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ハウセット住宅販売 ２０１７０７１４

※イメージ写真です。

パナソニック キッチン Living Station V-style Ⅰ型２４００mmプラン

お料理もお掃除もテキパキはかどるシンプルキッチン

加熱機器

●ガスコンロ（片面焼きグリル付）
＊外観：シルバー色／W600mm
＊トッププレート色：グレー色
＊ホーロートップ［LESG32N1N］

調理油過熱防止装置 立消え安全装置

レンジフード

カウンター高さ

900mm

850mm

800mm

●カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの
高さが選べます。自分に合った高さなら、
疲れやすさも違います。

カウンター

３５５ｍｍ※

●ソフトクローズ機構スライドレール
※シンク下のみ３０５ｍｍになります。

たっぷり入って、出し入れスマート。

フロアユニット

●コンロ横小引出し
●コンロ下スライド

●シンク下スライド
・包丁差し付

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

●食器洗い乾燥機

フロアユニットの取っ手ラインと調和する、
スタイリッシュな「スリムデザイン」に。
＊深型／シルバー色
［LES45RD7SD］

フロアユニットは４種類の取っ手からお選びいただけます。

ハンドル
（ＨＤＡ）

ハンドル
（ＨＡＡ）

ハンドル
（ＨＣＥ）

アルミライン
（ＬＣＡ）

アルベロブラック アルベロホワイト

ブラウン ネイビー ファインレッド オレンジ オリーブグリーン ビューティホワイトベージュ

ペイントウッド柄 ヴィンテージ
メタル柄

VＬ20 シリーズ

VＰ20 シリーズ VＴ20 シリーズ VＨ20 シリーズ

ソフトウォール
ナット柄

ソフトチェリー柄 ソフトオーク柄 ホワイトアッシュ柄

●人造大理石カウンター
自然な質感と高級感が魅力の人造大理石
カウンター。 ＊ノンドリップ形状

サンドホワイト サンドグレー サンドベージュ

ヘッド引出し寸法：約30ｃｍ

〈カチット水栓〉
お湯の使用や流量を「カチッ」とお知らせ。
お湯のムダづかいを抑えます。

カチット水栓

お湯を出すときの
「カチッ」

出しすぎを防ぐ
「カチッ」

●浄水器一体型シャワー混合水栓
（カチット水栓）
ヘッドの先端を回すと、簡単に浄水／
原水／シャワーの切り替えが出きます。
[ＬＥKM6001EPC]

自動で油を吹き飛ばす
「油トルネード機能」で、
ファンのお手入れは
10年に１回相当。

「ラクウォッシュプレート」のお手入れは
１年に１回。食器洗い乾燥機におまかせ。

「ラクウォッシュプレート」

●ほっとくリーンフード （シロッコファン）
幅７５０ｍｍ【シルバー色】
リモコン対応（リモコン別売） 常時換気機能付 フィルターレス
ほうっておいてもキレイにお掃除。全自動おそうじファン付。
お手入れは、ラクウォッシュプレート年１回、ファンは１０年に１回相当。

照明付

〈LEＳ08ＢＨＷＺ2Ｍ〉

作業に合わせて移動できる洗剤ラック（標準装備）。

普段は正面に。左右どちらのサイドにも設置できます。

アミカゴは
ゴミが集まりやすく、
捨てやすい形状です。

目皿も取り外して
洗えます。

使い方に合わせて、
端から端まで動かせる
スラくるネット付。

インテリアにあわせて色を選べる「人造大理石シンク」。
洗剤ラックが自由に動かせ、作業範囲が広がります。

選べる６カラー

ブラウン グリーン

ピンク グラーノホワイト

グレー

パ－プル

●スキマレスシンク ムーブラックタイプ
汚れが溜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、サッとひとふきでキレイが保てます。

＊洗剤ラック・排水プレート付

＊人造大理石カウンター専用シンク

※1. ファンは10年に1回、ラクウォッ
シュプレートは1年1回のお手入れが
必要です。使用状況によりお手入れ
頻度は変わります。

１０年間ファンの
おそうじ不要！

※1

インテリアカウンター 耐水集成タイプ

●B型

［PTE2CBR39□□］

ソフトウォー
ルナット柄

ウォール
ナット柄

オーク柄

ホワイト
オーク柄

チェリー柄

しっくい
ホワイト柄

ホワイト
アッシュ柄

メープル柄

ソフト
チェリー

ソフト
オーク柄



ハウセット住宅販売 ２０１７０７１４

お料理もお掃除もテキパキはかどるシンプルキッチン

パナソニック キッチン Living Station V-style カップボード

※イメージ写真のため、実際の仕様と異なる場合がございます。

フロアユニット ウォールユニット

〈カウンタープラン幅1800mm ご提案プランイメージ〉

●ガラス扉（透明ガラス）

＊幅９００×高さ８４０mm

＊可動棚板３枚

●１段引出し付開き

＊幅９００mm

＊カウンター高さ８５０用

＊可動棚板１枚

カウンター

●人造大理石カウンター
自然な質感と高級感が魅力の人造大理石
カウンター。 ＊ノンドリップ形状

サンドホワイト サンドグレー

フロアユニットは４種類の
取っ手からお選びいただけます。

ハンドル
（ＨＤＡ）

ハンドル
（ＨＡＡ）

ハンドル
（ＨＣＥ）

アルミライン
（ＬＣＡ）

アルベロブラック アルベロホワイト

ブラウン ネイビー ファインレッド オレンジ オリーブグリーン ビューティホワイトベージュ

ペイントウッド柄 ヴィンテージ
メタル柄

VＬ20 シリーズ

VＰ20 シリーズ VＴ20 シリーズ VＨ20 シリーズ

ソフトウォール
ナット柄

ソフトチェリー柄 ソフトオーク柄 ホワイトアッシュ柄

サンドベージュ

●パネル扉

＊幅９００×高さ８４０mm

＊可動棚板３枚

フロアユニット ウォールユニット

●１段引出し付開き

＊幅９００mm

＊カウンター高さ８５０用

＊可動棚板１枚

●パネル扉

＊幅９００×高さ８４０／７００mm

＊可動棚板３枚（高さ700は１枚）

ミドルユニット

●ガラス扉（透明ガラス）

＊幅４５０×高さ８４０mm

＊可動棚板３枚

フロアユニット ウォールユニット

●１段引出し付開き

＊幅９００／４５０mm

＊カウンター高さ８５０用

＊可動棚板１枚

●パネル扉

＊幅４５０×高さ７００mm

＊幅９００／４５０×高さ８４０mm

＊可動棚板３枚（高さ700は１枚）

ミドルユニット

〈トールW（900）カウンタープラン幅1800mm ご提案プランイメージ〉 〈トール（W450）カウンタープラン幅1800mm ご提案プランイメージ〉

扉

柄

※イメージ写真のため、実際の仕様と異なる場合がございます。 ※イメージ写真のため、実際の仕様と異なる場合がございます。



ハウセット住宅販売 ２０１７０７１４

パナソニック バスルーム FZ １６１６ 〈フラット天井／壁H２１５０ｍｍ〉

快適空間のためにこだわり抜いたバスルーム。

エトセトラ

●組みフタ

風呂フタフック（ﾎﾜｲﾄ）

●フリーサイズ窓枠

ホワイト

※イメージ写真です。

ド ア

●２枚折りドア
＊スチロール面材（半透明）

＊ホワイト

ミラー

●スリムミラー

スライドバー

●シャワースライドバー
＊メタル

モザイク硝子ブルー柄
＋パラレルホワイト柄

アンティークブラック柄
＋パラレルホワイト柄

ドラマホワイト柄
＋パラレルホワイト柄

壁 柄 （Ｃグレード）

ウォールナット柄
＋グレイスホワイト柄

モザイク硝子ブラウン柄
＋パラレルホワイト柄

アンティークブラウン柄
＋パラレルホワイト柄

サニーベージュ柄
＋パラレルホワイト柄

チェリー柄
＋グレイスホワイト柄

クレマストーン柄
＋グレイスホワイト柄

メープル柄
＋グレイスホワイト柄

ミディアムグレー※

床（スミピカフロア）

ミディアムベージュミディアムホワイト

※ミディアムグレーなど濃色系の床は地域による水質の違いにより
水アカが目立ちやすくなる場合があります。

ささっとキレイ排水口

排水口のお掃除を簡単に、
美しく清潔に保ちます。

フッ素系特殊コーティング

ポップアップ排水栓

アーチ浴槽
肩までしっかりお湯につかって、
足を伸ばしやすい浴槽です。

エスライン浴槽
足もと側のベンチで、半身浴や
親子での入浴も楽しめます。 アーチ浴槽 エスライン浴槽

ＦＲＰ浴槽

ペールグリーン ナチュラルピュアホワイト ローズ

ミディアムグレー ミディアムベージュピュアホワイト

エプロン

収納棚

●ライトシェルフ
＊３段

カウンター

●ウェーブカウンター

＊ピュアホワイト ＊ベージュ ＊ライトブラック

洗い場側水栓

●スタンダード水栓
＊メタルハンドル

シャワーヘッド

●メタル
シャワーヘッド

＊シルバーホース

●サークルLED照明

＊電球色・１灯

●オートルーバー
暖房換気乾燥機

＊１００Ｖ
＊物干しバー付（１本）

●タオル掛けＡ

＊ホワイト

ダークマーブル柄
＋パラレルホワイト柄

ベージュランダムライン柄
＋グレイスホワイト柄

ブラックランダムライン柄
＋グレイスホワイト柄

グレーランダムライン柄
＋グレイスホワイト柄

＊ホワイト

＊ブラック ＊ブラックカバー＊ホワイトカバー ＊握りバーとしてはご使用いただけません。

スミピカフロア

コーナー部分に目地がないので
床のスミまでラクにふけます。

スポンジを滑らせやすい
同一方向のグリッドパターン。

床のスミに目地が
ないので、汚れが
落としやすい。

スミピカフロアは、床の端が立ち上がってい
るから、防水性に優れています。さらに汚れ
がたまりにくいので、キレイが続きます。

●I型握りバー
＊L600ｍｍ

ホワイト

※イメージ。



ハウセット住宅販売 ２０１７０７１４

洗面ドレッシング CＬｉｎｅ Ｗ７５０mm＋サイド３００mm 〈新スタンダードD５３０タイプ〉

暮らしや空間にフィットするシーライン。

水 栓

吸水コーティング
のくもりにくい加工済み。
お風呂上りも、
くもりにくい。

消し忘れの心配なし電気代はゼロ

ヒーターを使わないから、

（センターミラー部のみ）

本体キャビネット

●引出しタイプ

従
来
品

カウンター

ミラー

●Ｗ７５０ｍｍ （容量：１２L／洗面ボル深さ：１６５ｍｍ）
使い勝手とお手入れのしやすさにすみずみまでこだわったカウンター。

濡れた物を置く場所として、
ウェットエリアをご用意。

ポップアップ式排水栓
（ヘアキャッチャー付）

●新ＬＥＤ照明３面鏡

すっきり家電収納
家電も小物も、
大小さまざまな物も、
いつも片付いた洗面室に。

片付けにくい“大き目の家電”もすっきり収納できます。

※写真は『新ＬＥＤ照明３面鏡タイプ』幅900ｍｍの収納例です。

＊可変トレイ ５個／クレンジングトレイ １個付
＊コンセント ３個（うち収納内２個）合計１４００Wまで。

Ｄ５３０mm

ピンク（鏡面）ホワイト（鏡面）

● 扉柄タイプＡ

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

スモークオーク柄

引出しがドア枠に
当たらない構造を採用

引出しを出してもドア枠にあたら
ないよう、引出しを１３ｍｍ回避
しています。

●ミドルパネル
ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。

３度傾斜設計

● マルチシングルレバーシャワー水栓

水栓まわりを３度傾斜設計に。お掃除に配慮。

水栓は引き出せます。

３°

サイドキャビネット

● 幅300mm上下棚

天袋

● 本体用天袋
幅750mm

● サイド用天袋
幅300mm

※イメージ写真です。



ハウセット住宅販売 ２０１７０７１４

アラウーノ手洗い 【埋め込みタイプ】

便器水位の上下調節
ボタンひとつで水位が下がり、
輪じみのお掃除が簡単です。

オート洗浄
立ち上がって約１０秒後、
自動で洗浄します。

節電
長時間使用しない場合、
８時間切タイマーで節電できます。

暖房便座
座った時の冷たさを緩和。
寒い季節も快適です。

ホワイト

さらに保温切タイマーを搭載。細かい時間設定（4・6・8時間）
が可能となり、消費電力を削減し、電気代のムダが省けます。

直径約５ｍｍのミリバブルで大きな汚れを
強力に洗浄。次に直径約６０μｍの微細な
マイクロバブルで小さな汚れも除去します。

エコモードなら、
便器や温水の待機電力を削減します。

トイレを流すたび２種類の泡で、
しっかり洗います。

うずまき状の水流により、少ない水量（5.7L/
大洗浄時の場合）で汚れを一気に流します。

洗剤補充もカンタン！

ハネガード（手動）
泡のクッションをつくり、
「トビハネヨゴレ」をおさえる。

フチにあたっても タレガード
フチの立ち上がりが
外に垂れるのをおさえる。

座ってしたいときは モレガード
「便器」と「便座」の巧みな合わせ技で
漏れ出すのをおさえる。

泡のクッション

高さ３ｍｍの
フチが防ぐ

①当たっても
便器内に
流れ落ちる

②さらに
乗り越えてもせき止める

激落ちバブル スパイラル水流 有機ガラス系新素材

水アカ汚れをしっかりとはじきます。
素材そのものが汚れをはじくから、おそうじラクラク。

エコ設定

少ない水量 で
パワフルに流します。

※

※流動時動水圧0.098MPa｛1.0kg/㎝2｝の場合。
その他当社基準に基づき測定。

洗剤タンクを
外さずに、
直接注入が可能。

停電時にも
しっかり対応

停電の際も、手動で
ハンドルを回すことで
排水が可能です。

トリプル汚れガード

お掃除しやすい工夫がたっぷり ターントラップ洗浄方式 リモコン

スキマレス設計
汚れがたまるスキマをなくしました。

完全一体成型なので、汚れがたまりやすい
便座と便器のスキマがなく、おそうじラクラク。

外側のスキマはわずか
5mm。汚れても一気に
ふき取れます。

これまで手が届きにくかったフチ裏。
そのフチ裏そのものをなくした形状
なので、さっとひとふきで完了です。

ひと拭き形状
気になるフチ裏もひと拭きでキレイに。

普段は排水路が上を向き、便器内に水
をためていますが、洗浄時は排水路が
下向きに回転し、汚物を排水。

ターントラップ方式とは・・・

ターントラップ方式

子育て中のご家庭でも
安心。チャイルドロック
機能搭載。

カラー

ビデ洗浄 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｲﾝｸﾞ／ﾘｽﾞﾑ洗浄 その他機能

気泡を含んだ温水が揺れ
ながらしっかり洗います。

２つの出口からお湯がスイング。
適度に刺激を与えます。

旋回した水流が、心地
よく洗います。

[スキマレス排水口]
排水口まわりの出っ張りがなく、
汚れがたまりにくい形状で、お
掃除が簡単です。

水アカがつきにくい、有機ガラス系新素材。 水温や水質によってはピンク色
などの色の付いた汚れが発生
する場合があります。

注）写真は実験用に人工の水ア
カを強制的に付着させたものです。〈スポンジで10往復させた結果〉

ぬめりや黒ずみの原因となる水アカが付着しにくい
新素材を、手洗いボールに使用。汚れても、サッとひ
とふきで簡単に落とすことができます。

アラウーノと同じように水アカがつきにくく、排水口まで一体成形でおそうじラクラク。

下部収納付で扉柄が選べます。

手洗いボールに、水アカがつきにくい有機ガラス系新素材を採用。

手動単水栓

水栓金具

●アラウーノ向けアクセサリー

ペーパーホルダー

アクセサリー手洗いボール

※イメージ写真です。 ※イメージ写真です。

※イメージ写真です。

※イメージ写真です。実際とは異なります

※イメージ写真です。
実際とは異なります。

◎図は着座時（着座したときは便座が通常より５mm下がります）
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

おしり洗浄（気泡入りスイングシャワー）

全自動おそうじトイレ アラウーノＳⅡ ＋ アラウーノ手洗い

■スモークオーク柄 ■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

●埋め込みタイプ

〔収納の目安〕
・掃除用洗剤・・・・2本
・消臭スプレー・・・1本
・掃除用ブラシ・・・1本

排水口

カラーバリエーション

タオルリング

シンプルさが人気のアラウーノSⅡ。激落ちバブルとスパイラル水流でお掃除してくれます。




