
水栓金具 

レンジフード 調理機器 

シルバー色・換気連動・常時換気・照明
付。 

汚れを落としやすい撥水性塗装のフィル
ターです。 

ワンプッシュで浄水・原水の切り替えが
可能です。 

薄型サイドフード 

水栓浄水器一体型シャワー混合水栓 

フロアユニット 

■対面タイプ 

ソフトクローズ機構  

スライドレール   

奥行き６５０ｍｍユニットの場合 

※ 
シンク下のみ 
上段は 
３０５ｍｍ 
になります。 

引き出し耐荷重 
約９８N（10kg） 

355mm※ 

シンク 
排水部も継ぎ目がな
いのでお手入れが簡
単です。 

ステンレスＭタイプ 
スキマレスシンク 

隙間がなく汚れの溜まりにくいシンクです。 

仕様・特長 カウンター 

人造大理石 
サンドホワイト 

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。 

フルオープン食器洗い乾燥機 
バイオパワー除菌でガンコな 
汚れもすばやく溶かす、 
浅型タイプです。 

●クックスクリーン 
透明で視界を遮らず、しかも油の
飛散を軽減します。 

ガスコンロ ３口ガス ガラストップ 
幅６００ｍｍ／片面焼きグリル 
ガラストップ（結晶化ガラス） シルバー色 
<LESG32N3NA> 

トッププレートは 
お掃除しやすい形状。 

すべての火口にセンサーを
搭載し、「調理油過熱防止装
置」、「立ち消え安全装置」、
「消し忘れ消火機能」の3つ
の安全機能を標準装備。 

汁受け皿のないシンプル
な構造。 

手掛けタイプの取っ手です 

ハンドル（ＨＡＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

アルミライン（ＬＣＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

扉柄 

取っ手は４タイプから
お選びいただけます。 
（キッチン用ウォールユニット除く） 

［同価格］ 

ＶＰ２０シリーズ（木目・鏡面） 

アルベロ 
ブラック 

[PV] 

アルベロ 
ホワイト 

[PF] 

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 
[TT] 

ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄 
[TQ] 

ｿﾌﾄｵｰｸ柄 
[TV] 

ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄 
[TV] 

ブラウン 
[LM] 

オレンジ 
[LE] 

ベージュ 
[LB] 

ネイビー 
[LC] 

オリーブ 
グリーン 

[LZ] 

ビューティ 
ホワイト 

[LW] 

ファインレッド 
[LD] 

ホワイト[IW] グリーン[MA] イエロー[MY] ベージュ[MV] 

ＶT２０シリーズ（木目） 

ＶＬ２０シリーズ（単色・鏡面） 

ＶＩ１０シリーズ（マット） ＶＭ１０シリーズ（マット） ＶＨ２０シリーズ（マット） 

ペイントウッド柄 
[HM] 

ヴィンテージ 
メタル柄[HQ] 

スタンダード仕様 
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水栓金具 

レンジフード 調理機器 

ワンプッシュで浄水・原水の切り替えが
可能です。 

水栓浄水器一体型シャワー混合水栓 

フロアユニット 

コンロ下スライド 食器洗い乾燥機下スライド      
（浅型食器洗い乾燥機の場合のみ） 

シンク下スライド（包丁差し付） 

包丁差し 

ソフトクローズ機構  

スライドレール   

奥行き６５０ｍｍユニットの場合 

※ 
シンク下のみ 
上段は 
３０５ｍｍ 
になります。 

引き出し耐荷重 
約９８N（10kg） 

355mm※ 

■壁付けＩ型 スライドタイプ 

シンク 
排水部も継ぎ目がな
いのでお手入れが簡
単です。 

ステンレスＭタイプ 
スキマレスシンク 

隙間がなく汚れの溜まりにくいシンクです。 

仕様・特長 カウンター 

人造大理石 
サンドホワイト 

ソフトダウン・ウォールユニット 
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） 

フルオープン食器洗い乾燥機 
バイオパワー除菌でガンコな 
汚れもすばやく溶かす、 
浅型タイプです。 

●流し元灯 ２０形 
20形蛍光灯1灯、ｲﾝﾊﾞｰﾀ点灯。 
ｼｰｿｰｽｲｯﾁ。背面に電源を 
通す穴があります。 

ガスコンロ ３口ガス ガラストップ 
幅６００ｍｍ／片面焼きグリル 
ガラストップ（結晶化ガラス） シルバー色 
<LESG32N3NA> 

トッププレートは 
お掃除しやすい形状。 

すべての火口にセンサーを
搭載し、「調理油過熱防止装
置」、「立ち消え安全装置」、
「消し忘れ消火機能」の3つ
の安全機能を標準装備。 

汁受け皿のないシンプル
な構造。 

手掛けタイプの取っ手です 

ハンドル（ＨＡＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

アルミライン（ＬＣＡ） 

ハンドル（ＨＣＥ） 

扉柄 

取っ手は４タイプから
お選びいただけます。 
（キッチン用ウォールユニット除く） 

［同価格］ 

ＶＰ２０シリーズ（木目・鏡面） 

アルベロ 
ブラック 

[PV] 

アルベロ 
ホワイト 

[PF] 

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 
[TT] 

ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄 
[TQ] 

ｿﾌﾄｵｰｸ柄 
[TV] 

ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄 
[TV] 

ブラウン 
[LM] 

オレンジ 
[LE] 

ベージュ 
[LB] 

ネイビー 
[LC] 

オリーブ 
グリーン 

[LZ] 

ビューティ 
ホワイト 

[LW] 

ファインレッド 
[LD] 

ホワイト[IW] グリーン[MA] イエロー[MY] ベージュ[MV] 

ＶT２０シリーズ（木目） 

ＶＬ２０シリーズ（単色・鏡面） 

ＶＩ１０シリーズ（マット） ＶＭ１０シリーズ（マット） ＶＨ２０シリーズ（マット） 

ペイントウッド柄 
[HM] 

ヴィンテージ 
メタル柄[HQ] 

スタンダード仕様 

フード照明にL E Dを
採用し、フード底面を 
フラットにすることで、
省エネ性とおそうじ性
を両立しました。 

スマートフードⅡ 
常時換気 シルバー色  
LED照明   

改正建築基準法で定
められたシックハウス
対策のための、常時
換気モードを設定しま
した。  
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浴槽 床 

乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすい。 

ミラー 

天井・照明 仕様・特長 

微細な凹凸によって、乾きやすく、滑りにくく、しかもお掃除しやすい、 
３拍子揃った床です。 

ささっとキレイ排水口 
髪の毛が集まりやすい新
形状でおそうじラクラク。 

ウェーブカウンター 

２枚折りドア（ホワイト） 

握りバー兼用 
スライドバー 
（メタル） 

タオル掛けＢ 

フラッグストーンフロア 

アーチ浴槽 洗い場ひろびろ形状。 
足もしっかり伸ばせます。 

・両背もたれで 
 対面入浴 

エスライン浴槽 浴槽内ステップ付きで 
半身浴が楽しめます。 

・ワイドな肩まわり 

・半身浴で対面入浴 

人間工学に基づいた設計で誰もが使いやすい「浴槽」を実現しました。 

FRP浴槽 

ピュアホワイト 

ナチュラル ローズ 

ペールグリーン 

半身浴も楽しめる、 

ステップつきの浴槽 樹脂 
ハンドル 

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 
排水栓 

脚が伸ばせる 

スタイリッシュ 

空気の流れ 

スキットドア 
換気口をドアの上に。 
お掃除性と 
換気性能を両立 

セミワイドミラー 
 

クリアシェルフ（２段） 

最 大 限 の 快 適 空 間 を 、 

厳 選 の ア イ テ ム で 。 

壁柄 

ｶﾊﾞｰ：ﾌﾞﾗｯｸ ｶﾊﾞｰ：ﾎﾜｲﾄ 

洗い場側：カバー水栓 
ﾒﾀﾙﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾙﾊﾞｰﾎｰｽ・ 
ワンタッチﾒﾀﾙﾍｯﾄﾞ 

フラット天井 
フラットライン 

ＬＥＤ照明（調光無し） 

カウンター 洗い場側水栓 ドア 

換気扇仕様 

※イメージ。 

巻きフタ 

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

スタンダード仕様 
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※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。 

カウンター 

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 水 あ と 汚 れ を 極 力 少 な く 。 
お 掃 除 に 配 慮 し た カ ウ ン タ ー 。 

530 
mm 

お風呂上がりも、くもりにくい。 

※センターミラー部がくもりシャットになります。 

吸水コーティングの加工済み。 

ミラー 

蛍光灯３面鏡              
ミドルパネル 

片付けにくい“大きめの家電”も 
すっきり収納できます。 

※写真はツインラインLED照明3面鏡                        
幅900mmの収納例です。 

充電しながら、収納 

収納内部にコンセントを設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、
内部に設置したコンセントを 
使い、いつもの収納場所で 
充電可能です。 

コンセント ３個 
（うち収納内２個） 

収納例 

水栓 

本体キャビネット 

Ｗ900ｍｍ 開きタイプ 

扉柄 

【タイプＡ】 

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄 

ホワイト（鏡面） 

ピンク（鏡面） 

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 

ベリティス木目柄 鏡面 

ホワイト 

【タイプＣ】 【タイプＢ】 

スタンダード木目柄 鏡面木目柄 

ソフトウォールナット柄 

ソフトオーク柄 

アルベロブラック柄 

アルベロホワイト柄 

シャワー 泡沫整水 

吐水口部分を引き出せば、 
ボール掃除もラクラク。 

マルチシングルレバーシャワー 

両開きタイプ 

背の高い物や 
大きい物が多い収納に。 

スタンダード仕様 
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アラウーノＺ ＣＨ１１１ＷＳＭＳＫ 

■アラウーノ手洗い 

アラウーノと同じ有機ガラス系新素材で、手洗いユニットを作り上げました。 

細かいところにまで、パナソニックのノウハウが息づいています。 

おそうじラクラク。新素材の手洗い。 

床給水・床排水 

手動単水栓 

据置きタイプ 

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

■棚付き２連 
 ペーパーホルダーロングタイプ 

カラーバリエーション 

棚付き２連ペーパーホルダー ロングタイプ 

ワンハンドカット機能 
ふた部分を押さえなくても、 
片手できれいに切れます。 

ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 エクセルホワイト柄 

メープル柄 

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 ホワイトオーク柄 

【扉柄 タイプＡ】 【扉柄 タイプＢ】 

200㎜ 

排水口まで一体成形で、 
おそうじラクラク。 

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

スタンダード仕様 
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※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

●水アカ除去実験 

陶

器 

新
素
材 

（
有
機
ガ
ラ
ス
系
） 

初 期 ブラシ１０回 

→ 

→ 

水アカ残りあり 

汚れの原因は水アカ。 
水アカのつきにくい新素材がお掃除の 
手間を省いてくれます。 旋回しながら長時間

(約２０秒)洗う。 

節水 

※水は見やすくするために
着色しています。 

ボール全体をまんべんなく洗う。 

流れの方向を変え、一気に流しきる。 

ＬＤＫ階 アラウーノＶ Limited CH931 

流れをコントロールして水
を集め、勢いをつけて流す。 
(水流コントロール設計) 

この「凸形状」で 
流れを変える 

深い谷間をつくり 
流れを集め 
一気に排水 

「節水」は使用回数の多い小洗浄が決め手です。 

※1約20年前のサイホン
ゼット式トイレ 
※2水圧0.2MPaの場合。
その他当社基準に基づ
き測定。N＝20台平均。 

※２ 

便座の放熱を抑える  
便ふたで家計にもうれしい
省エネ性能 

温水洗浄便座 

ビューティトワレ  

ＣＨ９３１ＳＷＳ  
※壁付けリモコン設定は  

ございません。  

 

貯湯式普及タイプで  

省エネトップクラス  

年間電気代 約３９４０円  

アラウーノＶ Ｌｉｍｉｔｅｄ 

水アカ除去 

アクセサリー 

タオルリング 
ホワイト 

ペーパーホルダー 
ホワイト 

８時間後に通電が自動復帰
切タイマー 

使わない時間を自動判断して節電                                              
おまかせ節電    

スタンダード仕様 

コンパクトサイズで空間が広びろ 

●当社従来品は・・・ ●NewアラウーノVは・・・ 

720mm 780mm 

約420mm 約480mm 

1200mm 1200mm 

手洗いボールは水アカをはじく有機ガラス系新素材 

使いたい時に水が使え 
掃除にも便利な 
ワンタッチ操作です 

※洗浄と同時に７秒間（約250ML）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り替えも可能です。 
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。 

操作部 

手洗いボールの「ウェットエリア」 
芳香剤が設置できる 
「小物置きスペース」 

手がさっと届く傾斜したボール。 
誰もがスムーズに手を洗 
いやすい。 

洗浄ボタンを一箇所に集約したことで 
スッキリとしたデザインに。 
便利なワンタッチ操作。 

手洗い付き 
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極上の木味感。 

それは、木の良さを知り、木を愛してやまない、 

日本人に向けたパナソニックの新提案。 

さらには、光、風、自然のゆらぎ、奥行きまでも、 

暮らしのなかへ取り入れていく。 

CASUAL 

［カジュアル］ 
NATURAL 

［ナチュラル］ 
VINTAGE 

［ヴィンテージ］ 

FRENCH CHIC 

［フレンチ・シック］ 

STYLISH MODERN 

［スタイリッシュモダン］ 
JAPANESE MODERN 

［ジャパニーズモダン］ 

VILLA RESORT 

［ヴィラ・リゾート］ 
MODERN CLASSIC 

［モダンクラシック］ 

あなたの暮らしにぴったりのインテリアスタイルをご提案する 

パナソニックの「８つのインテリアスタイル」 
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ドア   収納折れ戸・収納開き扉 コンポリア（しっくいホワイト色） 

水平ランナーで壁面に吊り施工し、収納

下部に空間をつくります。空間を有効に

使え、玄関の演出も楽しめます。 

デザイン 

棚板は取り外して 
水洗いできる樹脂製 

ユニット全てに、 
耐震ロックを標準装備。 

特 長 

ＬＤ型 

ＬＤＫ 収納折れ戸 

折れ戸 
丸型取っ手 

コンポリア 収納開き扉 

開き戸 
丸型取っ手 

●窓枠 

※窓枠は四方枠となります。 

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます 

 

 ベリティス    

扉全面を姿見として使えるミラー扉。 

身支度の際など便利です。 

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。 

フラットタイプ 
1面ミラー ●巾木 

色柄・扉 

洋室 

ＰＡ型 

洗面脱衣室・トイレ 

ＴＡ型 

引戸   

新形状で吊り込み後の抜き差しが
容易な「カバー蝶番」 

戸当たりクッション 消音ラッチ 

静音に配慮した 
「消音ラッチ」「戸当たりクッション」 

落ち着きのある心地よい空間をつくる「スタンダード」仕様 

引戸を静かに開閉する 
「両側ソフトクローズ機構付き」 

Ｙ戸車引戸 
両側ソフトクローズ機構 

開く時も閉まるときも直前に
ブレーキがかかってから静か
に引込みます。 

特 長  

開き戸 

引戸 

フロアーに直接設置できる
ので、後付けが可能な直付
け下レール。 

直付下レール３方枠 

扉が近付くとマグネットによ
り金具が飛び出します。 

３方枠（下枠なし） 

収納折れ戸 収納開き扉 

ハンドル（Ａ１型） 

角型引手（Ｃ１型） 

ハンドル 

サテンシルバー色 
（塗装） 

ハンドル ハンドル 

しっくいホワイト柄 

※イメージ写真のため実際の仕様とは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は異なる場合がございます 

※枠・本体共に 

しっくいホワイト柄 

扉柄 

しっくいホワイト柄 
※枠、敷居のみ 

しっくいホワイト柄 

※内装ドア（開き戸・引戸）は枠、敷居のみ 

『しっくいホワイト』が標準になります。 

※レセンテ、収納開きは『しっくいホワイト』が標準 

になります。その他の色柄はオプションになります。 

※造作部材はすべて『しっくいホワイト』が
標準になります。 

その他の色柄はオプションになります。 

埋め込みドアストッパー 

手動ロック式 
床側サテンシルバー 

２
０
３
５
ｍ
ｍ

 

天然木の自然な凹凸を読み取
り、 分析し再現することで最適
にコントロールされた木肌感を
つくりだしました。 

Ｔ２型（丸型取っ手） 

サテンシルバー色 

（塗装） 

Ｔ２型 
サテンシルバー色（塗装） 

I I I I I I 

色柄・扉 

メープル柄 

ウォールナット柄 チェリー柄 

オーク柄 

ホワイトオーク柄 

しっくいホワイト柄 

ホワイトアッシュ柄 

ソフトチェリー柄 ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 

スタンダード仕様 

床から浮き上がったような   

玄関収納がこだわりのモダン

な空間を演出します。 
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スタンンダードタイプ 

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます 

汚れに強い低汚染仕上げで 
つややかな美しさを保ちます。 
 
硬化コーティングで耐傷性と耐汚染
性を高めた表面仕上げです。汚れが
つきにくく、光沢も長持ちします。 

●耐汚染・耐すり傷性 

細菌の発生を抑える抗菌処理を施しています。 
階段に使用している樹脂化粧シートは清潔さを保つために、 
無機系 （銀系）抗菌剤を配合した、抗菌処理を施しています。 

集成柄を再現した、質感のある美しい表面仕上げです。 
きめ細かい凹凸のある表面エンボス加工で、質感のある集成柄
を再現した樹脂化粧シート仕上げです。 

●高い意匠性・抗菌処理仕様 

●スリップレス仕様 

●スタンダードタイプ 

滑り止めの２本U溝加工を施し、 
安全性に配慮しています。 

滑り止めに配慮した 
防滑シート 仕様です。 
 
表面エンボス加工と微粒フィ
ラーのコーティングで、微細な
凹凸を形成し摩擦抵抗を高
めました。 

カラーバリエーション 

しっくいホワイト柄 
（木目なし・単色） 

■側板・桁・幅木・蹴込み板 ■踏み板 

 

 ベリティス    

メープル柄 

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 

ホワイトオーク柄 

※写真はスタンダードタイプです。 

※側板、蹴込板しっくいホワイトが標準です。 
また手すりはホワイトオークが標準です。その他
の色柄はオプションになります。 
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スタンダード仕様 

キャスター付きのいすを置いても 
へこみ傷のつきにくい床材です。※ 1 

フィットフロア－ １本溝（シートタイプ：非耐熱） 

カラーバリエーション 

チェリー柄（シート） 

メープル柄（シート） 

スモークオーク柄（シート） ウォールナット柄色（シート） 

ホワイトオーク柄（シート） 

オーク柄（シート） 

※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。 

ワックスがけをしなくても、 
美しさ長持ち。※ 
お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじ 
がラク。汚れや傷がつきにくい表面仕上げ。 汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材。

油汚れや食べこぼしなどもさっと拭くだけ。 

ベリティスカラーでコーディネート 
できる６色柄をラインアップ。 

油汚れも拭き取りやすく、 
おそうじ簡単。 

極上の木味感。 

木を目指したのではない。 
木を超えることを目指しました。 

木目 木肌 照り 艶 色彩 

※イメージ写真のため実際の仕様とは異な
る場合がございます 

※手すりはホワイトオークが標準です。部材はホ
ワイトが標準です。 
その他の色柄はオプションになります。 

階段手すり 手すり 

●木製丸棒手すり 

エンドブラケット 

ホワイトオーク 

壁付け用 
ブラケット 

コーナー用 
ブラケット 

●部材：ホワイト色 

・施工性・デザイン性に加え、環境にも配慮した手すり
です。 
・樹脂化粧シートでおそうじラクラク。 
・地球環境に配慮した、エコ配慮基材です。 


