
3面鏡トレイアレンジひろびろボウル

扉カラー 洗面器カラー

フルスライドタイプくるくる水栓
トレイを5cm刻みで設置でき、
効率よく収納できます。

底が広いからバケツの水汲みや
衣類のつけ置き洗いもしやすい。

クリエダーク クリエモカ クリエペール グロスホワイト プレーンネオホワイト

上下段とも奥までしっかり収納。もの
の出し入れもラクラクです。

使いたい位置にくるりと回せ、
2人並んでの身支度もらくらく。

上質な使い心地と、美しいデザイン。

日頃の家事をラクに楽しく、

暮らしをワンランクアップさせる充実のプランです。

ひろびろWサポートシンク

扉カラー（単色・抽象柄） 扉カラー（木目） 取手 ワークトップ キッチンパネル

オールインワン浄水栓

アシストポケット・シェルフ付

食器洗い乾燥機

２段のレーンとシンクサポートが、
調理と後片付けを
ダブルでサポートします。

オニキスブラック グレイッシュグレイン
ラインQ
（シルバー）

ベーシックホワイト フレッシュホワイト

ラフサンドホワイト

ラフサンドベージュ

ラインU
（ブラック）

ラインV
（シャインニッケル）

ミドルハンドルF
（シルバー）

ロングハンドルK
（シルバー）

 ミドルハンドルH
（ブラック）

ミドルハンドルG
（シャインニッケル）

ラピスブルー ライトグレインガーネットレッド ホワイトグレイン

ミストグリーン ミストイエロー ウォルナットミストベージュ チェリー

ミストピンク

チェスナット

ミストホワイト

ジェットブラック

イタリアンウォルナット

グロッシーチークディープフォレスト グロッシーチェリーカッパーレッド グロッシーバーチ

浄水カートリッジを
スマートに内蔵し、
おいしい水が手軽に楽しめます。

よく使う道具が出し入れしやすい立
体構造で空間をムダなく使えます。
※シンク下

手洗いにはない高い水温と
強い水圧で、汚れをすっきり洗い流し、
時間短縮にもなります。

戸 建 て

充実ライフ
プラン

下台ソフトモーションレール付・吊戸棚扉キャッチ機構付き

【基本仕様】本体：フルスライドAR3FH-755SY/色、ミラー：三面鏡（LEDスタンダード）MAR2-753TXSU　※ミラーくもり止めコート付

ガスコンロ

レンジフード

ファインコートトップでお掃除楽々。
無水両面焼グリルタイプ。

すっきりとしたデザインの
レンジフードです。

アレスタ

ピアラ

料理を楽しむキッチン。 【Ⅰ型 本体間口255cm】

毎日の使いやすさがいっぱい。

Kitchen

Dresser

P lan

3
P lan

1

P lan

1

品番：JFAK461SYXJG5J 品番：NP45RS9SJGJ（パナソニック製）
品番：ASR732SIRJ（富士工業製）

品番：R1633C0W1VJX（リンナイ製）

【間口750cm】
P lan

3
P lan

2

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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お掃除リフトアップアクアセラミック

カラーバリエーション

パワーストリーム洗浄フチレス形状
真上にしっかり上がるから、お掃除できなかった
すき間汚れが奥まで拭き取れて、
気になるにおいの元をカットします。

「ガンコな水アカ」も「汚物」も
どちらも落とせて100年クリーン。

強力な水流で、少ない水でも
しっかり汚れを洗い流します。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、
お掃除ラクラクです。

うるつや浄水

浴槽カラー エプロンカラー 床カラー

換気乾燥暖房機まる洗いカウンター
水道水に含まれる残留塩素を低減し、
髪や肌へのダメージを抑えます。

ホワイト

グレー

ベージュ

衣類の乾燥や入浴前の暖房として大活躍。
すばやく暖まり、エコに乾燥します。

カウンターはまるごと壁から
外せるので裏もピカピカに。

ホワイト ホワイト ブラック

グリーン ベージュ

ベージュ

ピンク

ピュアホワイト オフホワイト ピンク ブルーグレー

壁パネルカラー　Ｌパネルアクセント張り

ベースパネル

ホワイト（EB） ホワイト（マット）

壁パネルカラーはベースパネルからの選択となります。
４面ある壁パネルのうちＢ面（器具面）またはＣ面（浴槽面）のパネルのみ下記カラーからアクセント張りが可能です。

A

B

D

C

※ピンク・ブルーグレー色は受注生産品となります。

万円（税別）

万円（税別）

万円（税別）

〜

〜

〜
270 180

190
P lan 2

P lan 3

P lan
1

キッチン 浴室 洗面台 トイレキッチン
キッチン 浴室 洗面台 トイレキッチン

キッチン 浴室 洗面台 トイレキッチンキッチン 浴室 洗面台 トイレキッチン
キッチン 浴室 洗面台 トイレキッチン

【基本仕様】便器 ：YBC-ZA20AH/色　機能部：DT-ZA281AH/色

【基本仕様】換気設備：100Ｖ換気乾燥暖房機（ランドリーパイプ１本付） / 浴槽：エコベンチ浴槽（プッシュワンウェイ排水栓） / 洗い場水栓：ワイドレバー水栓/ シャワーヘッド：スイッチ付きエコアクアシャワー＜メタル調＞
照明：コーナーパネルライト１灯（電球色LEDランプ60Ｗ） / ミラー：ワイドミラー / 収納：コーナーシェルフ〈ホワイト〉（2段） / ドア：キレイドア開き戸11ｍｍ段差（800Ｗ） / タオル掛け：1本 ＜メタル調＞ / スライドバー：フルフォー
ルスライドバー＜メタル調＞ / 天井：平天井廻し縁なし / フロフタ：薄型保温２枚フタ・フック付き / 洗い場排水口：くるりんポイ排水口 / その他：フリーサイズドア窓枠額縁キット・フリーサイズドア額縁化粧枠付き（155mm）

サーモバスS
“ダブル保温”構造で、お湯が
冷めにくいように工夫しました。

アライズMタイプ

アメージュZA

【1階用1616（1坪サイズ）】もっと、お風呂が好きになる。

落ちるンです。100年クリーン「アクアセラミック」搭載。

Bathroom

Toilet

P lan

2
P lan

1

P lan

1【リトイレタイプ】
P lan

3
P lan

2

297万円（税込）〜

198万円（税込）〜

209万円（税込）〜

保
温
組
フ
タ

浴
槽
保
温
材

従来製品 アクアセラミック

トパーズブルー 組石ホワイト 組石ベージュ 組石グレー ホワイトストーン ブラックストーン グリジオセラドン テオブロストーン

ストーンルージュ ストーンモザイクダーク ボテチーノベージュ オンダガタライト オンダガタライトペール ダークウォールナット ウッドグレインライト チェリー

ウォールナット シャインウッドホワイト ランダムウッド クリエモカ クリエペール モザイクアクア ボトルグリーン プルシャンブルー

青磁リーフ フラワーシーン シルキーステッチ グリーンリーフ アクアブルー ウェーブピンク ウェーブホワイト

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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