎

基礎の立上りだけでなく、底板一面が鉄筋コンクリートで一体化された【ベタ基礎】を採用しています。

地面を覆うように造られるため、基礎にかかる建物の荷重を面全体で分散し支える上に、地面から上がる湿気及びシロアリの侵入も防ぎます。

床下換気として土台下には、基礎パッキンを設け通気層を確保し、湿気を防ぎ土台の腐れを防止するとともに、シロアリを寄せ付けにくい構造

としています。さらに、防腐・防蟻処理を施し、シロアリの侵入を防ぎます。（シロアリ5年保証）

また、基礎内部の鉄筋の太さや配置が図面通りに組まれているか、第三者機関による検査を行います。（瑕疵担保責任保険）

≪布基礎とベタ基礎の違い≫

≪床下換気（基礎パッキン）≫

基礎パッキンの換気により、

床下内部の湿気を効率よく

排出します

●従来の工法 ●キソパッキング工法

●基礎に換気開口部を設けるため、地震に弱く

クラックの原因になりやすい・・・

●基礎と土台が接しているため、土台が腐る原因

になる・・・

●基礎と土台の間が換気口になり、基礎が頑丈！

●基礎と土台が離れているため、土台が腐らず

乾燥状態を維持できる！

≪配筋検査≫



次世代省エネルギー基準（省エネルギー対策等級４）を満たす断熱仕様としています。

熱抵抗値（熱の伝えにくさ）の高い断熱材と熱をカットする遮熱高断熱型Low-E複層ガラスのダブル使いで、外気温の侵入を防ぐとともに、室内の熱も逃がしません。

省エネルギー対策等級が高いほど、断熱性能は上がります。

【軸組】+【耐力面材】+【剛床】による構造躯体

次世代省エネルギー基準を満たす断熱仕様

伝統的な【木造在来軸組工法】を採用し、工場にて部材加工されるプレカット工法により、高精度かつ強固な構造体を造りあげます。

また、在来軸組工法をベースに、筋かいより強度や断熱材の充填など多くの点で優れている、耐力面材を外周部に囲い、【筋かい+耐力面材】でさらに強度を高めます。

床組では、在来軸組工法で一般的な根太工法ではなく、耐震上最も効果的な工法となる【剛床工法】とし、水平面を強化します。

接合部には、補強や材の脱落防止の為、住宅1戸（30坪）につき約230個の金物が設置され地震や台風などによる構造体の引き抜き力にも対抗します。

また、当社だけでなく、第三者機関による金物緊結状況、釘、ビスのピッチ等を重点的に確認します。（瑕疵担保責任保険）

床材(12mm)

構造用合板(24mm)

【剛床】

【耐力面材】

【筋かい】

【筋かい金物】

【ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物】

≪プレカット工法≫

従来の在来木造住宅の骨組みは、大工さんが鋸やノミを使い加工し、建築現場で建てる

という施工方法でした。

現在は、コンピュータマシンによって、構造材をあらかじめ工場でカットし、様々な形状の

仕口を効率よく、高い精度で加工を行う【プレカット】が主流です。

高精度の構造材で、建物を支える強固な構造体に造りあげます。

≪在来軸組工法≫

接合部には、補強や材

の脱落防止の為、様々

な金物を設置します

≪断熱材≫

寒気 暖気

グラスウールは、断熱性だけでなく、保温・保冷性をはじめ、吸音性にも優れた素材です。

また、通常のグラスウールより繊維径が細かい高性能グラスウールを採用しています。

繊維径が通常本数の約4倍となり、繊維間にある空気室の大きさは約4分の1になる為、高い断熱性能を発揮します。

＜古紙混入発砲ポリプロピレン＞

【外壁・天井】

【床】

≪開口部≫

建物外周部で最も熱を伝えやすいのがサッシです。

【Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス】にすることで、暑い日差しや紫外線をカットし冷房効率をアップすることができます。

また、遮熱効果は、一般複層ガラスの2倍です。

冬はあたたかい熱を外に逃がさず、夏は涼しさをキープする為、年間冷暖房費を節約することができます。

金属膜

（室内）

（室外）

※条件によっては仕様が変わる

可能性がございます

遮熱高断熱型

Low-E複層ガラス

冬の断熱効果も優れて

いるため、一年中快適

です

〈 〉



第三者機関による厳正なチェック

引渡し時の保証（フォロー制度）

住宅を購入する消費者を守る仕組みとして、国土交通大臣より指定を受けた第三者機関により、

【建物の構造上瑕疵があると強度が弱くなってしまうことが考えられる部分】【きちんと防水しないと雨水が浸み込んでしまうことが考えられる部分】を専門の検査員が厳しくチェックします。

引渡し後10年以内に瑕疵があった場合は、住宅事業主及び第三者機関が責任を持って修繕を行います。

★第三者機関：ハウスジーメン／日本住宅保証検査機構（ＪＩＯ）

≪保険金支払いの対象となる部位≫ ≪消費者を守る仕組み≫

住宅事業主が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、

瑕疵の修補などにかかる費用（保険金）を請求することができます。

≪地盤10年保証≫

地盤調査や地盤補強工事の瑕疵による不同沈下で、住

宅に不具合が生じた際に適用され、住宅引渡し日より10

年間保証致します。

万が一保証期間内により瑕疵が生じた場合、建物と地

盤修復費合わせて5000万円（地盤の補修は最大2000万

円）を限度とし保証致します。

※保証免責事由あり

≪シロアリ5年保証≫

施工完了日より5年間において、シロアリ防除施工

の保証を致します。

施工した建物よりシロアリが発生した場合は、無料

で再施工とし、万が一建物に損害があった場合でも、

200万円を限度として修復費用を賠償致します。

※保証免責事由あり

≪瑕疵保証≫

住宅瑕疵担保履行法により、瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負ってお

り、建物の瑕疵となる部位が発見された場合、当社の責任で補修・修繕を行います。

万が一倒産や何らかの理由等により責任を履行できない場合、大臣指定の保険法

人より、保険金や保証金で修理費用をカバーします。

※保証免責事由あり



室内側樹脂アングルで結露の発生を防ぎます

独自の排水構造もポイントです

サッシ

玄関ドアバリエーション(一例)

外壁材バリエーション(一例）

面格子デザイン

ピッキング対策に効果的な

ディンプルキーを

5本標準装備

下部のつまみは取り外し可能

ガラスを割って入ろうとする

侵入者をシャットアウト!

キーシステム

リアルな素材感・風合いを持ち合わせたサイディング。色柄物やタイル調など、バリエーションも豊富に取り揃えております

★1Fの水周りの小窓サッシには防犯用に面格子を取り付けます

(水周り以外の小窓は防犯ガラスでしっかり防犯！)

さらに1F引き違い窓には手動シャッターを装備！

★開閉可能な窓全箇所に網戸を標準装備します

5色展開

人気のシルバーは

2種類ご用意しています

ブラック

オータム

ブラウン

ナチュラル

シルバー

ホワイト

シャイン

グレー

サッシはDuoPGでご用意します

従来のサッシに比べ、防露性・水密性・防犯性に

各段すぐれたシリーズです

さらに一部（水周りジャロジー等）を除き

ペアガラス/Low-Eガラスでご対応！

中空層と特殊金属膜で高断熱/防露！

夏の強い日差しをカットします

安心の3点ロック

ｼﾞｴｽﾀ2/M28型 ｼﾞｴｽﾀ2/D32型 ｼﾞｴｽﾀ2/S14型 ｼﾞｴｽﾀ2/P15型 ｼﾞｴｽﾀ2/D41型 ｼﾞｴｽﾀ2/C12型

★マイクロガード品(ナノ親水)のVシリーズもご用意！

カードキーカザスプラス標準装備

荷物を持ったままでも

開け閉めラクラク！

おサイフケータイも対応可能



室内側樹脂アングルで結露の発生を防ぎます

独自の排水構造もポイントです

サッシ

玄関ドアバリエーション(一例)

外壁材バリエーション(一例）

面格子デザイン

ピッキング対策に効果的な

ディンプルキーを

5本標準装備

下部のつまみは取り外し可能

ガラスを割って入ろうとする

侵入者をシャットアウト!

キーシステム

リアルな素材感・風合いを持ち合わせたサイディング。色柄物やタイル調など、バリエーションも豊富に取り揃えております

★1Fの水周りの小窓サッシには防犯用に面格子を取り付けます

(水周り以外の小窓は防犯ガラスでしっかり防犯！)

さらに1F引き違い窓には手動シャッターを装備！

★開閉可能な窓全箇所に網戸を標準装備します

5色展開

人気のシルバーは

2種類ご用意しています

カームブラック

ブラウン

ピュアシルバー

ホワイト

プラチナステン

サッシはDuoPGでご用意します

従来のサッシに比べ、防露性・水密性・防犯性に

各段すぐれたシリーズです

さらに一部（水周りジャロジー等）を除き

ペアガラス/Low-Eガラスでご対応！

中空層と特殊金属膜で高断熱/防露！

夏の強い日差しをカットします

安心の3点ロック

ｳﾞｪﾅｰﾄ/S23型 ｳﾞｪﾅｰﾄ/M06型 ｳﾞｪﾅｰﾄ/W08型 ｳﾞｪﾅｰﾄ/U08型 ｳﾞｪﾅｰﾄ/M09型 ｳﾞｪﾅｰﾄ/K11型

★マイクロガード品(ナノ親水)のVシリーズもご用意！

カードキー(ピタットkey)標準装備

荷物を持ったままでも

開け閉めラクラク！

シールキーも2枚ご用意！



床合わせ可
(側板・けこみ板)



断面図

寸法/厚み12×幅303×長さ1,818㎜    梱包入数/６枚（１坪=3.3㎡）

■3Pタイプ

平面図

1,818

30
310
1

1099
3

特徴

1 良質な銘木を厳選

自社で良質な木材を原木の段階か
ら吟味し調達してきた天然銘木を
使用。自信と責任を持って最高品
質のフロアをご提供します。

特徴

2
特徴

3
特徴

4
足触りの良い

つや消し塗装

木肌そのものの感触と、磨耗汚れなど
のへの耐久性を両立。足触りのよいつ
や消し塗装をご体感ください。

ワックス掛けは必要ありませんが、希望
される場合はワックス掛けが可能です。
ワックス掛けをされる場合は推奨ワッ
クスをご使用ください。

フリーワックス

灰皿や食器、スプーン、缶など少
し重いものをフロアに落として
も、凹み傷はつきにくくなってい
ます。

キャスター付きの椅子に人が
座ったままで繰り返し移動した
り、キャスター付きの家具を移
動してもフロアに凹み傷がつき
にくい。

椅子に人が座って後ろに傾いて
寄り掛かり、椅子の脚によりフ
ロアに荷重がかかっても、凹み
傷がつきにくい。

耐キャスター凹み傷 耐静荷重傷

耐久性・安定性対応

耐落下傷

MRX　４つの特徴

MRX　豊富なキャラクター

MRX

※パテ埋めはしていません・・・節や入皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。

入り皮 ミネラルストリーク（かなすじ）

樹脂が細胞の隙間に溜まり、点や筋状の
変色が見られるものをガムポケット（樹脂
痕）と言い、ブラックチェリーに特徴的。

虎斑  （シルバーグレイン）

ブナ科の木材の柾目面に見られる放射
組織によって縞目模様となる杢。斑紋。
放射組織が作る滑らかな紋様で、虎のよ
うな斑点模様に見えるもの。

ノット・ピンノット 枝の付け根部分が幹に包み込まれてできたものをノット（節）と言い、その小さなものをピンノット（葉節）と呼ぶ。

道管やその他の細胞中に堆積した炭酸塩などによって生じる暗色の筋をミネラルストリーク（鉱条）と呼ぶ。

●天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明な  どの光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。写真は開発研究所での実験サンプル
の例です。●天然木（材）を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。●ここにご紹介するキャラクターは、製品一枚一枚に必ず出現するものではありま
せん。●節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了解ください。

小さな鳥の目が無数にあるように見え
る、珍重される杢。（鳥眼杢）

白太

ハードメイプル

ハードメイプル特有のキャラクター。樹
液成分（糖分）による筋状や点状の色変
わりが木目に関係なく現れる。

バーズアイ ガムポケットシュガーマーク

木材の樹皮に近い周辺部。心材に比べて淡色で、腐りやすく、虫がつきやすい。辺材ともいいます。

ブラックチェリー

ブラックチェリー

経年変化

ブラックチェリー

ブラックウォルナット オーク

オーク

Black Cherry ブラックチェリー

Black Walnut ブラックウォルナット

Hard Maple ハードメイプル

Oak オーク

ブラックチェリー ブラックチェリー オーク

オーク

オーク ブラックウォルナット ブラックウォルナットハードメイプル

ハードメイプルブラックチェリーオーク ブラックウォルナットハードメイプル

ハードメイプル

オーク

成長過程での傷などにより、樹皮の内部に樹皮が包み込まれてできたもの。
３Pタイプ HXK30048RI ３Pタイプ HXK30017RI

３Pタイプ HXK3002WRN ３Pタイプ HXK30005RI

税 抜 ¥33,500/梱 (¥10,160/㎡ ) 税 抜 ¥31,500/梱 (¥9,550/㎡ )

税 抜 ¥33,500/梱 (¥10,160/㎡ ) 税 抜 ¥31,500/梱 (¥9,550/㎡ )

３Pタイプ
ナチュラルシリーズ　MRX 【マット塗装】　床暖房対応

S75161000HXK3_3

短辺スキップ面取り
長辺面取り

四側面本実加工

合板

V溝銘木単板

12

MDF

ヒビワレ防止処理

マット塗装（耐摩耗・抗菌）



＊プランボードはイメージになります。 

 実際の提案と異なる場合がございますので、必ずご確認くださいますようお願いします。 

艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。 

※イメージ画像（ビアンコ柄） 

※イメージ画像（ウォールナット柄） 

ＳＸ：ホワイトオニキス柄 ＳＮ：ビアンコ柄 

 こだわり性能・特徴 

仕様 

白大理石の豊かな表情を、光沢を抑えて表現。 

シックで上品な空間を演出します。 

白地にグレーの縞柄模様が浮かぶデザイン。 

光沢を抑えることで落ち着いた印象に。 

あたたかみが伝わってくる色合いと 

深い質感がやわらかい雰囲気に仕上げます。 
木目のような表情が魅力。 

やさしい寛ぎに満ちた空間をつくります。 

渋みのある落ち着いた色合いが魅力。 

落ち着いた大人の雰囲気の空間を演出します。 

平面図 

断面形状 

ＳＧ：グレイッシュセルベ柄 ＳＰ：エンペラドールダーク柄 

ＳＦ：フィオリートベージュ柄 ＳＥ：セルベジャンテ柄 

時代を経ても褪せない魅力に満ちた柄。 

気品あふれる空間へと導きます。 

   ～大理石の質感を最新の技術で再現した特殊オレフィンシートを採用～ 

こだわり 

性能 

品番 ： ＹＸ１５９-■■ 



 

　　　　　Ｂ-６１型

　Ｄ-１３型

■ Style-A (縦木目)

カラーバリエーション

チェスナット柄
ブラック色（ＢＫ）

ウォールナット柄
ダーク色（ＤＡ）

チェリー柄
ミディアム色（ＭＥ）

エルム柄
ベージュ色（ＢＪ）

オーク柄
ライト色（ＬＴ）

メープル柄
ペール柄（ＰＡ）

アッシュ柄
ホワイト色（ＷＡ）

※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

Ｂ-６４型

■ 取手・引手

ヘアラインシルバー

取手

ヘアラインシルバー
空錠

ヘアラインシルバー
表示錠

引手 収納取手

ヘアラインシルバー

Ｂ-６９型

Ｄ-２９型 Ｄ-３１型 Ｄ-３３型

■ クローゼット

■ 収納扉■ Style-B (縦木目)

フラット扉

■ 玄関収納

■ ピボット丁番

上ピボット 下ピボット

見た目すっきり。ドアの重さが床に伝わるため、経年後の枠調整が
ほとんど不要。

Ｂ-６３型

Ｅ-２３型（ヨコ木目）

■ Style-C (横木目・縦横木目)

Ｄ-１１型 フラット扉

Ｗ１２００ コの字型
ミラー付フラット扉

Ｅ-２５型（ヨコ木目） ＦＨ-３型 （タテ・ヨコ木目） Ｅ－１２型(ヨコ木目） ＦＨ－１型
（タテ・ヨコ木目）



TP201205014698 ※製品写真は印刷の為実際の色とは多少異なります。

Parts
ｽｸｴｱL

ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

 引手

ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

角型Ｌ

ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ｻﾑﾀｰﾝ表示錠

ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ﾌﾟｯｼｭ表示錠

ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

ｸﾘｴﾓｶｸﾘｴﾗｽｸ

ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ

Color Variation

掲載色

有限会社　ジーエム・ビルド

(後付用)ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ

ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

(受け／床付部品)
ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ

ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

LAA

LAA

LAA

LAB

LAB

LABLGA

LGB

LGC LGD

LGE

LGF LGG

LGH(格子なし)

LGJ(格子なし)

LGK(格子あり) LAA(4枚建て)
レールタイプ

LAA(標準)

LAA(階段下)

コの字型(ミラーあり) 　LAA
プッシュタイプ　Ｗ12　H21

■クリエラスク　ＬＤＫ標準ドア

■クリエダーク　ＬＤＫ標準ドア

■クリエペール　ＬＤＫ標準ドア

■居室標準ドア

■居室標準ドア

■居室標準ドア

■クローゼット

■収納扉

■玄関収納

LasissaS LAG

LAG

LAG



※画像はカタログによるイメージです。

壁付Ｉ型
本体間口 255cm
壁付Ｉ型
本体間口 255cm

※CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー

人造大理石トップ キレイシンク 水栓金具 (タカギ製)

ガスコンロ 食器洗い乾燥機 レンジフード キッチンパネル

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

水とお湯を使い分けて

無意識なエネルギーのムダ

をカット!!

蛇口一体型浄水器 みず工房スタンダード(カートリッジ同梱仕様)

ADR薄型　金属幕板タイプ

ADR934SI(R・L)M

システムキッチン エーエス

JA306MN

使いやすい引出し式のスライドストッカーを採用したプランです。収納力

インテリアにも合わせやすい淡い色調。

耐久性にも優れた人造大理石トップです。

スライドストッカー

加熱機器連動なしシルバー

グ
ル
ー
プ
２

AB
シリーズ

RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

GE2/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ BE2/ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ PE2/ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ WE2/ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

AC
シリーズ

AE4/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ UE4/ｸﾘｴﾓｶ CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ NE4/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

BB
シリーズ

BA
シリーズ

UE1/ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ NE1/ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

DE0/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ YE0/ｽﾑｰｽｲｴﾛｰ WE0/ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

AA
シリーズ

グ
ル
ー
プ
１

扉の裏面に包

丁が４本しま

える包丁差し

が付きます。

コンロ用キャビネット シンク用キャビネット

スライドストッカー
(ポケットなし)

スライドストッカー
(ポケットなし)

包丁差し

引出し仕様

引出しの奥行き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。

いちばん奥にしまったものも“スッ”と

取り出せます。

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。

足元の収納スペースも

しっかり確保。ケコミ

部分にもたっぷり収納

できます。

足元までしっかり収納

ソフトモーションレール

扉を勢いよく閉

めても、減速し

てスーッと静か

に閉まる高品位

なレールです。

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。 

メラミン底板

アンダーストッカー

：シルバー

AS

手前の水返しは
すっきりスマート
な形状に。

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。

３つの「キレイ」がそろいました。

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

排水口のリングをなくし、汚れが

溜まりやすい溝がないので、お手

入れが簡単です。

E
ｼｭｶﾞー ﾎﾜｲﾄ

I
ﾗｲﾑｸ ﾘ゙ｰﾝ

M
ﾌ ﾛ゙ｯｻﾑﾋ ﾝ゚ｸ

N
ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

F
ﾏﾛﾝﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

約７７cm

約４０cm

リング

従来排水口

まな板スタンド付ワイヤーポケット

高性能除去タイプ 初回付属

Q ｼﾙﾊﾞｰ
ﾗｲﾝQ

U ﾌﾞﾗｯｸ
ﾗｲﾝU

V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾗｲﾝV

K ｼﾙﾊﾞｰ
ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK

H ﾌﾞﾗｯｸ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH

G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG

F ｼﾙﾊﾞｰ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF

〈取手〉

現場名:
監
督
確
認
印

お
客
様
確
認
印

月    日 月    日

PRPSC0-190617-025

TCP50ZD

タオル
クリップ

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。

BX
ﾗﾌｻﾝﾄ゙ ﾎﾜｲﾄ

BV
ﾗﾌｻﾝﾄ゙ ﾍ゙ ｰｼ ｭ゙

ＭＥシリーズ

BW
ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ

浅型タイプ（扉材仕様）

NP-45RS7WJGM

【主な機能】

予約タイマー

乾燥キープ

ソフト排気

低温洗浄

シルバー
レンジフード連動付

トップ：シルバーフェイス：シルバー

３口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル)

H3634B1W2VM

【主な機能】

焦げ付き消火機能揚げ物温度調節

Siセンサー自動調理機能

調理タイマーダブル高火力バーナー

（スロットフィルターのみ）

【主な機能】

ＬＥＤ照明 お手入れ簡単塗装

〔食器収納点数〕

40点(約 5人分)

〔運転コース〕

6コース

E ｼﾙﾊﾞｰ
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙE

D ｼﾙﾊﾞｰ
ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙD

〈取手〉



プライバシー保護のため、この画像の自動ダウンロードをブロックしました。

【ステンレスキャビネット】

水汚れ、サビ、熱に強い。カビやニオイがつきにくい。

カビが繁殖しにくく、ニオイも
つきにくステンレス。食品を扱
うキッチンには最適です。

表面にバリアーを形成して、水汚
れやサビから身を守るステンレス。
熱にも強く、料理を思い切り楽し
ます。

美しさが長持ち。 長寿命で、環境にやさしい。

クリンレディは、底面、側面、
骨組みまでステンレス。お手入
れカンタンで、何年たっても美
しさを保ちつづけます。

ステンレスは、耐久年数が長く、
80%以上のリサイクル率を誇
る、エコロジー素材です。

見えない部分まで上質ステンレス。
だから、清潔、長寿命、エコロジー。

構造自体が
ステンレス

側面も
ステンレス

レール受けも
ステンレス

底面も
ステンレス

StainlessCabinet

前板の下部はアルミ製なの
で衝撃や薬品に強く、床の
掃除も気兼ねなくできます。

耐久性バツグン

【オールスライド収納】

青枠・・耐荷重40kg 赤枠・・耐荷重20kg

引き出しの各レールに耐荷重設定となっております。

足元収納では高さ２１Cmのため、５００MLの飲料が縦に入ります。

小物トレー用の引き出しについては、奥行き約５２cmまで引き出せる設定です。

【選べる高さ】

【 2019年 ジーエム・ビルド オリジナルＳＴＥＤＩＡ 標準H仕様 】

Cook Tops

凹凸を減らしたシンプルでスリムなデザイ
ンのレンジフードです。

ホーロートップ⽚⾯焼き
グリル付ガスコンロ
ZGFNK6R18QSE-T

お⼿⼊れのしやすさを兼ね備えたーホーロー
製トップ。⾼⽕⼒によってスピーディな調理が
実現します。

WorkTop
⽯⽬調の天板のためキッチンに栄えます。
※ステンレスカウンターも選択可能

KitchenPanel
キッチン前や横に貼り、
汚れも落としやすいパネルです。

クリアホワイト クオーツグレー クオーツピンク

ストーンホワイトモザイクホワイト ストーンベージュ

Color Variation【 class４】13color

プルオープン⾷洗機
ZWPP45R14LDS-T

DishWasher

腰屈めることなく、ラクに食器が出し
入れできる引き出し型。

＊イメージのため実物とは異なります。

Range Hood

フラットスリムレンジフード
ZRS90ABM14FSR-T

継ぎ目や凹凸のない内面形状
は拭き掃除がカンタンです。

パンチングフィルター
フィルターはお⼿⼊れのしやすいパン
チンｸﾞ加⼯を採⽤。

（節湯C1）

Faucet

省エネシングル浄⽔器⽔栓
（タカギ製）
ZZJA306MN9NTN01-T

カートリッジ内蔵式の⽔栓です。整流
とシャワーの切替式となります。

Sink 美－サイレントシンク
（ＥＧシンク）

Ｗ８２ｘＤ４８．５ｘ１８．３ｃｍ

洗剤ラック
ステンレス
排水プレート

グレインホワイト

サンドホワイト

サンドグレー

ドット柄
コイニング加工

※ライン取っ⼿
標準で付属

カームホワイト ベージュ ピンク

オリジナル⼈⼯⼤理⽯シンク
（ＰМシンク）

Ｗ７１ｘＤ４４．９ｘ１９．２ｃｍ

PointFunction おすすめポイント
●イメージ写真になります。ご提案のプランとは一部仕様が異なります。

〈メリノシリーズ〉

ウールのような柔らかさを表現した温かみ
のある印象のシリーズです。

メリノローズ メリノバーガンディー

〈リュースウッドシリーズ 〉

楽器に用いられる｢梨の木｣がモチーフの木目柄。
磨き込んだ艶を表現した鏡面仕上げです。

ベアウッドホワイト ベアウッドアッシュ

家具材としてなじみのある｢オーク材｣がモチーフの木目柄。
木本来の触感を表現した素木仕上げです。

素材：ＦＦシート（艶消し）

高い鏡面性を持った明るく軽やかな色から
高級感のあるダークな色味まで揃えた単色シリーズです。

素材：オレフィンシート化粧板＋クリスタルＵＶ塗装

クリスタシトロンクリスタホワイト クリスタブルーグレー クリスタレッド

素材：オレフィンシート化粧板＋クリスタルＵＶ塗装

素材：オレフィンシート化粧板＋クリスタルＵＶ塗装
〈フィーカウッドシリーズ 〉

〈クリスタシリーズ〉

マリンウッドダークオークラテ エルムモカ チェリーブレンド オールナットビター

※全色共通

〈Handle〉

■ライン取手
扉面から出っ張りのない形状の取手

■ロングバー取手
シンプルなデザインで握りやす
いロングピッチのバー取手です。シルバー ブラック

足元収納部に卓上コンロやミキサー等が
収納できます。使用頻度の少ない物の整
理整頓には最適です。



サザナHＳ
Ｓタイプ

１６１６（１坪サイズ）

HSV1616WSX４**

●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。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

排水口

浴槽
節水効果と、肩まわりゆったりの

バランスのとれた浴槽

ラウンド浴槽・FRPバス

その他

201９.5

ラクかるふろふた２枚割ふた

ドア

スッキリ折戸 （ホワイト）

Ｗ８００、Ｈ２０００サイズ

カウンター

鏡・収納

シーリング照明・

1灯(LEDﾗﾝﾌﾟ)

お掃除ラクラク鏡フレーム縦長ミラー（Ｗ298×Ｈ1200）

タオル掛け(L=400） ｼﾙﾊﾞｰ フリーサイズ窓枠

ﾎﾜｲﾄ ベージュ

窓枠カラー

天井・窓

平天井2分割（壁高さH=2150）

電球色

※形状は浴槽仕様により

異なります（写真はﾗｳﾝﾄﾞ浴槽用）

（有）ジーエム・ビルド システムバス ２０１９年標準仕様 （Ｈ仕様）

●満水容量：265Ｌ
ワンプッシュ

排水栓

ボタンを押す

だけで排水

できます。

●追焚加工あり

浴槽エプロン収納棚

Ｃolor Variation 
壁：アクセントパネルほっカラリ床 壁：周辺パネル ＦＲＰバスカウンター

アクア

ピンク

ホワイト

ベージュ

プリエベージュ（光沢）

プリエホワイト（光沢）

ベーシスホワイト

（ツヤ消し）

ホワイト ベージュブラックアクア ピンク ライトグレー

排水口のお掃除が簡単キレイ

スライドハンガー付き

インテリアバー

親水パワーの効果で
軽くこすれば汚れがスッキリ

■汚れ落ち効果がアップ！
床表面に特殊処理をした親水層の効果で、

皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちが

スムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

床のお掃除がラクラク簡単

浴槽断熱材と高断熱のふろふたによる

断熱構造で、抜群の保温力を発揮

魔法びん浴槽

「ラクかるふろふた」は、

重さが従来のほぼ半分！

※２、３

※１試算条件は別途カタログをご参照下さい。

※２自社比較（2012年8月発売の断熱ふたとの比較）

※３ ３枚割ふたを除く

※画像はイメージです。

※「魔法びん浴槽」はTOTO株式会社の登録商標です。

4時間で
温度低下は

2.5℃以内！

※１

換気

洗面所ﾘﾓｺﾝ

換気暖房乾燥機（１室換気 100V用）

ホワイト

ブラック

ベージュ

ネイビー

ホワイト（タイル調）

ベージュ（タイル調）

ライトグレー（タイル調）

ペールブルー（タイル調）

ブラック（タイル調）

ホワイト（石目）

ブラウン（タイル調）

ベージュ（石目）

ライトグレー（石目）

ダークグレー（石目）

ホワイト

ベージュ

ダークグレー

ライトグレー

ライトブラウン（タイル調）

コーラル（タイル調）

カウンター奥もサイドも洗い残しなし。

壁と浴槽から離れたデザインだから

スポンジひとつでまるごとお掃除可能。

お掃除ラクラクカウンター［ホワイト］

スレンダーベージュ

（鏡面）

アースブラック（鏡面） セイラン（鏡面） ファルティウッド（鏡面） ジオブラウン（鏡面）

マテリアルアロマグリーン

（鏡面）

ハープベージュ（鏡面）

モロッコミント（鏡面）

スレンダーアクア（鏡面） ブーケットホワイト（鏡面） チアフル（鏡面）

マテリアルアロマピンク

（鏡面）

アロマブラウン（鏡面）

タルシアベージュ（鏡面）キリムレッド（鏡面）

クレアライトグレー

（鏡面）

キリコサクラ（鏡面） ストリッシュブルー（鏡面） ティントグリーン（鏡面）

ソワレローズウッド

（鏡面）

ノルディグレーウッド

（鏡面）

クレアダークグレー

（鏡面）
プリズムブルー（鏡面） ドレープコーラル（鏡面）

収納棚３段［ホワイト］

収納棚３段

［ホワイト］

従来のシャワーより約４８％（当社比）※１

節水しながら、心地よい浴び心地を実現。

手元のボタンを押すだけで吐水・止水が
可能で、節水効果にもつながります。

たっぷりな
浴び心地と節水

※１最適流量による当社比

※試算条件は別途カタログをご参照下さい

※「エアイン」はＴＯＴＯ株式会社の登録商標です。

エアインクリック シャワー
（メタル調）

写真はイメージです







窓

ＺＪ（4.8L仕様）
ウォシュレット一体形便器 ＺＪ（手洗あり）

リモコンセット

CES9134LRT30#＊＊＊

フチなしトルネード便器登場！ 頼もしい洗浄力と高い清掃性を実現。

ＺＪ
ウォシュレット一体形便器 ＺＪ（手洗あり）

リモコンセット

CES9137L#＊＊＊

シンプルデザインとお掃除ラクラクを両立した一体形タイプ

画像はイメージです

●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。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

（有）ジーエム・ビルド トイレ標準仕様 ＜１Ｆ・２Ｆ 共通＞ 2019年度

2019/5/24   

便器機能

※は受注生産品となります。納期は約２週間（大型連休除く）かかります。

Ｃolor 

#SC1

パステルアイボリー

#SR2

パステルピンク※

#NW1

ホワイト

１・２Ｆ共通アクセサリー

リモコン

TOTO独自のお掃除しやすさを究めた

TOTO独自のフチ形状「ス

ゴフチ」

奥までぐるーっとフチなし

汚れがかくれる場所がない

■紙巻器 ■収納

YH600FM

棚付二連紙巻器

YT410

タオルリング
137×40×159

リング：ステンレス製

ブラケット：樹脂製（めっき仕上げ）

■棚板カラー

■タオルリング

すき間汚れも見逃さない

サイドのレバーを引き出して下側に回す

と、

ウォシュレット前方部を持ち上げること

ができます。

少ない水でもしっかり洗浄

渦を巻くような「トルネード洗浄」で、

便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少な

い水でも効率よく洗います。

「たっぷリッチ」な洗い心地

水に空気を混ぜて、

「たっぷり」と「しっ

かり」の洗い心地を両

立した「たっぷリッチ

洗浄」

環境にやさしく、しかも経済的。従来

品に比べ約71％の超節水が可能に。水

道代も年間約14,200円おトクです。

大洗浄4.8ℓ

小洗浄3.6ℓ

■節水の試算条件

年間使用日数：３６５日 家族4人（男性2人・女性2人）大1回／日・

人、小3回／日・人 ※「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」よ

り

水道代＝265（税込）円／㎥

※東京都水道局（20A・30㎥／月・上下水道含む）より

ＺＪ従来品※1

4.8ℓ超節水＋eco小で節約＆エコ

使う前のひと工夫「プレミスト」

便座に座ると自動でプレミスト

をふきつけます。水と相性のよ

いセフィオンテクトだからミス

トが便器表面に広がり、汚れを

つきにくく落ちやすくします。

セフィオン

釉薬層

「プレミスト」

汚れ

水が

広がる

「セフィオンテクト」

汚れが入るすき間もないほど

ツルツルな陶器表面です

使うだけでしっかりエコな節水機能

SM1712_06036

ウォシュレット機能一覧

＊男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません

※”ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

トルネード洗浄

ｾﾙﾌｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

クリーン便座 クリーンノズル 抗菌

おまかせ節電タイマー節電ｅｃｏ小ボタン

おしり洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄

水勢調節 洗浄位置調節

フチなし形状お掃除リフト ノズルそうじ便ふた着脱

便座・ふたｿﾌﾄ閉止 オート便器洗浄＊ リモコン便器洗浄

転電時安心設計

セフィオンテクト

オートパワー脱臭

やわらか洗浄

暖房便座

着座センサー リモコン

プレミスト 脱臭

埋込収納


