
件名 １階 キッチン ZGFFUD提案Ｎｏみやま市企画住宅「箱」スタイル

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。特注商品は標準の形状で表現しておりますので、実際のプランと異なる場合があります。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

混合水栓
操作しやすいビッグレバー。水
ハネを抑える泡沫吐水。

ＪＮＳ８２ＥＢ１Ｓ
鉄・ステンレス対応ＩＨ
２口ＩＨ＋ラジエント
両面焼ロースター

天面操作
楽な姿勢で火力調節ができま
す。

シンク 加熱機器

スキマレスシンク
ステンレスＭタイプ

カウンター柄扉 柄

SE20シリーズ
エクセルダーク(ED)

人造大理石
ぺブルホワイト

ご提案プラン

多目的ボックス
調理道具を立てて収納。さっと
取り出せるのが魅力です。

特 長

引出しトレイ
引出しには小物類などを小分
けできるトレイ付。

低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最
高等級Ｆ☆☆☆☆の商品です。

取っ手

ライン取っ手
シルバー（LAA）

ユニット・レール

排水部も継ぎ目がないのでお
手入れが簡単です。

フード

デザインサイドフード
シルバー色。折り返し溝をなく
し拭き掃除がスムーズです。

うきうきフィルター
水につけておくだけで水が浸
透し汚れが浮き上がる親水性
塗膜です。

スタンダードグレード
ダンパーが衝撃を吸収して静
かに閉まるソフトクロージング
機構です。

ユニット内底面は高級感のあ
るチャコールグレー色です。

扉柄バリエーション

ＳＥ２０シリーズ（木目柄）

ＳＬ２０シリーズ（単色柄）

レッド
[LA]

ベージュ
[LB]

モーブグレー
[LJ]

オリーブ
グリーン

[LZ]

ビューティ
ホワイト

[LW]

水栓金具

Ｓクラス 扉柄：ＳＥ２０シリーズ エクセルダーク（ＥＤ） 取っ手：ＬＡＡ カウンター：ぺブルホワイトリビングステーション

エクセルダーク
[ED]

エクセルミディアム
[EM]

エクセルライト
[EL]

エクセルホワイト
[EF]



浴槽・壁は材質・グレードによってお値段が変わります。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

件名 １階 浴室 ZGFFUD提案Ｎｏ

パナソニック バス ココチーノ Ｓクラス タイプ３ １６１６ ＡＬ 【２０１０年１２月受注開始】

みやま市企画住宅「箱」スタイル

特長１

パラレルグリーン
＋パラレルホワイト

ステップ天井

ブライト照明 スリムミラー

ささっとキレイ排水口
髪の毛が集まりやすい
新形状＆汚れがつきにく
く落としやすいフッ素系
特殊コーティングでおそ
うじラクラク。新開発のヘ
アキャッチャーです。

換気扇仕様

壁柄 天井

特長３

ミラー照明

ＦＲＰエスライン浴槽
ピュアホワイト

単色シャルトグレー

２枚折りドア
段差12mm

カバー水栓（グレー）
樹脂ハンドル

浴槽 床

ドア 洗い場側混合水栓

エスライン浴槽

浴槽内ステップ付で、
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。
環境にやさしい節水タイプの
浴槽です。

ゆったりとした
やさしいカタチ。

特長２

キモチ浴フロアー２
乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすいクリーン部材。
快適なお風呂に高機能な床は欠かせません。

水の表面張力を壊す効果を高め、
さらに乾きやすく。

ミクロの凹凸で滑りにくく。

床のパターンをシンプルにして
お掃除しやすく。

基本機能をさらに充実しました。

サイズ

ドア勝手

排水栓

ポップアップ排水栓

エプロン

ピュアホワイト

※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と

異なる場合がございます。ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。



製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

※写真はイメージです。組合せ・サイズなどはお見積書をご確認ください。

エクセルダーク 吐水口部分が引き出せる
ので、花瓶の水入れなど
に便利です。

マルチシングルレバーシャ
ワー
レバー１つで調節。

３面鏡
蛍光灯
ミドルミラー無し

３面鏡の内側にコンセントが
あるので、大きめ家電も充電
しながら収納可能です。

ヒーターレスでくもらないミラー

『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品（ヒーター）に対し、全面が
くもらないため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。

ご提案プラン ご提案扉柄 水栓

カウンター

ミラー

本体キャビネット

くもって
ないわ

件名 １階 洗面所 ZGFFUD提案Ｎｏ

洗面ドレッシング ＮＥＷＣＬｉｎｅ エクセルダーク

みやま市企画住宅「箱」スタイル

扉柄バリエーション

エクセルダーク

鏡面ホワイト

エクセルミディアム

鏡面ピンク

ホワイト

＊扉柄Ａ／Ｂ／Ｃは価格が変わります。

エクセルライト

扉柄Ｃ 扉柄Ｂ

扉柄Ａ標準取っ手

アルミライン取っ手
※３面鏡はセンターミラーのみ、２面鏡はメインミラーのみ。

奥
行

き
55

0m
m

使いやすく、お手入れもラクなデザイン。
水に濡れた物を置くのに
便利なウェットエリア。
継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。

（幅750mm・900mm）

掃除しにくいフチの隙間がない排水口。
ゴミを取り除きやすいヘアキャッチャー。

引き出しタイプ



※写真はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。小物は付属しておりません。

※施工例画像の床材はＮＥＷオーマイティーフロアシグノ ホワイトマーブル柄です。

洗浄方式

節水できる「ターントラップ洗浄」

１回あたりの洗浄水量５．７Ｌ。
（大洗浄時の場合）
少ない水で流します。
洗浄音も静かで、
深夜の眠りを妨げません。

トイレカウンター

アラウーノ手洗い

ボール：
有機ガラス系素材

トイレカウンターご提案色柄トイレご提案色柄

ホワイト
扉：
エクセルライト

「新素材×泡×水流」で、汚れをシャットアウト。

「激落ちバブル」
ミリバブルとマイクロバブル
２種類の泡洗浄で、１回１回
すみずみまでお掃除します。

「スパイラル洗浄」
うずまき状の水流により、
少ない水量（大洗浄５．７Ｌ）で
パワフルに流します。

有機ガラス系新素材
汚れの原因の多くは水アカ。
水アカのつきにくい新素材が
お掃除の手間を省きます。

水位アップでハネ返り軽減
便器内の水位を高めに設定。
気になるハネ返りや飛び散りに
配慮しました。

汚れがたまりやすいスキマやフチをなくした設計。

「スキマレス」設計
便器と便座が完全一体成形。
だから汚れのたまるスキマがなく
お掃除もカンタン。

「ひとふき形状」
これまで手が届きにくかった
フチの裏側そのものをなくし
お掃除もらくらくです。

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

※画像は標準タイプです。

件名 １階 トイレ ZGFFUD提案Ｎｏ

トイレ アラウーノＳ ホワイト トイレカウンター アラウーノ手洗い エクセルライト

みやま市企画住宅「箱」スタイル



印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

特長

耐震ロック
地震の振動を感知して扉をロック。天袋・
トールユニットに標準装備。

樹脂製棚板
砂や泥で汚れても、取り外して水洗いでき
ます。

ユニット内部は、高級感のあるグレー色で
統一しています。

写真はイメージです。組合せはお見積書をご確認下さい。
扉勝手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉柄バリエーション

エクセルブラウン エクセルミディアム エクセルナチュラル エクセルライト エクセルホワイト エクセルピュアホワイト

エクセルダーク

ご提案色柄 ご提案取っ手

デザイン：フラットタッチ

ご提案タイプ

フラットタッチ仕様

玄関収納 コンポリア
スペースに、使い方に合わせた玄関収納をプランしましょう。

靴の収納はもちろん、趣味の道具や小物もたっぷり収納。

玄関先の一括収納でいつでもすっきり、みんなで使いやすい。

環 境 と 人 に や さ し い

■低ホルムアルデヒド仕様

■室内環境に配慮した低VOC対策商品

■取っ手は抗菌処理

収納イメージ

TANTO エリア
【TANTO】・・・イタリア語で「たくさんの」の意味

※網かご・スリッパ収納はオプションです。ご提案のプランには含まれていない場合があります。

件名 １階 玄関 ZGFFUD提案Ｎｏ

玄関収納コンポリア ＬｉｖｉＥシリーズ エクセルダーク

みやま市企画住宅「箱」スタイル



印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

ご提案色柄

踏み板 側板・幅木 蹴込み板

手すり

オープン・連続手すりのタイプは、
お見積書でご確認ください。

ご提案色柄ＮＥＷストロングバー

高強度の高比重ＬＶＬ丸
棒手すり。「すっきり」し
た仕上がりを実現します。

連続手すり 少ない金具で
すっきり仕上げ

エクセル
ホワイト

特徴２特徴１

耐久性に配慮した防滑仕様の特殊樹脂化
粧シートを採用しています。

踏み板端部は、万一足が当たっても怪我を
しにくいＲ面取り加工を施しています。

件名 １～２階 階段 ZGFFUD提案Ｎｏ

システム階段 スタンダードタイプ エクセルホワイト ほたるライト無

みやま市企画住宅「箱」スタイル

エクセルホワイト エクセルホワイト エクセルホワイト

安心設計とデザインにこだわった、
リビエのシステム階段。
ドアや床とのコーディネイトが
豊富なバリエーションでさらに自由に。



左側面図 平面図

蹴上げ
210.0mm

踏板厚
36mm

鼻の出
20mm

踏 面
250mm

図面はイメージです。詳細は施工業者様にご確認ください。

システム階段 図面

件名 １～２階 階段 ZGFFUD提案Ｎｏ

システム階段 スタンダードタイプ エクセルホワイト ほたるライト無

みやま市企画住宅「箱」スタイル

立面図
描画方向



ＣＯＣＯ２２削減削減

ＣＯ２の排出量を抑えてお湯を沸かせる。

エコキュートは電気を使って、大気中の
熱を集め、効率よくお湯を沸かす給湯
機です。たっぷりのお湯を使いながら、
ＣＯ２の排出量を大幅に削減することが
できます。

省エネ省エネ

少ないエネルギーでたっぷりお湯が使える。

高効率のヒートポンプ方式でお湯を沸
かすため、同じ電気エネルギーでもお
湯を沸かす効率は約３倍。だからエネ
ルギーは少なくても、お湯はたっぷり使
えるのです。

電気代がお得電気代がお得

高効率＆夜間電力で電気代がオトク。

大気の熱を効率よく利用してお湯を沸
かすため、電気代が少なくてすみます。
しかも割安な夜間電力を使うため、給
湯コストを大幅に削減できます。

件名 ZGFFUD提案Ｎｏ

エコキュート フルオート（ＳＤ） ３７０Ｌ 屋外設置用

みやま市企画住宅「箱」スタイル

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

できることを今から。できることを今から。

『『エコキュートエコキュート』』でエコライフ。でエコライフ。

地球の温暖化を少しでも、地球の温暖化を少しでも、

やわらげるために。やわらげるために。

お湯はりから足し湯まで、全自動でコントロール。お湯はりから足し湯まで、全自動でコントロール。

リモコンはコミュニケーションリモコン、ボイスリモコンのどちらかを必ずお選びください。

お湯はりからお湯はりから
たし湯まで全自動でたし湯まで全自動で

コントロールコントロール ※１：１００Ｌ～５００Ｌ（２０Ｌ刻み）の湯量設定ができます。
※２：水・36℃～48℃の１℃刻みで湯温設定ができます。

高温たし湯
たし湯スイッチ３秒
押しで高温をたし
湯できます。

脚部化粧カバーは別売品です。

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

当社独自の技術で、高効率を実現当社独自の技術で、高効率を実現。。

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

高性能２枚翼斜流ファン

高温部の水管の伝
熱性能アップ

まさかに備えてまさかに備えて｢｢非常用取水栓」を非常用取水栓」を
標準装備標準装備。。

非常時にはタンク内の水を生活用水として
使用できます。
※飲用はさけて下さい。

高性能真空断熱材
Ｕ‐Ｖａｃｕａ（Ｖｅｒ．Ⅳ）
をタンクに巻くことで
保温性能アップ。

「 エ コ キ ュ ー ト 」 は 空 気 の 熱 を 利 用 し て 、 効 率 よ く お 湯 を 沸 か し ま す 。「 エ コ キ ュ ー ト 」 は 空 気 の 熱 を 利 用 し て 、 効 率 よ く お 湯 を 沸 か し ま す 。
地 球 温 暖 化 の 原 因地 球 温 暖 化 の 原 因 Ｃ ＯＣ Ｏ ２２ 排 出 を 大 幅 に 減 ら す 給 湯 シ ス テ ム で す 。排 出 を 大 幅 に 減 ら す 給 湯 シ ス テ ム で す 。

使用開始から7日間は「おすすめモードは学習中です」の画面表示がでます。
メニューの沸き上げ設定から沸き上げモードが変更できます。

リモコンでおすすめモードをお知らせリモコンでおすすめモードをお知らせ
日々の使用湯量を学習し、ご家庭に日々の使用湯量を学習し、ご家庭に最適な沸き上げ最適な沸き上げモードをモードを
台所リモコン台所リモコンの「お知らせ」スイッチの「お知らせ」スイッチででアドバイスアドバイス。。

おまかせ節約

おまかせ

■実際に使ったお湯の量を学習し、最適な量を
自動で沸かします。

■「おまかせ節約」ではお湯が足りない場合、
多めに最適な量を自動で沸かします。

「お知らせ」スイッチ

貯湯ユニットの外装に汚れが付きにくく、水滴が
できにくい親水性素材を採用。お手入れも簡単に
なりました。

雨筋汚れを軽減雨筋汚れを軽減、、住宅の美観を保ちます。住宅の美観を保ちます。

ボイスリモコン マルチリモコンセット（台所用＋浴室用）

屋外設置用

（３ー５人）

３７０Ｌお湯はり時間がスピーディお湯はり時間がスピーディ

追い炊きもスピーディ追い炊きもスピーディ
タンクのお湯の熱を上手に使って、高効率追い炊き
熱交換機でふろ追い炊きをスピーディにします。

１Ｆの場合
お湯はり時間

約13分

浴そうに１８０Lお湯はりする場合。５ｍ曲がり１５A配管



印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。特注品は標準タイプの画像です。別途、図面にてご確認ください。

coordinate
こだわりのインテリアをカタチに。住まいのことなら、パナソニックです。

■低ホルムアルデヒド仕様

■室内環境に配慮した低VOC対策商品

■取っ手は抗菌処理

環 境 と 人 に や さ し い

件名 ZGFFUD提案Ｎｏ

内装／収納

みやま市企画住宅「箱」スタイル

内装ドア

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

アウトセット引戸
エクセルダーク柄

１階
ホール～リビング

１階
トイレ

１階
リビング～洗面・脱衣室

１階
キッチン～洗面・脱衣室

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

片開きドア
エクセルダーク柄

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

片開きドア
エクセルダーク柄

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

Ｙ戸車引戸(片引き)
エクセルダーク柄

レセンテ

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

片開きドア
エクセルダーク柄

２階
納戸

２階
主寝室

２階
洋室１

２階
洋室２

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

片開きドア
エクセルダーク柄

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

片開きドア
エクセルダーク柄

インタルシオモデルノ
ＬＡ型

片開きドア
エクセルダーク柄

LiviEシリーズ折れ戸
フラットタイプ

エクセルダーク

１階
キッチン・ダイニング／収納

２階
主寝室／収納

２階
主寝室／クローゼット

LiviEシリーズ折れ戸
フラットタイプ

エクセルダーク

LiviEシリーズ折れ戸
フラットタイプ

エクセルダーク

※建具について、特注の場合でも画像は標準品です。また、本体デザインのご確認用ですので、枠・間口はご提案の内容と異なる場合があります。

木質床材

ＥフロアーＡ
１坪入り２本溝

エクセルホワイト

１階
全体床材

２階
全体床材

ＥフロアーＡ
１坪入り２本溝

エクセルホワイト

※建具について、特注の場合でも画像は標準品です。また、本体デザインのご確認用ですので、枠・間口はご提案の内容と異なる場合があります。

空気環境に影響する建材・設備について、
低ＶＯＣ対策を進めています。

厚生労働省の指針対象物質に関して、パナソニック電工では、
ホルムアルデヒドのＦ☆☆☆☆化をはじめ、対象物質について、
原材料への不使用や放散量の削減を進めています。

内装ドア

造作部材

床材・壁材・天井材

未利用区間活用商品

収納設備


