
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。 

ＦＺ 



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。 

   扉柄 

□ＣＰ２０シリーズ（木目・鏡面） □ＣＴ２０シリーズ（木目） 

□ＣＬ２０シリーズ（鏡面） 

ソフトウォールナット 
[TT] 

ソフトチェリー 
[ＴＱ] 

ソフトオーク 
[TＶ] 

ホワイトアッシュ 
[ＴＵ] 

アルベロブラック 
[ＰＶ] 

アルベロホワイト 
[ＰＦ] 

□ＣＨ２０シリーズ 

ネイビー 
[ＬＣ] 

ビューティーホワイト 
[ＬＷ] 

ベージュ 
[ＬＢ] 

ブラウン 
[ＬＭ] 

オリーブグリーン 
[ＬＺ] 

オレンジ 
[ＬＥ] 

ファインレッド 
[ＬＤ] 

ヴィンテージメタル 
[ＨＱ] 

ペイントウッド 
[ＨＭ] 

[ＨＣＥ] 

   カウンター 特殊アクリル系の樹脂を用いた人造大理石製のカウンターです。 

２８０℃の油鍋、３５０℃の空焚鍋を２０分放置した後でも、 

著しい変色やフクレがありません。 

水垂れを防ぐ、ノンドリップの前垂れ形状です。 

   フロアユニット  （ソフトクローズ機構付き） 

ＬＣＡ] 
[ＨＡＡ] [ＨＡＥ] [ＨＥＳ] [ＨＥＥ] [ＨＣＤ] [ＨＣＥ] 

   取っ手 

   スキマレスシンク（スラくるネット付）  

「スラくるネット」が動くから 
使い方が広がります。 

作業スペースを広げる 

「スキマレスシンク ステンレスタイプ Ｍタイプ スラくるネット付」。 

カウンター面
と高さがそろ
うから作業ス
ペースを広く
とれます。 

裏返すと 
浅めの水切
りカゴとして
も使えます。 

スラくるネット 

スキマがないから、 
さっとひとふき。 

汚れがたまりにくい排水口。 
シンクと一体成型で汚れが 
たまりにくくなっています。 

アミカゴはゴミが集 
まりやすく、捨て 
やすい形状です。 

  混合水栓ハンドシャワー（カチット水栓） 

 
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 
直流 シャワー 

お湯の使用や流量を「カチッ」とお知らせ 

ひと目で見渡せてラクラク出し入れ、「置きラク収納」 

手前に包丁やまな板、 
調理道具を 
納める収納を標準装備。 

ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まる 
フルオープンスライドレールの 
ソフトクロージング機構です。 

光・揚げ物温度調節 

小さな鍋やフライパン 
での揚げ物が 
手軽においしく 
できます。 

  IHクッキングヒーター 2口IH＋ラジエント 

クッキングコンセント 
手元のコンセントで素早く調理家電が
使いこなせます。便利な小物フック付き。 

   「クッキングコンセント」   スマートフードⅡ 

シルバー色・上幕板シルバー・常時換
気・LED照明付。 

圧迫感のない、すっきりとしたスクエア
なフォルム。LEDで省エネ性を、底面フ
ラット設計でおそうじ性を追求しました。 

※写真はイメージです 

http://www2.panasonic.biz/es/sumai/vasc/video/playback.html?contents=4NC9rGU4YHM


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。 

ほっとくリーンフード（シロッコファン） 
常時換気 シルバー色 LED照明 
リモコン対応 さっとれるファン 

１０年間、ファンのおそうじ不要。※ 

ファンの油汚れを全自動で吹き飛ばす
「油トルネード機能」で、 
レンジフードのおそうじ回数を大幅削減。 

１０年に一度のファンお手入れもラクラ
ク。ファンも固定リングもワンタッチ着
脱でラク。 

普段はサッとふくだけ。 

汚れが溜まりやすい継ぎ目を最小限ま
で抑え、 
ふき掃除を簡単に。 

※.１０年使用相当の汚れ付着での基本性能試験の値（当社調べ） 

   ほっとくリーンフード（★）    ￥ +101,000 

   スリムセンサー水栓（★）  ￥ +59,100 

IHクッキングヒーター 2口IH＋ラジエント 
「ｽｸｴｱﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ」 幅６００ｍｍ 
鉄・ステンレス対応 
ｿﾌﾄｼﾙﾊﾞｰ色 トッププレート段差:約10ｍｍ 
<QSSW163SK>  お料理手早く、 

おそうじラクラク。 

主電源、左右後ろﾋｰﾀｰの操作をすべて天面で 

   ラクッキングリル搭載（★）    ￥ +105,000 

   人造大理石シンク      ￥ +34,000（スラくるネット付き） 

スキマレスシンク ムーブラックタイプ 
色を選べる「人造大理石シンク」。 
幅774×奥行最大497/最小370×深さ172mm 

使い方に合わせて、端から端
まで動かせます。 

「スラくるネット」を使うと、シンクの上も 
便利な作業スペースになります。 

カラーバリエーション 

ｶｰﾑｸﾞﾚｰ 

グレー ピンク 

グリーン ｶｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ  ブラウン 

パープル ｸﾞﾗｰﾉﾎﾜｲﾄ 

カームグレー グレー 

ﾋﾟﾝｸﾌﾚｰｸ  ｸﾞﾘｰﾝﾌﾚｰｸ 

ｶｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ  ブラウン 

ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾌﾚｰｸ 

   人造大理石カウンター   ￥ +25,000 

   底板ステンレス       ￥ +10,000 

引出し底板 ステンレス貼り 
引き出しの底板は、水や汚れに強いステンレス仕様です。 

上センサーに手をか 
ざすだけで水の出し 
とめをコントロール 

手や食器をかざした 
だけで水が出ます。 

引き出して使える 
シャワーヘッド 

すっきりスリムなデザイン 

スリムセンサー水栓 
水栓にふれずに水の出し止めが 
できる「タッチレス」水栓。 
<QS01FPSWTEA>  

節水モード 通常モード 

   食器洗い乾燥機（★）   ￥ +178,500 （本体‐21,000） 

食器洗い乾燥機 浅型 
ドアパネル仕様 シルバー色 
〈QSS45RS7SD〉 



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。 

   壁柄 □Ｃグレード 

[ＨＣＥ] 

  エプロン 

ＦＺ 

ｻﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ柄 
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄 
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄 
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ﾄﾞﾗﾏﾎﾜｲﾄ柄 
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄 
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄 
＋ ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ﾁｪﾘｰ柄 
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄 
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ﾒｰﾌﾟﾙ柄 
＋ ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ﾀﾞｰｸﾏｰﾌﾞﾙ柄 
＋ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄 

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 
＋ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄 

アクセントパネル 
 カウンター側の壁１面に 
 アクセントパネルを採用し、 
 他３面を周辺パネルで構成 

他３面 
ＰＷ柄：パラレルホワイト柄 
ＧＷ柄：グレイスホワイト柄 

バスルームの主役となる浴槽。進化した新素材に、心地よいバスタイムを引き立てる柄をそろえました。 

壁柄にもこだわり、パスルーム空間トータルでお好みの表情がつくれます。 

シンプルながらも、カウンター、水栓、美しくなるための機能を備えたシャワーなど、アイテムを厳選。 

快適空間のためにこだわり抜いたバスルームです。 

選び抜かれた 
快適空間を、あなたに。 

【保温浴槽】 遅く帰っても、温かいお風呂がお出迎え 

5時間経っても2 . 5℃以内の湯温低下。
※1 
 
発泡ポリスチレン断熱材で浴槽を包み、 
高い保温効果を発揮しています。 

※ 浴槽内の湯温変化の実験条件等の詳細はカタログをご確認
下さい。 
 

風呂フタ断熱材 
厚み：２０mm 

浴槽 

断熱材 
厚み：２０～４０
mm 

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。 

    浴槽 

アーチ浴槽 
ナチュラル ピュアホワイト 

ペールグリーン ローズ 

ＦＲＰ浴槽 

エスライン浴槽 ポップアップ排水栓 

ミディアム 
ホワイト 

ミディアム 
ベージュ 

ミディアム 
グレー 

ピュア 
ホワイト 

ミディアム 
グレー 

ミディアム 
ベージュ 

  スミピカフロア 

壁の隅に目地がないので、汚れが落としやすい。 
目地が同方向に揃ったグリッドパターンの床は、拭き掃除もラクラク 

乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすい。 スミピカフロア 単色 

ささっと排水口 
髪の毛が集まりやすい形状。 
コーティングなしの樹脂製です。 

・スタンダード水栓 （樹脂ハンドル） 
・メタルシャワーヘッド 

ホワイトカバー ブラックカバー 

・シャワースライドバー（メタル） 

  水栓 

  水栓 

ウェーブカウンター 

ピュア 
ホワイト 

ライト 
ブラック 

ベージュ 

シンプルミラー 

ライトシェルフ ３段 

ブラック 

ホワイト 

  ミラー・収納棚 

サークルＬＥＤ照明 
（電球色） １灯 

  照明 

換気扇 100Ｖ 

  換気扇 

片引き戸 ホワイト 

  ドア 

ブラック 

ホワイト 

  窓枠 

※写真はイメージです 



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。 

洗面ドレッシング C-Line 
シーライン 

新スタンダード  
Ｄ５３０  
フロートタイプ  

ポリエステル系人造大理石 ボール一体型カウンター 家事ラク 

   人造大理石製 ボール一体型カウンター 

両サイドにはタオル・メイク小物が並べられ、ドレッサー感覚で使えます。 

水栓まわりは一段低く、濡れても大丈夫な洗面小物が置けます。 

●ポリエステル系人造大理石  ボール一体型カウンター 

幅 900mm 
    750mm 
ボール容量１２Ｌ 

mmﾀｲﾌﾟ 

530 

600mm 

ウェットゾーン 

ドライゾーン ドライゾーン 

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 
ウェットゾーン 

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 

３° 

水栓金具 

お湯と水の境目を 

「カチッ」の音でお知らせし、 

お湯のムダを省きます。 

  マルチシングルレバーシャワー 
  （カチット水栓） 
 

扉柄Ｂ （￥ + 3 , 0 0 0 ）  

Colors 
扉柄は１３種類をご用意。 

つくりたい洗面のテイストや好みに合わせて 

選べます。 

トータルコーディネートできる木目柄もご用意 

扉柄Ａ （￥ + 3 8 , 0 0 0 ）  

ピンク（鏡面） 

ホワイト 

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 

ダーク柄 ライト柄 

アルベロブラック アルベロホワイト 

扉柄Ｃ（標準）  

＊扉柄Ａ／Ｂ／Ｃは 

価格が変わります。 

ミラーキャビネット 節電 

  蛍光灯照明付き ３面鏡 
 

内部収納 （すっきり家電収納） 

● コンセント×３個 
  （うち収納×内２個） 
  合計1400Ｗ 
● 照明スイッチ×１個 

内部 
コンセント 外部コンセント 

照明スイッチ 

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め加工を 

施しているから、全面くっきりクリア。 

※メインミラーのみくもりシャット仕様です。 

※ 収納付１面鏡ミラーは くもりシャット機能がついていません。 

メインミラーのみ 

くもりシャット仕様。 

蛍光灯３面鏡              
ミドルパネル 

節水 

※写真はイメージです 

ホワイト（鏡面） 

（￥ + 1 3 , 0 0 0 ）  

本体キャビネット*ミラーキャビネット 節電 

蛍光灯照明付き ３面鏡 

内部収納 （すっきり家電収納） 

● コンセント×３個 
  （うち収納×内２個） 
  合計1400Ｗ 
● 照明スイッチ×１個 

内部 
コンセント 外部コンセント 

照明スイッチ 

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め加工を 

施しているから、全面くっきりクリア。 

※メインミラーのみくもりシャット仕様です。 

※ 収納付１面鏡ミラーは くもりシャット機能がついていません。 

メインミラーのみ 

くもりシャット仕様。 

蛍光灯３面鏡               
ミドルパネル 

タイプA（ベリティス木目柄） 
の色柄をご選定の場合 
棚板・側板は全て 

【同じ色柄】になります 

タイプA（鏡面）、タイプB、 
タイプCの色柄をご選定の場合 

棚板・側板は 
【ホワイト】になります 



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。 

洗面ドレッシング C-Line 
シーライン 

新スタンダード  
Ｄ５３０  
引き出しタイプ  

ポリエステル系人造大理石 ボール一体型カウンター 家事ラク 

   人造大理石製 ボール一体型カウンター 

両サイドにはタオル・メイク小物が並べられ、ドレッサー感覚で使えます。 

水栓まわりは一段低く、濡れても大丈夫な洗面小物が置けます。 

●ポリエステル系人造大理石  ボール一体型カウンター 

幅 900mm 
    750mm 
ボール容量１２Ｌ 

mmﾀｲﾌﾟ 

530 

600mm 

ウェットゾーン 

ドライゾーン ドライゾーン 

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 
ウェットゾーン 

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 

３° 

水栓金具 

お湯と水の境目を 

「カチッ」の音でお知らせし、 

お湯のムダを省きます。 

  マルチシングルレバーシャワー 
  （カチット水栓） 
 

扉柄Ｂ（￥+3 , 000）  

Colors 
扉柄は１３種類をご用意。 

つくりたい洗面のテイストや好みに合わせて 

選べます。 

トータルコーディネートできる木目柄もご用意 

扉柄Ａ（￥+13 , 000）  

ピンク（鏡面） 

ホワイト 

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 ダーク柄 ライト柄 

アルベロブラック アルベロホワイト 

扉柄Ｃ（標準）  

＊扉柄Ａ／Ｂ／Ｃは 

価格が変わります。 

節水 

※写真はイメージです 

本体キャビネット*ミラーキャビネット 節電 

蛍光灯照明付き ３面鏡 

内部収納 （すっきり家電収納） 

● コンセント×３個 
  （うち収納×内２個） 
  合計1400Ｗ 
● 照明スイッチ×１個 

内部 
コンセント 外部コンセント 

照明スイッチ 

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め加工を 

施しているから、全面くっきりクリア。 

※メインミラーのみくもりシャット仕様です。 

※ 収納付１面鏡ミラーは くもりシャット機能がついていません。 

メインミラーのみ 

くもりシャット仕様。 

蛍光灯３面鏡               
ミドルパネル 

タイプA（ベリティス木目柄） 
の色柄をご選定の場合 
棚板・側板は全て 

【同じ色柄】になります 

タイプA（鏡面）、タイプB、 
タイプCの色柄をご選定の場合 

棚板・側板は 
【ホワイト】になります 

ミラーキャビネット 節電 

  蛍光灯照明付き ３面鏡 
 

内部収納 （すっきり家電収納） 

● コンセント×３個 
  （うち収納×内２個） 
  合計1400Ｗ 
● 照明スイッチ×１個 

内部 
コンセント 外部コンセント 

照明スイッチ 

鏡全体に吸水コーティングのくもり止め加工を 

施しているから、全面くっきりクリア。 

※メインミラーのみくもりシャット仕様です。 

※ 収納付１面鏡ミラーは くもりシャット機能がついていません。 

メインミラーのみ 

くもりシャット仕様。 

蛍光灯３面鏡              
ミドルパネル 



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。 

Ａ・Ｌａ・Ｕｎｏ－Ｚ 

 
パナソニックトイレ アラウーノＺ 

 

ｱﾗｳｰﾉZ 

有機ガラス系新素材 

陶器と違い、汚れの原因の「水アカ」が固着しにくい。 

「割れ」や「ヒビ」だけでなく「キズ」にも強い。 

 

●水アカをはじく新素材 
水族館の水槽
や 

航空機の窓にも 

使用されている 

素材です。 

泡洗浄 

  激落ちバブル 

ミリバブリとマイクロバブル ２種類の泡で汚れを落とす。 

ミリバブル（直径約5ｍｍ）で大きな汚れを除去し  マイクロバブル（直径約60μｍ）で残った汚れもしっかり落とし
ます。 

流すたびに「２種類の泡」と「パワフルな水流」で 

しっかりおそうじします。 

 

たっぷりの泡のパワーでしっかり洗います。 

細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。 

市販の台所用洗剤（中性）を使用します。 

 

 勢いよく旋回しながら 

まんべんなくキレイに。 

 

水流を制御する独自の 

形状でぐるりと洗う 

「スパイラル水流」 

高い洗浄力を発揮しま
す。 

家事ラク 排水 節水 

  ターントラップ排水方式 

従来より少ない 

水量で、水道代を 

年間約13,700円 節約。 

パナソニック独自のターントラップ排水方式で 

少量の水で勢い欲流します。 

排水路にたまった水を一気に排出する 

「ターントラップ方式」で 

少ない水量でしっかり洗浄します。 

スキマレス形状 快適性 

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。 

「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。 

洗剤ポケット 

洗剤タンクのふたを開けて、 

洗剤を直接注入できます。 

  汚れがたまりやすいスキマやフチをなくした設計 

アラウーノ手洗い 

新素材の、スリムな手洗い。 
アラウーノと同じ有機ガラス系の 
新素材で手洗いを作り上げました。 

アラウーノと同じ、水アカがつきにくい 
有機ガラス系新素材を採用。 

 

排水口まで一体成形で、 
おそうじラクラク。 

ダーク ライト エクセルホワイト 

アクセサリー 

タオルリング ペーパーホルダー 



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。 

Ａ・Ｌａ・Ｕｎｏ－Ｖ Limited 

 
パナソニックトイレ アラウーノＶ Limited 

有機ガラス系新素材 

陶器と違い、汚れの原因の「水アカ」が固着しにくい。 

「割れ」や「ヒビ」だけでなく「キズ」にも強い。 

 

●水アカをはじく新素材 
水族館の水槽
や 

航空機の窓にも 

使用されている 

素材です。 

手洗い 快適性 

  タンクレスの新しいカタチ 

排水 節水 

  ターントラップ排水方式 

従来より少ない 

水量で、水道代を 

年間約15,300円 節約。 

パナソニック独自のターントラップ排水方式で 

少量の水で勢い欲流します。 

排水路にたまった水を一気に排出する 

「ターントラップ方式」で 

少ない水量でしっかり洗浄します。 

少ない水でキレイに流す 

  ３Ｄツイスター水流 

家事ラク 

旋回しながら長時間(約
２０秒)洗う。 

※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。 

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) 

少 な い 水 量 で キ レ イ に 流 す 
「 水 流 コ ン ト ロ ー ル 設 計 」 

この「凸形状」で 
流れを変える 

深い谷間をつくることで、 
流れを集め一気に排水 

中央部分の水深を浅くすることで 
はね返りを抑制 

［小物置きスペース］ 
芳香剤などの小物も置けます。 
 

※奥行き70mmまでの小物が置けます。 
※アルコールを含まない芳香剤をお使いください。 

［有機ガラス系新素材］ 
手洗いボールは、水アカを 
はじく新素材。 

［ワンタッチ操作］ 
使いたいときに水が使えて、 
掃除にも便利。 

吐水方式（便器洗浄時） 
［標準設定］ 
大または小ボタンを押すと同時に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洗浄剤をお使いいただい
ても洗浄効果は得られません。 

［ウェットエリア］ 
ハンドソープも置きやすい設計。 

※写真はイメージです 

アクセサリー 

タオルリング ペーパーホルダー 


