
太陽光発電×エコウィル発電 　 SOLANEX series  II
Division 7               

Prosperity
TSURUHASHI

「太陽光発電」に
「ガスコージェネレーションシステム」を

組み合わせたダブル発電。
太陽光発電だけの場合より売電量が増加！

エコウィル

電気自動車が普及することで
より魅力的に変わるこれからのライフスタイル！
電気自動車は、
普段は携帯電話のように手軽に家庭で充電。
買い物先では急速充電器が備わっていて、
買い物をしている短い時間で充電可能です。

●EV電源プラグ

太陽光住宅でエコを考える場合に、
決して忘れてはならない要素の1つに

「照明」があります。
LED照明を太陽光住宅へ用いることで、
新エコ住宅システムへのシフトが可能になります。

●LED照明



DEBUTSOLAR LIGHT
SPECIFICATIONS

仕様
ドア
サッシ
キッチン
洗面化粧台
タンクレスシャワートイレ
システムバスルーム
ミストカワック
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樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。樹脂の熱伝導率（熱の伝えやすさ）はアルミの約1/1000といわれています。
デュオPGは内装材と接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

サッシ　デュオPG（ペアガラス）

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。樹脂の熱伝導率（熱の伝えやすさ）はアルミの約1/1000といわれています。
デュオPGは内装材と接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

サッシ　デュオPG（ペアガラス）
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◆お願い

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。

・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

センターポケットシンク ●人造大理石ワークトップ

しっとりとした質感で、キッチン空間を表情
豊かに演出します。

ダウンウォール

■スペック
ADRメカニカルスイッチタイプ
ADR731SIRY

オールインワン浄水栓
クロマーレ(エコハンドル)
JFHB461SYXJGY

グリル付ガスコンロ
ガラストップ・無水両面焼
R3G634B1L2V

ライン取っ手
アルミ シルバーアルマイト

食器洗い乾燥機
浅型タイプ
NP45RS5SJB(シルバー)

●キッチンパネル

清掃性に優れたキッチンパネルです。

ワークトップカラー 人造大理石扉カラー グループ３

シンクカラー ステンレス

キッチンパネルカラー

※ 水栓の位置は
左右が選べます。

ステンレス
センターポケットシンク

フランジ付
ミドルシンクを除く

美しさというクオリティ

スライドストッカープラン

大きな鍋も洗いやすいセンターポケット形状。
水はね音が静かな静音設計。

①加熱機器側引出し ②シンク側引出し

付属品

まな板スタンド付
ワイヤーポケット各扉シリーズごとに取手が異なります。

グレーズライン

セレニティライン

パストラルライン

W196
ﾊﾟｽﾃﾙﾎﾜｲﾄ

P196
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

Y196
ﾊﾟｽﾃﾙｲｴﾛｰ

R196
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾚｯﾄﾞ

K196
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

I197
ｼﾙｷｰｼﾀﾞｰ

C197
ﾗｲﾄｳｫﾙﾅｯﾄ

U197
ﾁｬｺｰﾙｾﾞﾌﾞﾗ

C198
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ
ﾌﾞﾗｳﾝ

G198
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ
ｸﾞﾘｰﾝ

T198
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ
ｵﾚﾝｼﾞ

P198
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ
ﾋﾟﾝｸ

V198
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

W198
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ
ﾎﾜｲﾄ

ラクな姿勢で手が届く中段が深くなっているので、普段使用している道具をたっぷりと
収納できます。引出し式だから、奥にしまったものも簡単に取り出せます。

スペースをムダなく活かして、たっぷり収納できる

引出し式のスライドストッカーを採用したプラン。

包丁差し

タオル
クリップ

① ②

下段の引き出し
はケコミ部分ま
で収納に活用。
ストック品や季
節物の道具がし
まえます。

タオルを掛けら
れるタオルクリ
ップ付。

中のラックは、　バネの力で
ラクに昇降が可能。目の高
さまで降ろして使えるので、普
段使いの収納として活用で
きます。ラックは収納物の落
下を防ぐガード付です。

ＭＥシリーズ

GW:ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

OA:ﾎﾜｲﾄｸ ﾗ゙ﾆｯﾄ UA:ﾎﾜｲﾄｻﾝﾄ゙

GE:ﾄﾗﾝｽﾘｭｰﾑﾎﾜｲﾄ

JV:ﾐｽﾄｻﾝﾄ゙ ﾎﾜｲﾄJW:ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ

最大積載
重量１５kg

下降寸法
３６cm

インバーター照明付

PRPSC0-120406-105a
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システムバスルーム ラ・バス
1616サイズ

BGDS-1616LBK

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

1204INAXブランド ホームページ　http://inax.lixil.co.jp/

LIXILホームページ  　　　　http://w ww.lixil.co.jp/

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

イメージ写真

ボタンを押して吐水 ジョグダイヤルで流量調節 ボタンを押して止水

「押す・回す」だけのラクラク操作

水はけをよくするハイバックガード

継ぎ目のない一体成形カウンター

排水がスムーズな
洗面器カウンター(全タイプ標準)

凹凸の少ないフラットな操作部

シャワー
ON/OFF
ボタン

吐水
ON/OFF
ボタン

温度調節
ダイヤル

吐水口

指一本でもお湯が出せて操作ラクラク。
フラットなデザインでおそうじラクラクな水栓。
プッシュ水栓は、シンプルで凹凸が少ないフラットなデザイン
で、おそうじラクラクです。また、操作はボタンを押すだけで、
お湯を出したり、止めたりできます。水圧を量したダイヤフラ
ム弁機構で、軽いタッチで快適にボタン操作ができます。

スライドフック付握りバー（メタル調）

シャワーホース
フック<グレー>

CKNB(2)-B-L1000/CH

タオル掛(メタル調)

KF-61S-PU1

FRP浴槽　（プッシュワンウェイ排水栓／樹脂）

大きめのベンチに、

優しいデザイン。

リビングソファの

ようなゆったり感と

コミュニケーション

の楽しさ、上質な

仕立てのよさを

盛り込みました。

出入りの動作や

入浴姿勢の

安定にも十分

配慮した設計です。

お選び
下さい。

ＦＲＰオーバル浴槽 ＦＲＰプレーン浴槽

段差12mm

折り戸

本体カラー

ホワイト/W

シルバー/S1

ブラック/K

VDY-8002052R(70)

キレイドア

くるりんポイ排水口

換気設備 タオル掛＆握りバー

天井＆照明 鏡＆収納

N86
ﾎﾜｲﾄ

Y81
ｲｴﾛｰ

P91
ﾋﾟﾝｸ

G81
ｸﾞﾘｰﾝ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

浴槽カラー FRP 洗面器カウンターカラー

前板:N86/ﾎﾜｲﾄ

天板:R22/ﾌﾞﾗｳﾝ天板:N86/ﾎﾜｲﾄ

前板:N86/ﾎﾜｲﾄ 前板:N86/ﾎﾜｲﾄ

天板:N11/ﾌﾞﾗｯｸ 天板:N11/ﾌﾞﾗｯｸ

前板:N11/ﾌﾞﾗｯｸ

床カラー

N66
ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

単色

HN722
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

HN723
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾌﾞﾗｳﾝ

HN724
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

HN442
ﾏｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸ

HN441
ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ

HN171
ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN172
ﾋﾟﾝｸｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN721
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾍﾞｰｼﾞｭ

壁パネルカラー

アクセントパネル：Lパネル(鏡面）

Lパネル(ＥＢ） ベースパネル(ＥＢ）

Lパネル(ＨＴ）

HT113
ﾓｸﾒUﾀﾞｰｸ

HT112
ﾓｸﾒUﾐﾃﾞｨｱﾑ

HT111
ﾓｸﾒUﾗｲﾄ

■ベースパネル＋　＜アクセントパネル張り＞

LE608
ｸﾞﾘｰﾝ

LE606
ﾋﾟﾝｸ

LE607
ｲｴﾛｰ

LE609
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ

LE604
ﾌﾞﾗｯｸ

LE601
Lﾊﾟﾈﾙ(EB)ﾎﾜｲﾄ

標準スペック

HT212
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

HT211
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ

HN153
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾌﾞﾙｰ

HN151
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾎﾜｲﾄ

HN891
ｱﾗﾍﾞｽｸﾌﾞﾗｯｸ

HN833
ｶﾞﾗｺﾓｻﾞｲｸｸﾞﾘｰﾝ

HN152
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝｸﾞﾘｰﾝ

HN641
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾀﾞｰｸ

HN461
ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

浴槽の残り湯を利用して排水トラップ

内にうず流を発生させ、うず流で排水口

をキレイに保ちます。

うずの力でキレイ
にまとめる

深さのあるカゴで、
すばやく排水

片手でポイ。
便利な把手

排水口のおそうじの不満を解決。

オンリーワンのうず流機能。

うず流
ヘアキャッチャー

排水

浴槽からの
排水

排水トラップ

うず発生イメージ

タテ型ガラリとパッキンレスで

すべてのドアがおそうじラクラク。

浴室側をパッキンレスに

してカビの発生を抑え、

ドア下の換気開口をタテ

向きにしたのでホコリが

たまらず外観もスッキリ

になりました。

パッキンレス

換気開口

ヨコ長ミラー
+高級収納棚180W(2段)

：常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機
(ランドリーパイプ:1本)
UFD-110A

平天井+ﾈｵｻｰｸﾙ照明（蛍光ランプ）

EFD-G1-1A(２灯 )

PRPSC0-120406-109

従来より省エネ性能をアップし
てより身近になりました。
2種類の風の流れで効率的な乾
燥を実現するサイドブロー機構
や高濃度プラズマクラスターを
搭載するなど、機能的にも大幅
アップしています。

効率的な運転、省エネ性能もアップ。
新しい浴室換気乾燥暖房機。

◆サイドブロー機構

◆風乾燥モード

新たにサイド吹出口を搭載。端から
端まで循環する気流をつくり、従来
では乾きにくかった壁寄りに干した
衣類でも効率的に乾燥します。

ヒーターをほとんど使用せず、効率
的な送風でゆっくりと衣類を乾燥。
外出時・就寝時など時間があるとき
に使用すると便利です。

お風呂にもテレビがある暮らしをご提案します。
ご想像ください！ぜいたくなひとときを。
体感ください！ご自身の浴室で。

地上デジタル浴室テレビ
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DAIKEN　　リビングドア　　　new RⅢ series 木目調のやさしい質感と個性的なデザインで、落ち着きのあるモダンな空間を演出します。

new RⅢ series

（ショートストロークレバーハンドル）
従来のレバーハンドル30度に対して、
わずかに動かす（約10度）だけでドアの
開閉ができる把手。両手がふさがっている
ときでも、開閉でき高齢者や力の弱い方
にもおすすめです

立体引手
にぎりバー
ラウンドタイプ（片引用）

標準引手
角座
シルバー

引手 他にオプションの引手も
ご用意しています。

レバーハンドル

他にオプションの引手も
ご用意しています。

NMデザイン 65デザイン
標準　RNデザイン
シルバー

Color variation基本仕様

■明かり窓

トイレドアには、入室を
確認しやすい明かり窓を
取り付けています。

■ドアの開閉音を小さくする
　　　　　　　　　　「消音ラッチ」

消音ラッチをすべてのタイプに標準装備。
ドア開閉時の音が気になりません。

□ MK オフブラック□ WH ネオホワイト □ MT ティーブラ□ ML ミルベージュ □ MF カフェブラウン □ MW ダルブラウン

ＬＤＫ

□C4　デザイン □Ｕ8　デザイン □06　デザイン □17　デザイン □D4　デザ □Y4　デザイン

liatedliatedliatedliatedliatedliated

洋室・洗面・トイレ

□00　デザイン □U0　デザイン □01　デザイン □D3　デザイン □F1　デザイン □U4　デザイン

liatedliatedliatedliatedliatedliated

標準引手
角座
ゴールド

標準　RNデザイン
ゴールド

イメージ写真
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DAIKEN　　　new RⅢ series　　　収納 木目調のやさしい質感と個性的なデザインで、落ち着きのあるモダンな空間を演出します。

new RⅢ series

Color variation

クローク収納X10

きれいに隠して、たっぷり仕舞って。広々快適な暮らしをご提案します。

□　フラット縦木目タイプ □　フラット横木目タイプ

ハンドルは
手がかりの
良い大きな
ラウンド型

□　シルバー □　ゴールド

■把手

玄関収納

使いやすさと収納力に優れた開戸式の玄関収納。

□ フラット縦木目タイプ □ フラット横木目タイプ

■湿度上昇を抑えます
　 収納スペース内部の湿度が高くなると収納物や棚にカビが生えることがあります。
　「さらりあ～と」はその高い調湿性によって湿気を吸収し湿度上昇を防ぎます。

■悪臭を低減させます
　　「さらりあ～と」は調湿作用の加えて、蒸れた足の臭い、ペット臭などの原因で
　　ある化学物質を吸着する作用があります。これによって収納スペース内部の
　　悪臭を低減させ、爽やかな環境を保ちます。

調湿建材「さらりあ～と」が湿気や悪臭をしっかり吸収します。

「さらりあ～と」の優れた調湿作用に
より、ユニット内部の湿気を吸収する
だけでなく、さまざまな臭いの原因質を
吸着することで悪臭を抑えます。
またとり外して天日干しをしていただくと
調湿機能は半永久的です。

■ハンドルタイプ、ハンドレスタイプが選べます

使いやすいハンドルの付いた
ハンドルタイプ

すっきりとした玄関を演出
できるハンドルレスタイプ

■把手

操作性に優れたハンドル形状。□ シルバー □ ゴールド

■サイズやプランバリエーションも豊富

ミラー付タイプもございます。

new RⅢ series

（参考例）

■折戸ユニット

イメージ写真

イメージ写真
ミラー付タイプもございます。

□ MK
オフブラック

□ WH
ネオホワイト

□ MT
ティーブラウン

□ ML
ミルベージュ

□ MF
カフェブラウン

□ MW
ダルブラウ

Color variation

□ MK オフブラック□ WH ネオホワイト □ MT ティーブラ□ ML ミルベージュ □ MF カフェブラウン □ MW ダルブラウン
工施トーロフ工施トーロフ
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DAIKEN　　　new RⅢ series　　　床・階段

床材　　フォレスティア

階段　ニューステージ

天然木床材の人気シリーズがEハードベース基材で新登場！

■ 親しみやすい自然なイメージ。木目のナチュラルな質感が引き立つオーク、繊細で落ち着きある木目のビーチを使用した床材。
■ すり傷がつきにくく、「スクラッチガード」機能と汚れやシミがつきにくい「ステンガード」機能により、ワックスによる保護は必要なく、
　お手入れが簡単です。
■キャスターや車いすが使える高い耐傷性を備えています。
■地球環境に配慮した植林木合板＋特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。

色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。
モダンな空間コーディネートを実現します。

■色のばらつきを抑える特殊オレフィンシートを採用。木質のやさしい雰囲気はそのままに、統一感にあふれた
　美しい空間コーディネートを演出できます。
■段鼻部をＲ形状化、ノンスリップ溝も大型化し、安全性に配慮しました。

□　ミルベージュ＜ML＞ □　ティーブラウン＜MT＞□　カフェブラウン＜MF＞

□　ダルブラウン＜MW＞□　ミューズホワイト＜ＢＨ＞

ＷＨ＜ネオホワイト＞部材

側桁
蹴込板
巾木

■モダンスタイル

ニューステージの踏板とネオ
ホワイトの部材を組み合わ
せることで生まれる色彩の
コントラストが、おしゃれな
モダン空間を演出します。
こだわりのお部屋やお気に
入りのインテリアのように、
階段を素敵にデザインする
ことができます。

オプション

□　オフブラック＜MK＞

■システム手摺35型

玄関から廊下・階段へと連続して、
さらにトイレや玄関にも設置が可能。
バリアフリー住宅に最適な手摺部材です。イメージ写真イメージ写真

イメージ写真

□　＜YC＞クリアオーカー　※階段にはYC色はございません。

□　＜MT＞ティーブラウン

□　＜MF＞カフェブラウン

□　＜MK＞オフブラック

□　＜BH＞ミューズホワイト

□　＜ML＞ミルベージュ

□　＜MW＞ダルブラウン

イメージ写真

仕様 　　　　
　

SOLANEX series  II
Division 7               

Prosperity
TSURUHASHI



ホームセキュリティー 　　
　　　

SOLANEX series  II
Division 7               

Prosperity
TSURUHASHI




