Park Court MINAMIAZABU
EQUIPMENT

26A,26B,30A,30B

1 9 0 4 17

日 常 を 心 地 よく彩 る 、美しさと 機 能 性 に 配 慮した 設 備・仕 様 。

KITCHEN

POWDER ROOM

引き出しが静かに閉まる
「ブルモーション」
ユリアス・ブルム社が開発したシ
ステム。収納をスムーズに引き出
せ、
またしまうときに強く押しても
途中でゆっくり閉まる安全に配
慮した機能です。

スライ
ド収納

人工大理石カウンター

洗面ボウル

（ブルモーション採用）

シングルレバー混合水栓
（KVK社製）

収納力とデザイン性を兼ね備えたスラ
イド式収納スペース。

インテリア性が高く、汚れが付きにくい
人工大理石を採用しています。

汚れがつきにくくお手入れもしやすい
陶器製。置き型タイプなのでカウンター
下の収納空間を確保できます。

キャビネット付一面鏡

鏡裏収納

ティッシュボックススペース

ヘルスメータースペース

化粧小物などを収納できるキャビネッ
ト付きの一面鏡です。

鏡裏には洗面用具やメイク道具を整
理できる収納を設けました。

ティッシュがボックスごと収まるスペー
スを採用。
カウンター周りをすっきりさ
せます。

ヘルスメーターをスマートに収 納 、ス
ムーズに取り出せる足元スペース。

美しく、お手入れしやすい
人工大理石「モデスト」

泡を含んだ泡沫吐水で水ハネが気に
なりません。吐水ヘッドが吐水口から
引き出せて便利です。

人工大理石は天然素材と違い、水や調
味料、汚れが染み込みにくく、水アカなど

人工大理石カウンター

もつきにくい素材です。毎日のお手入れ

静音シンク
（人工大理石プレート付き）

浄水器一体型シャワー水栓
（タカギ社製）

は水拭きまたはキッチンクリーナーなどを
浸した布で拭くだけでキレイになります。

カウンターには傷が付きにくく、お手入れしやす

裏側に振動を軽減する素材を装着した水はね

引出し式のシャワーヘッドでシンクのお手入れに

い人工大理石を採用。

音の小さい静音シンク。

も便利です。
※カートリッジの交換は有償です。

※ヘルスメーターのサイズにより収納できない場合
がございます。

BATH ROOM

キッチンを華やかに彩る
「ホーローキッチンパネル」
美しく、
お手入れのしやすさはもちろん、
マ
グネット小物などで使い方がますます広が

ホーローキッチンパネル

パールクリスタルトップガスコンロ

整流板付レンジフード

ります。
フックや小物入れ、調理タイマー
など便利なアイテムを組み合わせて、
キッ
チンにアクセントを加えることができます。

キッチンパネルには、汚れが付きにくく落としやす

お手入れのしやすいパールクリスタルトップコン

排気効率を高める整流板付。デザインも美しく、

いホーローを採用。

ロを採用。

お手入れも簡単です。

くつろぎと心地よい
やすらぎを追求した
システムバスルーム
一日の 疲れを癒す場 所 。のん
びりと一 人の時 間を過ごす場
所。すべての人の毎日を豊かに
する場所になるようなバスルー
ムを追求しています。

ラウンド浴槽

ハイクオリティパネル

カラリ床

上部を広くとった、ゆったりと入浴でき
るラウンド形状の浴槽です。

カビや汚れに対して耐久性が増すよ
うに加工することで、お手入れがラク
になります。

水はけがスムーズで滑りにくい床 材 。 ワンタッチで浴槽の水を排水できる便
利な排水栓を設置しました。
水たまりを抑えることで、汚れが残りに
くく清潔に保てます。

※浴槽内ステップは付いておりません。

ワンプッシュ排水栓

スッキリ
ドア
キッチン吊戸棚
（ブルモーション・耐震ラッチ採用）

スライド収納

スパイスラック

包丁差し

（ブルモーション採用）

キッチンの使い勝手を高める吊戸棚。食器やよく

キッチン下部に設けた収納スペース。扉が閉ま

調味料などが取り出しやすくキッチンスペースを

安全性を考慮した、チャイルドロック機能付きの

使う調理器具の収納に便利です。

る直前から静かにゆっくりと閉まるブルモーション

有効に使うことができます。

包丁刺しです。

機能付です。

※写真は3段スライド収納です。

※チャイルドロック機能付

スマート水栓

ワンダービート
クリックシャワー

一体感あるシンプルなフォルムを採用
し、使いやすさも追求した水栓です。

節水性と機能性を備えたシャワーヘッド。
旋回水流による強い刺激で、心地よさを
感じることができます。

ゴムパッキンや
ドア 下 換 気 口
のない、掃除の
しやすい浴室ド
アです。
※ドア外側にタオル
掛けが付きます。

らくポイヘアキャッチャー

ランドリーパイプ

髪の毛が絡みにくい構造で、毎日のお
掃除の負担を軽減します。

雨天時や夜間など、室内で衣類を乾
燥させる際に便利なランドリーパイプ。

スティックリモコン

セフィオンテクト手洗いボウル

シンプルでスタイリッシュなデザインを採
用しつつ、操作性にもこだわったリモコ
ンです。

機能的かつ洗練されたスリムタイプの
セフィオンテクト製手洗いボウルを採用。

L AVA T O R Y

お掃除のしやすさと
耐久性に配慮

ワイヤーシェルフ
金属の輝きと質感がバスルームをより洗
練された空間へと演出します。

従来の素材に特殊なガラス層を
焼き付け、表面をナノレベルでな
めらかに仕上げるTOTO独自の
技術。汚れが付きにくく、傷にも
強い耐久性が魅力です。

ウォシュレット一体型トイレ
（GG-J1）
汚れが付きにくいセフィオンテクトを採
用した、小水量で十分な洗浄力を発
揮する節水トイレです。

※掲載の写真は、各設備メーカーのカタログより抜粋した参考写真です。生産状況、設計変更などにより、設備・仕様につきましては変更となる場合がございます。※面材等の色、素材、形状、その他仕上げは住戸によって異なります。
※詳しくは係員にお問い合わせください。※家具・調度品・照明等は販売価格に含まれておりません。

Park Court MINAMIAZABU
EQUIPMENT

37A,37B,40A,40B
57A,57B,65A,S-57A,S-57B,S-60A

190401

快 適 と 、上 質 の 追 求 ̶ 洗 練され た日 常 を 叶 える 設 備・仕 様 。

KITCHEN

POWDER ROOM

世界中で愛されるブランド
「グローエ」
1936年ドイツ創業の水まわり製
品のリーディングカンパニー。人
間工学に基づいた使いやすい
フォルム、
スタイリッシュなデザイ
ンから広く愛用されています。

便利な機能を厳選し、
快適性を追求したモデル

天板と前面パネルはお手入れも簡単で
す。
ワイドグリルや、嬉しいオート調理機能
も付いています。

シングルレバー混合水栓

陶器スクエアボウル

（グローエ社製）
美しいパウダールームにフィットするグ
ローエ社製シングルレバー混合水栓。

スタイリッシュでシャープな意匠のスク
エア型の洗面ボウル。

フィオレストーンカウンター

三面鏡

三面鏡裏収納

インテリア性が高く、汚れが付きにくい
フィオレストーンを採用しています。

メイクや身だしなみのチェックなどに快
適な三面鏡を採用しました。

ユリアス・ブルム社が開発したシ
ステム。収納をスムーズに引き出
せ、
またしまうときに強く押しても
途中でゆっくり閉まる安全に配
慮した機能です。

スライ
ド収納
（ブルモーション採用）
収納力とデザイン性を兼ね備えたスラ
イド式収納スペース。

世界中で愛されるブランド
「グローエ」

日々のお料理で便利な機能を厳選し、快
適性を追求したガスコンロです。
フラットな

引き出しが静かに閉まる
「ブルモーション」

1936年ドイツ創業の水まわり製品のリー

三口ガラストップコンロ
BEIZ（ベイズ／リンナイ社製）

ディングカンパニー。人間工学に基づい
た使いやすいフォルム、
スタイリッシュなデ

浄水器一体型シャワー水栓
（グローエ社製）
（ 浄水器：クリンスイ社製）

ザインから広く愛用されています。

オート調理機能などを備えた快適なガラストップ

引出し式のシャワーヘッドでシンクのお手入れに

コンロ
「ベイズ」
を採用。

も便利です。
※カートリッジの交換は有償です。

コスメ類やスキンケア用品などをすっ
きりと収納できる三面鏡裏収納。

ティッシュボックススペース

ヘルスメータースペース

ティッシュがボックスごと収まるスペー
スを採用。
カウンター周りをすっきりさ
せます。

ヘルスメーターをスマートに収 納 、ス
ムーズに取り出せる足元スペース。
※ヘルスメーターのサイズにより収納できない場合
がございます。

BATH ROOM

食器洗浄乾燥機

ディスポーザー

静音シンク（65A,S - 60Aタイプ）

（パナソニック社製）

静音シンク（37A,37B,40A,40B,
57A,57B,S -57A,S -57Bタイプ）

快適なキッチンワークをサポートするビルトイン型

ゴミ出しの手間を軽減する環境にも優しいディ

裏側に振動を軽減する素材を装着した水はね

裏側に振動を軽減する素材を装着した水はね

食器洗浄乾燥機。

スポーザー。

音の小さい静音タイプです。

音の小さい静音タイプです。

※生ゴミの種類によって処理できない場合がございます。

キッチン不燃化粧パネル

整流板付レンジフード

※水栓の位置、
シンク形状等はタイプによって異なります。
※水切りプレート、調理プレートが標準装備。

フィオレストーンカウンター

※水栓の位置、
シンク形状等はタイプによって異なります。

断熱ふろふた
材質：発泡ウレタン

くつろぎと心地よい
やすらぎを追求した
システムバスルーム
一日の疲れを癒す場所。のんびりと
一人の時間を過ごす場所。家族で
ゆっくりふれあう場所。すべての人
の毎日を豊かにする場所になるよう
なバスルームを追求しています。

浴槽
材質：FRP

ラウンド浴槽

ハイクオリティパネル

カラリ床

カビや汚れに対して耐久性が増すよ
うに加工することで、お手入れがラク
になります。

水はけがスムーズで滑りにくい床 材 。
水たまりを抑えることで、汚れが残りに
くく清潔に保てます。

ワンプッシュ排水栓

らくポイヘアキャッチャー

（魔法びん浴槽）
ゆったりと入浴できるラウンド形状の浴
槽です。浴 槽を断 熱 材で覆っている
ので追焚きの必要がありません。

浴槽断熱材
材質：発泡スチロール

□概念図

キッチン吊戸棚
（ブルモーション・耐震ラッチ採用）

キッチンパネルには、汚れが付きにくく落としやす

お手入れがしやすく、
スタイリッシュなデザインで

カウンターには傷が付きにくく、お手入れしやす

キッチンの使い勝手を高める吊戸棚。食器やよく

い不燃化粧板を採用。

キッチンに馴染みます。

いフィオレストーンを採用。

使う調理器具の収納に便利です。
※37A,37B,40A,40B,65Aタイプに設置。

スマート水栓

ワンダービート
クリックシャワー

一体感あるシンプルなフォルムを採用
し、使いやすさも追求した水栓です。

節水性と機能性を備えたシャワーヘッド。 ゴムパッキンやドア下 換 気 口のない、 ワンタッチで浴槽の水を排水できる便
旋回水流による強い刺激で、心地よさを
掃除のしやすい浴室ドアです。
利な排水栓を設置しました。
※ドア外側にタオル掛けが付きます。
感じることができます。

スッキリ
ドア

髪の毛が絡みにくい構造で、毎日のお
掃除の負担を軽減します。

L AVA T O R Y

お掃除のしやすさと
耐久性に配慮

スライド収納

包丁差し

スパイスラック

（ブルモーション採用）
キッチン下部に設けた収納スペース。扉が閉ま

スペースを有効活用した包丁差し。スムーズに

調味料などが取り出しやすくキッチンスペースを

る直前から静かにゆっくりと閉まるブルモーション

包丁を取り出せるので便利です。

有効に使うことができます。

機能付です。

※チャイルドロック機能付

※写真は3段スライド収納です。

ワイヤーシェルフ
金属の輝きと質感がバスルームをより洗
練された空間へと演出します。

従来の素材に特殊なガラス層を
焼き付け、表面をナノレベルでな
めらかに仕上げるTOTO独自の
技術。汚れが付きにくく、傷にも
強い耐久性が魅力です。

ウォシュレット一体型トイレ

スティックリモコン

セフィオンテクト手洗いボウル

シンプルでスタイリッシュなデザインを採
用しつつ、操作性にもこだわったリモコ
ンです。

機能的かつ洗練されたスリムタイプの
セフィオンテクト製手洗いボウルを採用。

（NJ1）
汚れが付きにくいセフィオンテクトを採
用した、小水量で十分な洗浄力を発
揮する節水トイレです。

※掲載の写真は、各設備メーカーのカタログより抜粋した参考写真です。生産状況、設計変更などにより、設備・仕様につきましては変更となる場合がございます。※面材等の色、素材、形状、その他仕上げは住戸によって異なります。
※詳しくは係員にお問い合わせください。※家具・調度品・照明等は販売価格に含まれておりません。

Park Court MINAMIAZABU
EQUIPMENT

75A,S-75A,S-81A

190401

POWDER ROOM

格 調 高 い 暮らしを 彩 る 、美しさと 機 能 性 を 追 求した 設 備 。

KITCHEN

世界中で愛されるブランド
「グローエ」
1936年ドイツ創業の水まわり製
品のリーディングカンパニー。人
間工学に基づいた使いやすい
フォルム、
スタイリッシュなデザイ
ンから広く愛用されています。

DELICIA
優美なデザインと機能を
備えたハイエンドモデル

1 8 9 9 年 創 業 の 家 電 ブ ランド 。

デル「デリシア」。優美なデザインはもちろ

「ImmerBessar
（常により良いものを）
」
と

ん、火力の自動調整やオート調理機能と
いったテクノロジーも兼ね備え、毎日のお
料理を心地よくサポートします。

三口ガラストップコンロ
DELICIA（デリシア／リンナイ社製）
温調機能などを備えた快適なガラストップコンロ

いう理念のもと、
ビルトイン食器洗浄乾燥

洗面カウンターボウル

シングルレバー混合水栓
（ZUCCHETTI社製）

（グローエ社製）
シャープな意 匠のグローエ社 製ユー
ロキューブオーバーカウンター洗面ボ
ウル。

空 間にしっくりなじむよう、ソフトさと
シャープさを絶妙なバランスで組み合
わせた、
シングルレバー混合水栓。

シーザーストーンカウンター

三面鏡

三面鏡裏収納

インテリア性が高く、汚れが付きにくい
人造大理石を採用しています。

メイクや身だしなみのチェックなどに快
適な三面鏡を採用しました。

ドイツ発プレミアム
家電ブランド
「ミーレ」

リンナイのビルトインコンロのハイエンドモ

引き出しが静かに閉まる
「ブルモーション」
ユリアス・ブルム社が開発したシ
ステム。収納をスムーズに引き出
せ、
またしまうときに強く押しても
途中でゆっくり閉まる安全に配
慮した機能です。

スライ
ド収納
（ブルモーション採用）
収納力とデザイン性を兼ね備えたスラ
イド式収納スペース。

食器洗浄乾燥機（ミーレ社製）

機をはじめとした美しいデザインと機能性
を兼ね備えた品を世に放っています。

「デリシア」
を採用。

快適なキッチンワークをサポートするミーレ社製
食器洗浄乾燥機。
※75A、S-75Aタイプ：幅45㎝・S-81Aタイプ：幅60㎝

KWC

ティッシュボックススペース

コスメ類やスキンケア用品などをすっ
きりと収納できる三面鏡裏収納。

ティッシュがボックスごと収まるスペー
スを採用。
カウンター周りをすっきりさ
せます。

Franke Water Systems

組フタ保温材

※水栓

※浄水器

SOLEO
本物の上質を追求した
システムバスルーム

インを持つ水栓の数々を提供。それらは
世界30カ国以上に輸出されています。

キッチンをモダンに 演 出 するスイスメーカー

上 品な風 合いを醸し出 すシーザーストーンの

ゴミ出しの手間を軽減する環境にも優しいディ

KWC社製の水栓。端正なフォルムのクリンスイ

キッチン天板。

スポーザー。
※生ゴミの種類によって処理できない場合がございます。

※水栓・浄水器の位置、
シンク形状等はタイプによって異なります。
※カートリッジの交換は有償です。
スリム型 ※1

上質なリラクゼーションと快適さに
こだわった、LIXILのシステムバス
ルーム
「SOLEO」。お手入れのしや
すさやエコロジーに配慮した、理想
的なバスタイムを追求した空間です。

サーモバス
（ラウンドライン浴槽）

壁付サーモ水栓

浴槽保温材

社製浄水器も備えています。

サーモバスＳ

ディスポーザー

シングルレバーシャワー水栓（KWC社製）+ シーザーストーンカウンター
アンダーシンクタイプ浄水器（クリンスイ社製）

質に加え、
どの角度から見ても美しいデザ

※ヘルスメーターのサイズにより収納できない場合
がございます。

保温組フタ

社として設立。約120年に渡り、高い品

ヘルスメーターをスマートに収 納 、ス
ムーズに取り出せる足元スペース。

BATH ROOM

red dot賞を受賞した
実績を誇る
「KWC」
1874年、
スイスにオルゴールの製造会

ヘルスメータースペース

保温材とフタによる
「ダブル保温構造」
でお湯の冷めにくい浴槽。
なめらかで
洗練されたフォルムです。

（グローエ社製）

スイッチ付エコフル
多機能シャワー

一体感あるスクエアフォルムがアクセ
ントになるグローエ社製の水栓です。

少ない水量でも勢いのあるシャワーが
可能。
３パターンのシャワーが楽しめます。

ワンプッシュ排水栓

くるりんポイ排水口

メタルシェルフ・
メタルバスケット

浴 槽に設 置されたボタンを押すだけ
で排 水口が開き、残り湯が流れる仕
組みです。

排水口内にうずを発生させて毛髪や
ゴミを捨てやすくするお掃除の手軽な
排水口。

金属の輝きと重厚な質感がバスルーム
をより洗練された空間へと演出します。

□概念図

センターマントル型 ※2

キレイ
ドア
ハンドメイ
ド静音シンク

キッチン不燃化粧パネル

整流板付レンジフード
（スリム型 ※1 ）
（センターマントル型 ※2 ）

スライ
ド収納
（ブルモーション採用）

一つ一つ丁寧に仕上げたハンドメイドシンク。裏

キッチンパネルには、汚れが付きにくく落としやす

お手入れがしやすく、
スタイリッシュなデザインで

キッチン下部に設けた収納スペース。扉が閉ま

側に振動を軽減する素材を装着した水はね音

い不燃化粧板を採用。

キッチンに馴染みます。

る直前から静かにゆっくりと閉まるブルモーション

※1/S-81Aタイプ、
※2/75A,S-75Aタイプ

機能付です。

の小さい静音タイプです。

※写真は3段スライド収納です。

サーモタイル

パッキンレスの
フラット形 状 に
よりお手入れの
手 間 を 軽 減し
た浴室ドア。
※不透明フィルム貼り

冷たさを軽減する心地よい肌ざわりの
サーモタイルを採用しています。

L AVA T O R Y

美しいデザインと、
「キレイ」
な空間を

包丁差し

スパイスラック

スペースを有効活用した包丁差し。スムーズに

調味料などが取り出しやすくキッチンスペースを

包丁を取り出せるので便利です。

有効に使うことができます。

※チャイルドロック機能付

ひとつ上の「キレイ」へ をコン
セプトに、除菌機能やニオイを自
動で抑制する機能など、美しさ
のためのテクノロジーを搭載し
ています。

お掃除のしやすさと
耐久性に配慮

ネオレスト AH1

スティックリモコン

（ハイブリッドエコロジーシステム採用）
直 線 的な美しいフォルムで空 間と調
和するタンクレストイレ。
※オート開閉・オート便器洗浄対応

シンプルでスタイリッシュなデザインを採
用しつつ、操作性にもこだわったリモコ
ンです。

従来の素材に特殊なガラス層を
焼き付け、表面をナノレベルでな
めらかに仕上げるTOTO独自の
技術。汚れが付きにくく、傷にも
強い耐久性が魅力です。

セフィオンテクト手洗いボウル
機能的かつ洗練されたスリムタイプの
セフィオンテクト製手洗いボウルを採用。

※掲載の写真は、各設備メーカーのカタログより抜粋した参考写真です。生産状況、設計変更などにより、設備・仕様につきましては変更となる場合がございます。※面材等の色、素材、形状、その他仕上げは住戸によって異なります。
※詳しくは係員にお問い合わせください。※家具・調度品・照明等は販売価格に含まれておりません。

Park Court MINAMIAZABU
EQUIPMENT

E-92A,E-103A

190401

細 部 まで 洗 練され た 機 能 美 ̶ 上 質 なライフシーンを 彩 る 設 備 。

KITCHEN

POWDER ROOM

世界中で愛されるブランド
「グローエ」
1936年ドイツ創業の水まわり製
品のリーディングカンパニー。人
間工学に基づいた使いやすい
フォルム、
スタイリッシュなデザイ
ンから広く愛用されています。

DELICIA

デル「デリシア」。優美なデザインはもちろ
ん、火力の自動調整やオート調理機能と
いったテクノロジーも兼ね備え、毎日のお

三口ガラストップコンロ
DELICIA（デリシア／リンナイ社製）
温調機能などを備えた快適なガラストップコンロ

料理を心地よくサポートします。

「デリシア」
を採用。

ガスコンロ用電子コンベック
（自動調理機能採用）

洗面カウンターボウル

シングルレバー混合水栓
（ZUCCHETTI社製）

（グローエ社製）
シャープな意 匠のグローエ社 製ユー
ロキューブオーバーカウンター洗面ボ
ウル。

空 間にしっくりなじむよう、ソフトさと
シャープさを絶妙なバランスで組み合
わせた、
シングルレバー混合水栓。

シーザーストーンカウンター

三面鏡

三面鏡裏収納

インテリア性が高く、汚れが付きにくい
人造大理石を採用しています。

メイクや身だしなみのチェックなどに快
適な三面鏡を採用しました。

優美なデザインと機能を
備えたハイエンドモデル
リンナイのビルトインコンロのハイエンドモ

引き出しが静かに閉まる
「ブルモーション」
ユリアス・ブルム社が開発したシ
ステム。収納をスムーズに引き出
せ、
またしまうときに強く押しても
途中でゆっくり閉まる安全に配
慮した機能です。

整流板付レンジフード

お料理のバリエーションを広げるオーブン・レン

お手入れがしやすく、
スタイリッシュなデザインで
キッチンに馴染みます。

KWC

ティッシュボックススペース

コスメ類やスキンケア用品などをすっ
きりと収納できる三面鏡裏収納。

ヘルスメーターをスマートに収 納 、ス
ムーズに取り出せる足元スペース。

インを持つ水栓の数々を提供。それらは

1 8 9 9 年 創 業 の 家 電 ブ ランド 。

シングルレバーシャワー水栓（KWC社製）+
アンダーシンクタイプ浄水器（クリンスイ社製）

「ImmerBessar
（常により良いものを）
」
と

キッチンをモダンに 演 出 するスイスメーカー

世界30カ国以上に輸出されています。

食器洗浄乾燥機（ミーレ社製）

SOLEO

快適なキッチンワークをサポートするミーレ社製

本物の上質を追求した
システムバスルーム

いう理念のもと、
ビルトイン食器洗浄乾燥
機をはじめとした美しいデザインと機能性
を兼ね備えた品を世に放っています。

KWC社製の水栓。端正なフォルムのクリンスイ

食器洗浄乾燥機。

※水栓・浄水器の位置、
シンク形状等はタイプによって異なります。
※カートリッジの交換は有償です。

サーモバス
（ラウンドライン浴槽）

浴槽保温材

上質なリラクゼーションと快適さに
こだわった、LIXILのシステムバス
ルーム
「SOLEO」。お手入れのしや
すさやエコロジーに配慮した、理想
的なバスタイムを追求した空間です。

社製浄水器も備えています。

壁付サーモ水栓

スイッチ付エコフル
多機能シャワー

サーモバスＳ

質に加え、
どの角度から見ても美しいデザ

組フタ保温材

※浄水器

保温組フタ

社として設立。約120年に渡り、高い品

※ヘルスメーターのサイズにより収納できない場合
がございます。

BATH ROOM

ドイツ発プレミアム
家電ブランド
「ミーレ」

1874年、
スイスにオルゴールの製造会

ヘルスメータースペース

ティッシュがボックスごと収まるスペー
スを採用。
カウンター周りをすっきりさ
せます。

Franke Water Systems

※水栓

収納力とデザイン性を兼ね備えたスラ
イド式収納スペース。

（スリム型・強制同時給排仕様）

ジ一体の電子コンベック。

red dot賞を受賞した
実績を誇る
「KWC」

スライ
ド収納
（ブルモーション採用）

保温材とフタによる
「ダブル保温構造」
でお湯の冷めにくい浴槽。
なめらかで
洗練されたフォルムです。

（グローエ社製）
一体感あるスクエアフォルムがアクセ
ントになるグローエ社製の水栓です。

少ない水量でも勢いのあるシャワーが
可能。
３パターンのシャワーが楽しめます。

ワンプッシュ排水栓

くるりんポイ排水口

メタルシェルフ・
メタルバスケット

浴 槽に設 置されたボタンを押すだけ
で排 水口が開き、残り湯が流れる仕
組みです。

排水口内にうずを発生させて毛髪や
ゴミを捨てやすくするお掃除の手軽な
排水口。

金属の輝きと重厚な質感がバスルーム
をより洗練された空間へと演出します。

□概念図

キレイ
ドア
シーザーストーンカウンター

ディスポーザー

ハンドメイ
ド静音シンク

キッチン不燃化粧パネル

LEDダウンライト付キッチン吊戸棚
（ブルモーション・耐震ラッチ採用）

上品な風合いを醸し出すシーザース

ゴミ出しの手間を軽減する環境にも優

丁寧に仕上げたハンドメイドシンク。裏

キッチンパネルには、汚れが付きにくく

トーンのキッチン天板。

しいディスポーザー。

側に振動を軽減する素材を装着した

落としやすい不燃化粧板を採用。

※生ゴミの種類によって処理できない場合が
ございます。

水はね音の小さい静音タイプです。

地震の際に食器等が落ちてこないよ
う耐震ラッチを設けています。

L AVA T O R Y

□システム機器参考写真
□システム機器

包丁差し

※不透明フィルム貼り

冷たさを軽減する心地よい肌ざわりの
サーモタイルを採用しています。

※E-92Aタイプのみ設置。
※カップボードにはダウンライトは付きません。

V EN T IL AT ION

スライ
ド収納

サーモタイル

キッチンの使い勝手を高める吊戸棚。

パッキンレスの
フラット形 状 に
よりお手入れの
手 間 を 軽 減し
た浴室ドア。

アルミストッカー

全熱交換換気システム

（ブルモーション採用）
キッチン下 部に設けた収 納スペース。 スペースを有効活用した包丁差し。
ス

キッチン用品や調味料などが取り出し

換 気の際に排出する室 内 空 気の熱を利用して、外 気の温 度を室 内の温 度に

扉が閉まる直前から静かにゆっくりと

ムーズに包 丁を取り出せるので便 利

やすい構造で、キッチンスペースを有

近づけてから取り込む換気システム。冷暖房効率を高め、省エネに貢献します。

閉まるブルモーション機能付です。

です。

効に使うことができます。

※写真は3段スライド収納です。

※チャイルドロック機能付

美しいデザインと、
「キレイ」
な空間を
ひとつ上の「キレイ」へ をコン
セプトに、除菌機能やニオイを自
動で抑制する機能など、美しさ
のためのテクノロジーを搭載し
ています。

生活空間を彩る
上質な設え

ネオレスト AH1

スティックリモコン

（ハイブリッドエコロジーシステム採用）
直 線 的な美しいフォルムで空 間と調
和するタンクレストイレ。
※オート開閉・オート便器洗浄対応

シンプルでスタイリッシュなデザインを採
用しつつ、操作性にもこだわったリモコ
ンです。

ヨーロッパを中心にセレクトした
世界の水まわり製品を取り扱う、
「セラトレーディング」。上質な生
活空間を彩る様々な品を提供し
ています。

トイレ手洗いカウンター
（シーザーストーンカウンター）
機能的かつ洗練された独立タイプの
手洗い付カウンターを採用。

※掲載の写真は、各設備メーカーのカタログより抜粋した参考写真です。生産状況、設計変更などにより、設備・仕様につきましては変更となる場合がございます。※面材等の色、素材、形状、その他仕上げは住戸によって異なります。
※詳しくは係員にお問い合わせください。※家具・調度品・照明等は販売価格に含まれておりません。

