


◆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。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・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。）

ワークトップ シンク ステンレス人造大理石

システムキッチン　ＡＳ

ｽﾃﾝﾚｽ

グループ１

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

※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。

Ｌ型 本体間口 210・180cm SWK8LH
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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

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 UE1/ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ NE1/ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

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

KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ BE6/ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ AE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ GE9/ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ YE9/ﾐｽﾄｲｴﾛｰ VE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝAF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄ UF0/ﾁｪﾘｰ NF0/ﾗｲﾄｵｰｸ IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄ HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ
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ｼﾘｰｽﾞ
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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

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

〈グループ１用〉〈グループ３・２用〉

扉カラー 

取手  ※取手もお選び頂けます。

スキットシンク

※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。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラ
フロー方式

樹脂
排水口

約７６cm

約４５cm

スライドストッカー
(ポケットなし)

シンク用キャビネット

包丁差し

スライドストッカー
(ポケットなし)

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

コンロ用キャビネット

スライドストッカー 開き扉

コーナー用キャビネット

取手のカラーと形を選んで、

コーディネートを自在にアレ

ンジできます。

選べる取手

揺れを感知すると、ストッパー

が下りて扉をロック。収納物

の落下や飛び出しを防ぐ安心

機能です。揺れが収まると自

動的にロックを解除します。

扉キャッチ機構

扉カラー

アンダーストッカー

スライドストッカー　浅型用

食器洗い乾燥機用キャビネット

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ 水栓金具

ハンドシャワー水栓クロマーレ・エコハンドル

SFHB452SYXJG5

ガスコンロ

３口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)

レンジフード連動なし

トップ：グレーフェイス：シルバー

H1633A0WHVMX

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。カラーやデ

ザインのバリエーションも豊富

にご用意しています。

別売品：化粧パネル・金属幕板
※写真は化粧パネルです。

レンジフード

ASRタイプ

加熱機器連動なしシルバー

ASR731SILM

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

NP45RS7SJGM

85cm

カウンター高さ８５㎝

ワークトップ高さ

身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

ローラーレール

引出し仕様

メラミン底板

軽く滑らかに開閉する、ロ

ーラータイプのスタンダー

トなレールです。

実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

PRPSC0-191211-016



◆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。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・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。）

スキットシンク

※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。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラ
フロー方式

樹脂
排水口

約７６cm

約４５cm

スライドストッカー
(ポケットなし)

シンク用キャビネット

包丁差し

スライドストッカー
(ポケットなし)

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

コンロ用キャビネット

スライドストッカー
スライドバスケット

調理台用キャビネット

スライドストッカー 開き扉

コーナー用キャビネット

スライドストッカー　浅型用

食器洗い乾燥機用キャビネット

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ 水栓金具

ハンドシャワー水栓クロマーレ・エコハンドル

ガスコンロ

３口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)

レンジフード連動なし

トップ：グレーフェイス：シルバー 別売品：化粧パネル・金属幕板
※写真は化粧パネルです。

レンジフード

ASRタイプ

加熱機器連動なしシルバー

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

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。カラーやデ

ザインのバリエーションも豊富

にご用意しています。

ローラーレール

引出し仕様

メラミン底板

軽く滑らかに開閉する、ロ

ーラータイプのスタンダー

トなレールです。

取手のカラーと形を選んで、

コーディネートを自在にアレ

ンジできます。

選べる取手

揺れを感知すると、ストッパー

が下りて扉をロック。収納物

の落下や飛び出しを防ぐ安心

機能です。揺れが収まると自

動的にロックを解除します。

扉キャッチ機構

扉カラー

アンダーストッカー

システムキッチン　ＡＳ

SFHB452SYXJG5

H1633A0WHVMX ASR731SILM NP45RS7SJGM

※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。

Ｌ型 本体間口 225・180cm SWK8LH

ワークトップ シンク ステンレス人造大理石

ｽﾃﾝﾚｽ
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ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

グ
ル
ー
プ
２

グ
ル
ー
プ
３

グ
ル
ー
プ
１

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

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 UE1/ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ NE1/ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

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

KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ BE6/ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ AE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ GE9/ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ YE9/ﾐｽﾄｲｴﾛｰ VE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝAF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄ UF0/ﾁｪﾘｰ NF0/ﾗｲﾄｵｰｸ IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄ HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ
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ｼﾘｰｽﾞ

BC
ｼﾘｰｽﾞ

AE
ｼﾘｰｽﾞ

BE
ｼﾘｰｽﾞ

BD
ｼﾘｰｽﾞ

AC
ｼﾘｰｽﾞ

BB
ｼﾘｰｽﾞ

AA
ｼﾘｰｽﾞ

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

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

〈グループ１用〉〈グループ３・２用〉

扉カラー 

取手  ※取手もお選び頂けます。

実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

PRPSC0-191211-014





 Panasonic Corporation２０１９１０３1 マイライフプランニング 住宅設備標準仕様

Ｓｉｎｃｅ 2019.10

ライフソリューションズ社

【Ｗ２５５０】

※イメージ写真

ステンレスシンク

スキマをなくし、お手入れはさっと拭く
だけ。独自の技術 スキマレスシンク。

シンクと一体成型の排水口。

継ぎ目がなく、汚れが溜りません。

●スキマレスシンク
カウンターとの段差が小さく、継ぎ目の

隙間がないので、汚れがたまりにくい。

Ｉ 型プラン ： ステンレス Ｍタイプ
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm

Ｌ型プラン ： ステンレス Ｓタイプ
幅637×奥行最大480/最小403×深さ195mm

フロアユニット

静かにゆっくり閉まる

ソフトクロージング機構の引出しです。

ソフトクロージング機構

● ソフトクロージングレール

コンロ下スライド
幅 ： 1050 mm ／ 750 mm
コンロ横小引出し付き

Ｌ型 Ｗ＝1950 （ｼﾝｸ側） × 1650 （ｺﾝﾛ側）
※ Ｗ＝1800（ｼﾝｸ側）×1650（ｺﾝﾛ側）は食洗機不可

包丁差し

シンク： Ｓタイプ
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Ｉ型 Ｗ＝2550

シンク下スライド
幅 ： 1050 mm ／ 750 mm
包丁差し付き

奥行き650mmユニットの場合

※ シンク下のみ305mmになります。

※ 奥行き600mmのユニットの場合は

すべて305mmになります。

355mm ※

耐荷重

約98N

（10kg）

355mm ※

耐荷重

約98N

（10kg）

水栓金具

直流 シャワー
混合水栓ハンドシャワー（エコカチット水栓）

LE04FPSNE

シャワーヘッドのつまみを右に回すと、シャワーになります。

System Kitchen 標準

ウォールユニット

700 mm500 mm 600 mm

耐震ロック機構

ユニットが振動すると、

自動的にロックされます。

取っ手

※ウォールユニットに
取っ手はつきません。
手掛け形状となります。

手掛け取っ手

ウォール部

フロア部

アルミライン
（ＬＣＡ）

ハンドル
（ＨＤＡ）

ハンドル
（ＨＡＡ）

ハンドル
（ＨＣＥ）

レンジフード

照明付 常時換気 常時換気機能付き

すっきりとしたスクエアフォルム。
お手入れもラクラク。

フラットな形状で拭き掃除しやすく、掃除箇所
にもラクに手が届きます。
掃除のしやすい撥水性のフィルターを採用。

幅 750 ｍｍタイプ 【シルバー色】

スマートフード Ⅱ（シロッコファン）

LES43AHZ2M

カウンター

●人造大理石カウンター

ガス調理機器

LESG32Q1V
ホーロートップガスコンロ 600 mm
【シルバー色】 片面焼グリル
トッププレート色 ： グレー色
操作 ： プッシュ & レバー式

ホーロートップ

汁受け皿なしでお掃除

がラク。

全ての火口にセンサー

を搭載。

３つの安全機能を標準

装備。

全３口バーナー

搭載

食器洗い乾燥機 浅型

LES45RS7SD
ドアパネル仕様 Ｗ＝４５０ 【シルバー色】
食器がセットしやすいスマートカゴ、外気で排気温
を下げて排出するソフト排気温システム、節電コース。
下部はスライド収納になっています。

住宅設備 標準仕様

ｼｪｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄 ｼｪｰﾄﾞﾎﾜｲﾄ柄

カチット水栓

出しすぎを防ぐカチッお湯を出すときのカチッ

ＶＬ２０ 単色 （鏡面）

ｺｰﾗﾙﾋﾟﾝｸファインレッド ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄ネイビー ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ ベージュ ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾎﾜｲﾄ

ＶＰ２０ 木目 （鏡面）

アルベロブラック アルベロホワイト

ＶM1０ 単色・抽象柄（マット）

グリーン ベージュイエロー

ＶI1０ 単色・抽象柄（マット）

ホワイト

ＶＷ３０ 単色 （鏡面）

ホワイト

ＶＪ３０ 単色・抽象柄 （マット）

マットホワイト柄

ＶＶ３０ 木目 （鏡面）

ﾗｲﾝﾀﾞｰｸ柄 ﾗｲﾝﾗｲﾄ柄 ﾗｲﾝﾎﾜｲﾄ柄ﾗｲﾝﾐﾃﾞｨｱﾑ柄

ＶＢ３０ 単色 （鏡面）

ベリーレッド ローズピンクマンゴーイエロー リーフグリーン

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄 ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄

単色・抽象柄（マット）ＶＨ２０ 木目（マット）／

ＶT２０ 横木目（マット）

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

【サンドホワイト】

【サンドグレー】

【サンドベージュ】

ＶS３０ 木目 （マット）

エイジドダーク柄 エイジドライト柄

エコカチット水栓
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食器洗い乾燥機 浅型

LES45VS7SD
ドアパネル仕様 Ｗ＝４５０ 【シルバー色】
ガンコな汚れを落とす バイオパワー除菌 やプラネット
アーム洗浄、節水コースを装備。

クロスギャラリー ×２
まな板スタンド ×１
多目的ボックス ×１
ボトルトレイ ×１
アジャスター ×２

収納パーツセット

収納棚を目の前まで降ろして、必要なもの

がすぐ取り出せます。（手動式）

※ Ｗ９００ユニットのみ対応

※ Ｈ＝５００ユニットは取付不可

ソフトダウンユニット

扉柄 グレードアップ

グレード ４０

ＶＸ ４０ 【木目 : マット】

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

System Kitchen オプション

人造大理石シンク （スキマレスシンク ムーブラックタイプ）

OPTION

●止水プレート

ガス調理機器

ﾋｰﾀｰ入/切とﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞが連動換気連動システム

ガラストップガスコンロ 幅 600 mm

【シルバー色】 両面焼ワイドグリル

ガラストップ ：シルバー色・結晶化ガラス
操作 ： プッシュ & レバー式 全口温度センサー

LES31S1WH

ガス調理機器

クリアカラートップコンロ 幅 600 mm
【グレー色】 両面焼グリル

トッププレート色 ： ホワイト、グレー、ショコラ、ピンク色、
カフェベージュ色
操作 ： プッシュ & レバー式 全口温度センサー

ホワイト色＜LESW28P1W＞

ショコラ色
<ＬＥSW28Ｐ１Ｃ>

２重コーティングでお掃除のしやすさと、デザイン性を実現。

クリアカラートップ （硬質ホーロー）

グレー色
<ＬＥＳW28Ｐ１Ｇ>

ピンク色
<ＬＥＳW28Ｐ１Ｐ>

Ｉ Ｈ クッキングヒーター

ﾋｰﾀｰ入/切とﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞが連動換気連動システム

お掃除がラクなグリル

天面操作部に「フルドット液晶」を搭載

Ｉ Ｈ クッキングヒーター 幅 600 mm
【シルバー色】 ３口 Ｉ Ｈ スクエアデザインプレート

鉄 ・ ステンレス対応 ラクッキンググリル 付き
天面ガラス操作 ／ 光火力センサー （エコナビ機能付）

LESXP363SK

スマートフードⅡ さっとれるファン仕様

シロッコファン Ｗ＝７５０

【シルバー色】

スマートフードⅡ
さっとれるファン仕様

LES4５AHZ２M
常時換気照明付

リモコンなし

換気連動

LES4５AHWZ２M リモコン対応

常時換気照明付

ファンがワンタッチで簡単に
取外せる、さっとれるファン仕様。

お掃除もラクです。

フッ素 （撥水撥油性） コーティング の

働きで油が落ちやすく、お掃除がラク。

スキマレスシンク ステンレスシンクＭタイプ アクセサリー

●まな板立て

LE36SC4G
洗剤ラックと併用してお使い下さい。

●水切りカゴ

食器の水切り、仮置き場に。

LE36SC4C2
●止水プレート

排水プレートを外してお使い下さい。

LE403BC1

Ｉ Ｈ クッキングヒーター

Ｉ Ｈ クッキングヒーター 幅 600 mm
【天面】 ブラック 【正面】 グレイッシュシルバー

２口 Ｉ Ｈ ＋ ラジエント ／ 鉄 ・ ステンレス対応
グリル付き ／ 天面操作 ／ 揚げ物温度調整

LESG32AS

天面操作 ： 左右 I H ・ ラジエントヒーター ・ グリル

「こげつきお知らせ」
機能（左右ＩＨ）

「光・揚げ物温度調節」
機能（左右ＩＨ）

センサーが温度を検知して自動で制御

色を選べる「人造大理石シンク」。

グリーン

ｶｰﾑｸﾞﾚｰ

ピンク

ｶｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

グレー

住宅設備 オプション

カラーバリエーション

排水口もシンクと一体成型で
汚れがたまりにくくなっていま
す。

②排水口一体成型① スキマがないからさっとひとふき。

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。

断面写真

①

②

スキマがないから汚れにくい、

おそうじラクラク。

ゴミが集まりやすく、

捨てやすい形状。

●スラくるネット●水切りカゴ

グラーノホワイト

トッププレートは
お掃除しやすい形状

24cmのピザも焼ける
ワイドグリル

温度センサー＆
消し忘れ消火機能

火加減おまかせの
「便利機能」付

食器洗い乾燥機 深型

LES45VD7SD
ドアパネル仕様 Ｗ＝４５０ 【シルバー色】
ガンコな汚れを落とす バイオパワー除菌 やプラネット
アーム洗浄、節水コースを装備。

カフェベージュ色
<ＬＥＳW28Ｐ１V>
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カウンター

ベージュピュアホワイト ライトブラック

●ウェーブカウンター

ドア

２枚折れドア
ホワイト 段差 ５ ｍｍ

Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０

空気の流れ

換気口をドアの上に。
お掃除性と換気性能を両立。

スキットドア

浴槽内ベンチ付きで、半身浴や親子入浴もゆっ
たり思いのまま。フチに腰かけやすく、

出入りもラクラク。

※ １２１６サイズではお選びいただけません。

【ゆったりとしたやさしいカタチ】

エスライン浴槽

【ベーシックな浴槽もスタイリッシュに】

アーチ浴槽

腕をのせてくつろげるアームレスト、手でつかみ
やすいフランジ形状。脚も伸ばしてゆったり。

ゆるやかな曲線が、スタイリッシュな印象を与え
ます。

●浴槽エプロン

ミディアムグレー

ミディアムベージュ

ピュアホワイト

●浴槽カラー （ＦＲＰ浴槽 ４色）

ピュアホワイト

ナチュラル

ペールグリーン

ローズ

ＦＲＰ浴槽 ／ 選べる浴槽

水栓金具

●スタンダード水栓 （メタルハンドル）

吐水パイプなし ／ シルバーホース

ブラック ホワイト

シャワースライドバー（ メタル）

メタルワンタッチシャワーヘッド

System Bathroom 標準

ミラー ／ 収納棚

縦型スリムミラー ライトシェルフ（２段）

ホワイト

ブラック

１２１６ サイズ ※イメージ写真

１６１６ サイズ

※イメージ写真

天井 ／ 換気設備 ／ 照明 Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０

フラット天井 （ステップ天井のラインナップなし）

物干しバー１セット

カビを生えにくくするには、浴室を乾燥させるのが

効果的。 湿度・温度を判断し、浴室を効率的に

自動乾燥。エコナビで、かしこく節電乾燥運転。

カビシャット

暖房換気乾燥機

１００Ｖ

床 （スミピカフロア 単色）

グリッド加工でお掃除がラク。ミクロの凹凸で乾きやすい床。

ゴミや髪の毛が集まりやすく、捨てやすい、キレイがつづく

排水口を設けました。

ミディアムホワイト ミディアムグレー ミディアムベージュ

水にぬれても 水玉ができにくく 乾きやすい

ささっと排水口

集める 捨てる 洗う

スポンジでラクラク

ブラシでお掃除

従来品

ささっと

排水口

壁柄 Ｃグレード ／ Ｄグレード Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０

住宅設備 標準仕様 （断熱仕様）

高断熱仕様

ポップアップ
排水栓

組みフタフック
ホワイト

断熱組みフタ

5時間経っても
2 . 5℃以内の
湯温低下。※1

※ 浴槽内の湯温変化の実験条件等の詳細は
カタログをご確認下さい。

保温浴槽Ⅱ

ｻﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾄﾞﾗﾏﾎﾜｲﾄ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ﾁｪﾘｰ柄
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ﾒｰﾌﾟﾙ柄
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

（アクセント壁パネル）● Ｃグレード

（アクセント壁パネル） または （4面同色）

ベースパネル

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄
または
ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

アクセントパネル
ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｯｸ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾎﾞﾙﾄﾞｰ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾋﾟﾝｸ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

● Ｄグレード

ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙｸﾞﾘｰﾝ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾍﾞｰｼﾞｭ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾀﾞｰｸﾏｰﾌﾞﾙ柄
＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

タオル掛け

●タオル掛け Ａ （樹脂ホワイト）

サークルＬＥＤ照明

● 電球色
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カウンター

ベージュピュアホワイト ライトブラック

●ウェーブカウンター

ドア

２枚折れドア
ホワイト 段差 ５ ｍｍ

Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０

空気の流れ

換気口をドアの上に。
お掃除性と換気性能を両立。

スキットドア

【ベーシックな浴槽もスタイリッシュに】

アーチ浴槽

腕をのせてくつろげるアームレスト、手でつかみ
やすいフランジ形状。脚も伸ばしてゆったり。

ゆるやかな曲線が、スタイリッシュな印象を与え
ます。

●浴槽エプロン

ミディアムグレー

ミディアムベージュ

ピュアホワイト

●浴槽カラー （人大浴槽 ４色）

パールホワイト

パールブラック

パールベージュ

パールピンク

スゴピカ浴槽 （有機ガラス系人造大理石）

System Bathroom 標準

ミラー ／ 収納棚

縦型スリムミラー ライトシェルフ（２段）

ホワイト

ブラック

１３１６ サイズ

※イメージ写真

壁柄 Ｃグレード ／ Ｄグレード Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０

住宅設備 標準仕様 （断熱仕様） オフローラ１３１６

スポンジでラクラク

床 （スミピカフロア 単色）

グリッド加工でお掃除がラク。ミクロの凹凸で乾きやすい床。

ゴミや髪の毛が集まりやすく、捨てやすい、キレイがつづく

排水口を設けました。

ミディアムホワイト ミディアムグレー ミディアムベージュ

水にぬれても 水玉ができにくく 乾きやすい

ささっと排水口

集める 捨てる 洗う

ブラシでお掃除

従来品

ささっと

排水口

高断熱仕様

ポップアップ
排水栓

組みフタフック
ホワイト

断熱組みフタ

5時間経っても
2 . 5℃以内の
湯温低下。※1

※ 浴槽内の湯温変化の実験条件等の詳細は
カタログをご確認下さい。

保温浴槽Ⅱ

（アクセント壁パネル）● Ｃグレード

（アクセント壁パネル） または （4面同色）

ベースパネル

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄
または
ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

アクセントパネル

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｯｸ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾎﾞﾙﾄﾞｰ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾋﾟﾝｸ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

● Ｄグレード

ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙｸﾞﾘｰﾝ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾍﾞｰｼﾞｭ柄
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

タオル掛け

●タオル掛け Ａ （樹脂ホワイト）

水栓金具

●スタンダード水栓 （メタルハンドル）

吐水パイプなし ／ シルバーホース

ブラック ホワイト

シャワースライドバー（ メタル）

Ｗ水流シャワー（メタルワンタッチ）

カビを生えにくくするには、浴室を乾燥させるのが

効果的。 湿度・温度を判断し、浴室を効率的に

自動乾燥。エコナビで、かしこく節電乾燥運転。

カビシャット

暖房換気乾燥機

１００Ｖ

天井 ／ 換気設備 ／ 照明 Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０

フラット天井 （ステップ天井のラインナップなし）

物干しバー１セット

サークルＬＥＤ照明

● 電球色

珊瑚石柄
＋ＧＷ柄

クレマストーン柄
＋ＧＷ柄

メープル柄
＋ＧＷ柄

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋ＧＷ柄

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋ＧＷ柄

モザイクホワイト柄
＋ＧＷ柄

モザイクベージュ柄
＋ＧＷ柄

チェリー柄
＋ＧＷ柄

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄
＋ＧＷ柄

ウォールナット柄
＋ＧＷ柄

■アクセントパネル マット＋マット

エアリー
ブルー柄
＋ＰＷ柄

アンティーク
ブラウン柄
＋ＰＷ柄

アンティーク
ブラック柄
＋ＰＷ柄

モザイク硝子
ブラウン柄
＋ＰＷ柄

モザイク硝子
ブルー柄
＋ＰＷ柄

ドラマ
ホワイト柄
＋ＰＷ柄

エアリー
ピンク柄
＋ＰＷ柄

サニー
ベージュ柄
＋ＰＷ柄

ダーク
マーブル柄
＋ＰＷ柄

アイスラック
グレー柄
＋ＰＷ柄

アイスラック
ブラウン柄
＋ＰＷ柄

ガラスタイル
クリア柄
＋ＰＷ柄

ガラスタイル
ピンク柄
＋ＰＷ柄

ガラスタイル
ホワイト柄
＋ＰＷ柄

ガラスタイル
ブラック柄
＋ＰＷ柄

アクセント
パネル

他３面
ＰＷ柄：
パラレル
ホワイト柄

ＧＷ柄：
グレイス
ホワイト柄

■アクセントパネル 鏡面＋光沢
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照明 グレードアップ

シンプルなデザイン。

浴室をやわらかく照らします。

●ダウンライト照明 （１６１６：３灯）

シャワーヘッド変更 （新 Ｗ 節水シャワー）

●新Ｗ節水シャワー
（メタルヘッド）

ささっとワイドモード

従来に比べ
約２倍ワイドな散水

ｅ モード
－ からだ洗い －

ハードモード
－ からだ洗い －

ささっとワイドモード
－ おふろ洗い －

シャワーヘッド変更 （エステケア シャワー）

水流とマイクロバブルで、肌表面の皮脂汚れをすっきり除去。

マイクロバブルで、洗浄率 99.8％。

短時間で、すっきりきれいに。

◎ 洗浄力比較
（手の甲に塗布した疑似皮脂の

洗浄後写真）

※ 大阪ガスグループの調査機関（株）エルネットとの共同検証。
評価方法は、独所定の試験方法、評価基準による。

※ 疑似皮脂は、人の皮脂成分を分析し人工的に生成したもの。

水流 空気

エステケアシャワー

肌の皮脂汚れまで、
きれいにできるシャワー。

手元で操作できる

止水ボタン

照明 グレードアップ （フラットライン ＬＥＤ照明 ＦＺ）

●フラットライン ＬＥＤ照明 ＦＺ

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。

● 条件： 浴室サイズ 1616
壁高さ H2150 mm

● 当社の解析検証結果

System Bathroom

壁柄 グレードアップ 壁高さ Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０アクアマーブル人造大理石浴槽 ／ 選べる浴槽

浴槽内ベンチ付きで、半身浴や親子入浴もゆったり

思いのまま。 ※ １２１６ ではお選びいただけません。

エスライン浴槽アーチ浴槽

腕をのせてくつろげるアームレスト、手でつかみやすい

フランジ形状。脚も伸ばしてゆったり。

カラーラホワイト カラーラベージュ カラーラグレー

●カラーラ柄

天然の大理石を模した、流れ模様
を再現。
ひとつひとつ異なる表情を持った、
深みや奥行き感のある浴槽です。

ライトホワイト ライトベージュ ライトローズ

●ライト柄

ベーシックな単色の品揃え。
素材の特性を活かした、
淡く柔らかな色味を取り揃えました。

キレイが長く続く、フッ素配合新素材の浴槽

ミディアムベージュ

●浴槽エプロン

ミディアムグレーピュアホワイト ポップアップ排水栓

住宅設備 オプション１

Ｂグレード （オールパネル ４面同柄）

オプション

モザイク硝子ブルー柄 モザイク硝子ブラウン柄

アンティークブラック柄 アンティークブラウン柄

ドラマホワイト柄

サニーベージュ柄

クレマストーン柄 ウォールナット柄 チェリー柄 メープル柄

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

ダークマーブル柄

カットガラスをモチーフに、

キラッと光る四方エッジで

高級感を演出します。

＊実際の現場納入は１灯になります。

●スクエアＬＥＤ照明
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●「ナノイー」 搭載 暖房換気乾燥機

エコナビ運転中に「ナノイー」を浴室内に放出し、空気中に浮遊するカビを抑制。

暖房換気乾燥機 グレードアップ ドア

スイングドア
ホワイト 段差 ５ ｍｍ

Ｈ＝２０００ ｏｒ ２１５０

空気の流れ

換気口をドアの上に。
お掃除性と換気性能を両立。

スキットドア

ドア外タオル掛け

スイングドア用 （ホワイト枠）

水栓金具 変更 （ソケットレス水栓）

シャワースライドバー（ メタル）

メタルワンタッチシャワーヘッド

シンプルで美しい、メタリックのフォルム

●ソケットレス水栓 （メタルハンドル）

吐水パイプなし ／ シルバーホース

ブラック ホワイト

水栓金具 変更 （スクエア壁付け水栓）

シャワースライドバー（ メタル）

メタルワンタッチシャワーヘッド

フラットで、洗練された印象を与える水栓

●スクエア壁付け水栓 （メタルハンドル）

吐水パイプなし ／ シルバーホース

組みフタフック 変更

●組みフタフック（メタル）

収納棚 変更

●クリアシェルフ （２段）

収納棚 変更

●ワイヤーシェルフ （２段）

タオル掛け 変更

●タオル掛け Ｂ （メタル）

タオル掛け 変更

●ワイヤーハンガー

握りバー 追加

● Ｉ 型握りバー （クロムメッキ）

長さ ： ６００ mm

握りバー 追加

● Ｉ 型握りバー （樹脂製 ホワイト）

長さ ： ６００ mm

スリムミラー ＋ コンパクトミスト （ ミラー変更 ＋ 機能追加 ）

●スリムミラー

コンパクトミスト

● ミストシャワーで効果的に発汗
・・・ 湯音と同じ４０℃前後のミストシャワーが８箇所から

噴出。やさしい霧のベールで身体を包みます。

● 心拍数を抑えるやさしいシャワー
・・・ 湯船に浸かる入浴に比べ、身体への負担も少なく

なります。

● わずか約１分のスピード浴室乾燥にも
・・・ ４０℃前後のミストが一気に広がって、浴室を約１分

で約２０℃に暖めます。

地デジ対応バステレビ １６Ｖ型 （Ｂ－ＣＡＳカード内臓タイプ）

大画面で見やすい １６Ｖ型

画面はハメコミ合成です。

集める

捨てる

洗う
＜ヘアキャッチャー＞

フッ素系特殊コーティング

＜封水筒＞

擬似ヌメリによる

比較実験

コーティング
無

コーティングﾞ
有

排水口 変更 （ささっとキレイ排水口）

ささっとキレイ排水口
フッ素系特殊コーティ ング で 、汚れが

つきにくい排水口。ゴミが集まりやすく、

捨てやすい形状で す。

ミラー 変更 （セミワイドミラー） ＋ スライドバー変更

●セミワイドミラー

●握りバー兼用スライドバー

＋

※セミワイドミラーをオプション選択した
場合、１６Ｖ型バステレビの選択は
できません。

住宅設備 オプション2
System Bathroom オプション

物干しバー（追加用）
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Ｗ ＝ ７５０

※イメージ写真

Dressing 標準

両サイドにはタオル・メイク小物が並べられ、ドレッサー感覚で使えます。

水栓まわりは一段低く、濡れても大丈夫な洗面小物が置けます。

●ポリエステル系人造大理石 ボール一体型カウンター

人造大理石製 ボール一体型カウンター

ドライゾーン

ウェットゾーン

幅 750 mm
ボール容量１２Ｌ

530ｍｍ

濡れたものを置く場所として、ウェット
エリアをご用意。水あと汚れを極力
少なく。

ウェットエリア

ウェットエリア

３°

水栓まわりを３度傾斜設
計に。おそうじに配慮。

３°傾斜設計

ＯＰＴＩＯＮ

手をかざすだけで、すぐ水を出せる、
止められる「タッチレス水栓」

ここがセンサー部分
・上部5ｃｍ内で反応
・操作は手をかざすだけ

止め忘れても
約90秒後に止水

タッチレス水栓 フロートプラン

【幕前板・側板・棚板について】
ベリティス木目柄は棚板・側板は
すべて同じ色柄になります。
タイプAのホワイト、ピンク・タイプB・
タイプCの棚板・側板はホワイトとなります。

住宅設備 標準仕様

水栓金具

●マルチシングルレバーシャワー水栓

シャワー

泡沫整水

ヘッドは引出して、お掃除や花瓶

の水入れなどにご利用頂けます。

●スゴピカタイプ

吐水部を左右に９０度
首振りできる

●メッキタイプ ＊スゴピカ素材ではありません

ミラーキャビネット

湯気にあたってもくもらず、お風呂上がりでも
すぐに使えます。

●湯気の中でもクリア

●全面クリア
ミラー全面にくもり止めが施され、大人から
子供まで快適に使えます。

●電気代ゼロ
ヒーター不要で、電気代がかからない上、
消し忘れの心配もなし。

くもって全然見えない

従来品

（くもり止めヒーターなし）

一部分のみくもりにくい

従来品

（くもり止めヒーター付き）

（センターミラーのみ）

吸水コーテイング加工で、くもり止めヒーター不要。
電気代ゼロのくもり止めミラー。 パナソニックならではの、小物家電も収納しやすいキャビネット。

内部収納 （すっきり家電収納）

● コンセント×３個 （うち収納×内２個） 合計1400Ｗ
● 照明スイッチ×１個
● 可変トレイ×５個
● クレンジングトレイ×１個

内部コンセント

大型ドライヤー
収納ゾーン

充電家電
収納ゾーン

縦型ドライヤー
収納ゾーン

外部コンセント
照明スイッチ

●スダンダードLED３面鏡 ミドルパネル

（手元部パネル仕様）

※タイプSベリティス木目柄クラフトレーベルの3柄にはハ

ンドル取っ手を採用。柄と取っ手色の組み合わせは固定
です（選択できません）。

タイプＡ

ホワイト（鏡面）

鏡面

ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄

木目柄

アルベロホワイト柄 アルベロブラック柄

（受注生産品）アルベロ柄

タイプＢ

ホワイト

単色柄

タイプＣ

ライン取っ手

ＧＱＣＲ５３

ライン取っ手に

取付けできます。

チェリー柄 オーク柄 ホワイトオーク柄メープル柄ウォールナット柄

（受注生産品）ベリティス柄

OPTION

タオル掛け

取っ手
〔MJD〕

取っ手
〔MJG〕

取っ手ベリティス柄クラフトレーベル （受注生産品）

ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄

フロアキャビネット

●引き出しタイプ



機能一覧

カラーバリエーション

■■■　 キレイ機能　 ■■■

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■　 エコ機能　 ■■■

超節水ECO6（大6L、小5L）

スーパー節電

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

リモコン

点字対応

BW1

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8

ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8

ﾋﾟﾝｸ

BB7

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ
壁リモコン

リモコンデザイン

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

CF-AA22H/WA KF-91

写真はカタログによるイメージです。
見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

AG916200583-01















印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。（2019.07） 資料・商品︓ケイミュー株式会社

KMEWがご提案する「軽い屋根」

http://www.kmew.co.jp/
　　shouhin/roof/karuiyane/

軽い屋根による減震効果。そのメ
カニズムや施工例などを紹介したホ
ームページを開設しています。

地面の揺れ

負荷が小さい

地面の揺れ

揺れが小さい

建物の重心を低く建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を
軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることがで
きます。

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を
軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることが
できます。

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

耐震性
地震の揺れを小さくする。
KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

屋根材別[重さ]比較（kg/坪）-屋根材本体の重量

陶器瓦

約180kg

洋瓦

約160kg

陶器平板瓦 カラーベスト
シリーズ

約140kg

約68kg

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおい

て、住まいの耐震化は非常に重要な課

題。一般的に建物の揺れを軽減するは、

建物の重量を軽く、重心を低くすることが

有効とされています。ＫＭＥＷ屋根材は、

重量が陶器平板瓦の約１/２の「軽い屋

根」。万一の地震にも暮らしの安心を守り

ます。

どんな街並みにも美しく映える、 スタンダードデザイン。

耐風性能
台風に強い。
全数釘止め工法で、 強風でのズレや飛散を防ぎます

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、

強風による飛散が防止できます。

その形状や釘穴位置など、KMEW

屋根材は耐風性を充分に考慮した

設計。風の抵抗を効率よく逃がす

設計に加え、一枚一枚の屋根材を

独自の釘止め方式で固定する施

工方法で、強風による屋根材の飛

散やズレを最小限に抑えます。

優れた防水設計で、 大雨の際も漏水を抑えます。

ＫＭＥＷの屋根材は屋根材プラス

下葺材の２段階の防水設計を採

用。カラーベストは屋根材の大きな

重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、

残りの雨水の回り込みも下地の防

水シートによって防止します。

耐風試験(社内試験)

防水性
大雨からもしっかりガード。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、

優れた防水性を確保しています。

防水試験(社内試験)

KMEWがご提案する「軽い屋根」

http://www.kmew.co.jp/
       shouhin/roof/karuiyane/

軽い屋根による減震効果。そのメ
カニズムや施工例などを紹介したホ
ームページを開設しています。

CC262W
ネオ・ブラック

CC225PW
シルバー・ホワイト

CC235PW
アイス・シルバー

CC275PW
パール・グレイ

CC221PW
ココナッツ・ブラウン

CC241W
ウォルナット・ブラウン

CC247W
アイリッシュ・グリーン

CC277W
ウェザード・グリーン

CC223AW
メロウ・オレンジ

CC293AW
ボルドー・レッド

CC226AW
ミッドナイト・ブルー

CC291AW
グラス・ブラウン
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太陽光に含まれる光線のうち、熱線となる赤外線の反射率を大幅
に高めることで、屋根全体の日射反射率もアップ。屋根材の蓄熱を抑
えて、居住空間内部への熱の伝達を抑制します。

赤外線の反射によって日射反射率も向上。

屋根の表面温度と屋根裏温度を下げて、室内の温度低下に貢献。

※社内試験データです。JIS K 5675適合ではありません。

赤外線を反射する特殊な顔料をグラッサコートに配合。遮熱グラッサ屋根材表層のコーディングに、紫外線に強い独自のグラッサコートを採用。
色あせの原因となる紫外線の影響を軽減することで、その発色や光沢を
末永くキープし続けます。

の表面で、高いレベルで太陽の熱を反射し、野地板への熱の伝達、さら
には屋根裏への熱の侵入を抑えます。

グラッサコートに赤外線反射顔料を配合。グラッサコートで屋根の美しさが長持ち。

屋根で住まいをクールダウン。新しい性能を備えた屋根材。

屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。
太陽熱を反射するグラッサ。

紫外線に強いグラッサコートに赤外線反射顔料を配合した
遮熱グラッサは、長期耐候性とともに遮熱性能も長期間キープ。
３０年相当の経年試験でも、その高い持続力が確認されています。

耐候性とともに、遮熱性能も長期間持続。

一般名称 適用地域 屋根３０分耐火構造

※光線の具合により色の見え方が異なります。※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2019年7月）
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遮熱レベル1

遮熱レベル2

遮熱レベル3

グラッサ・
アイスシルバー

グラッサ・ココナッツブラウン
グラッサ・
ミッドナイトブルー

グラッサ・ウェザードグリーン
グラッサ・ボルドーレッド

グラッサ・
クールホワイト

グラッサ・
クールブラウングラッサ・

クールブルー

グラッサ・クールレッド
グラッサ・
クールグリーン

グラッサ・クールオレンジ
グラッサ・クールベージュ グラッサ・クールシルバー

グラッサ・
クールブラック

グラッサ・ブラックグラッサ・ブラック

赤外線を反射することで屋根の表面温度と屋根
裏温度の上昇を抑制する遮熱グラッサ。単体の効
果はもちろん、熱シャット工法を併用すればより
一層の温度上昇抑制効果が得られます。

屋根裏の温度低減により、室内への熱の伝達を抑え、省エネへの貢献が期待
される遮熱グラッサ。当社が行ったシミュレーションでは、当社従来品に比
べ、年間の冷暖房エネルギーを約３％削減することがわかりました。

2011年7月・2012年7月・2013年7月測定データ  場所：滋賀県湖南市  屋根勾配：6寸  屋根面積：23m2  断熱材なし  換気棟あり

グラッサ・クールブラック／グラッサ・クールブラウン
グラッサ・クールグリーン／グラッサ・クールブルー
グラッサ・クールレッド

遮熱レベル1

グラッサ・クールシルバー／グラッサ・クールベージュ
グラッサ・クールオレンジ

遮熱レベル2

グラッサ・クールホワイト
遮熱レベル3

※
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不燃材料認定番号

NM-2093







テレビドアホンシステム

共通機能・特徴 オプション機能・特徴

かんたん・使いやすい・洗練したデザイン 使いやすさはもちろん、録画で防犯性アップ

JQ- 12標準仕様 オプション仕様 JQ- 12Ｅ

または または中継子機を取付ける

場合は、玄関子機と

親機の間に設置して下さい。

⾳量・明るさなどの調整機能（サブ機能）の
ボタンを側⾯に配置。

前⾯のボタンの数を減らすことで、
すっきりシンプルなデザインとしました。

⾳量・明るさなどの調整機能（サブ機能）の
ボタンを側⾯に配置。

前⾯のボタンの数を減らすことで、
すっきりシンプルなデザインとしました。

AC 

100V

AC 

100V

カメラ付玄関子機 ※ＯＰ 中継子機

ＪＱ－１Ｆ
モニター付親機

※ＯＰ 呼出音外設

スピーカー

※ＯＰ ワイアレス

呼出システム

２ ２

２
AC 

100V

AC 

100V

カメラ付玄関子機 ※ＯＰ 中継子機

ＪＱ－１Ｆ
モニター付親機

中継子機を取付ける

場合は、玄関子機と

親機の間に設置して下さい。

※ＯＰ 呼出音外設

スピーカー

※ＯＰ ワイアレス

呼出システム




