
170127河本興業（株）＊パナソニック リビング近畿（株） 

河本興業株式会社 

 標準仕様 



170127河本興業（株）＊パナソニック リビング近畿（株） 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。 

WLRGWB 河本興業 標準仕様 

ウォールユニット フロアユニット 

シンク 

レンジフード 

水栓金具 

ユニット内外装色、 
底板の色は 

スーパーホワイト。 

たっぷり入って、出し入れスマート。かしこい収納。 

収納たっぷり引出し最大奥行き４７５mm 
（ユニット仕様や引出しの種類により奥行が異なります。） 

ﾌﾙｵｰﾌﾟﾝｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ 
ソフトクロージング機構 

静かに閉まります。 

加熱機器 

●ウォールユニット 高さ７００ｍｍ 

耐震ロック機構を標準装備。 

シンプルな取っ手レスを採用。 

600mm 700mm 

高さ 

500mm 

耐震ロック 

ウォールユニット特長 

シンプルな取っ手レスを採用。 

扉の下方を手にひっかけて開閉します。 

直流 シャワー 混合水栓ハンドシャワー 
シャワーヘッドの切り替えつまみを右に回すと 
シャワーになります。 
<QSKM5031TPC>  

■スライドタイプ 

●コンロ下スライド                         
調味料トレイ、ボトルトレイ、    
多目的ボックス付。 

適材適所に収納できるから使いやすい。 

●シンク下スライド 
内引出し、包丁差し、まな板スタンド、                        
多目的ボックス、上置きトレイ付。 

クッキングコンセント 
手元のコンセントで、素早く         
カンタンに、調理家電が              
使いこなせます。 
小物を掛けておくのに便利な            
小物フックが2個付いています。 

●シルバー色ストッカー 

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。  

LED流し元灯(昼白色） 
対面設置用・ウォール下固定専用 
シーソースイッチ <QS36RM>  

※写真は壁固定用。 

パナソニックキッチン ラクシーナ Ｉ型２５５０ 

90cm 

85cm 

80cm 

カウンター 

カウンター高さは３タイプ 

身長に合わせてカウンターの               
高さを選んで、身体に負担の                
少ないキッチンに。 

人造大理石カウンター フリント 
グラーノホワイト 

「スラくるネット」が動くから 
使い方が広がります。 

シンク ス キ マ が な い か ら 汚 れ に く い 、 お そ う じ ラ ク ラ ク 。 

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。 

スキマレスシンク 

アミカゴはゴミが集 
まりやすく、捨て 
やすい形状です。 

キッチンボード 

キッチンボード [3mm厚] 
ネオマーブル柄 
ホワイト(JF) 

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

ガスコンロ ホーロートップ 幅６００mm 
片面焼きグリル 【正面：シルバー色】 
トッププレート：グレー色 
<QSSG32N1N>  

「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」を標準装備。 

トッププレートはお掃除しやすい形状。 
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WLRGWB 河本興業 標準仕様 

目地の少ない大判パネルなので、 

汚れが簡単に拭き取れます。 

キッチンボード（３ｍｍ厚） 扉柄 

ネオナイーブ柄 

ホワイト
（ＹＳ） 

ホワイト
（ＪＦ） 

ネオマーブル柄 

ダーク柄 

［ＥＴ］ 
ライト柄
［ＥＮ］ 

ミディアム柄
［ＥＪ］ 

アルベロブラック 

［ＰＶ］ 

ビューティホワイト 

［ＬＷ］ 

ファインレッド 

［ＬＤ］ 

オリーブグリーン 

［ＬＺ］ 

ベージュ 

［ＬＢ］ 

オレンジ 

［ＬＥ］ 

ネイビー 

［ＬＣ］ 

ブラウン 

［ＬＭ］ 

ベージュ 

［ＭＶ］ 

ホワイト 

［ＩＷ］ 

アルベロホワイト 

［ＰＦ］ 

ホワイト柄 

［ＥＵ］ 

CE20シリーズ CP20シリーズ 

CL20シリーズ 

繊細でナチュラルな表情の木目柄。 

落ち着いたイメージにコーディネイトできます。 

ブラック・ホワイトの木目鏡面柄で 

モダンな空間に仕上げます。 

鮮やかな色合いから落ち着いた 

色合いまで豊富にラインアップしました。 

CM10シリーズ CI10シリーズ 

マットな表情が醸し出す、ベーシックで
落ち着いた雰囲気の色柄です。 

キッチン空間にとけこむ、 

淡色系の爽やかな色柄です。 

CH20シリーズ 

ペイントウッド柄 

［ＨＭ］ 

ヴィンテージメタル柄 

［ＨＱ］ 

HMのみ 

取っ手 

[ＨＡＡ] 

[ＨＡＥ] 

[ＨＥＳ] 

[ＨＥＥ] 

ハンドル取っ手 アルミライン取っ手 

[ＬＣＡ] 

ウォールユニット 特長 
シンプルな取っ手レスを採用。 
扉の下方を手にひっかけて開閉します。 

フロアユニット ウォールユニット 

[ＨＣＤ] 

[ＨＣＥ] 

使い込んだような味わいのある素材柄シリーズ。 

個性的でこだわりを感じる空間を創れます。 

パナソニックキッチン ラクシーナ Ｉ型２５５０ 
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パナソニックバスルーム オフローラ １６１６サイズ  

断熱組みフタ・組みフタフック（ホワイト） 

保温浴槽Ⅱ 

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。 

風呂フタ断熱材 厚み20mm 

断熱材厚み 20～40mm 

※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。 
※具体的な根拠はカタログ等の算出根拠をご参照願います。 

5時間経っても 

約2.5℃以内の湯温低下 

追い焚き回数が 
減るから光熱費がお得。 

エプロン フッ素配合新素材 アクアマーブル人造大理石浴槽 ・ 保温浴槽Ⅱ 

ピュアホワイト 

ミディアムベージュ 

ミディアムグレー 

カラーラホワイト※ 

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 
排水栓 

カラーラベージュ※ 

腕をのせてくつろげるアームレスト、 

手でつかみやすいフランジ形状。 

脚も伸ばしてゆったり。 

ゆるやかな曲線が、スタイリッシュな 

印象を与えます。 

浴槽内ステップ付きで、半身浴や 

親子入浴もゆったり、思いのまま。 

フチに腰かけやすく、出入りもラクラク。 

環境にやさしい節水タイプ浴槽です。 

アーチ浴槽 

～エスライン浴槽 もしくは アーチ浴槽 より お選びいただけます～ 

エスライン浴槽 

カラーラグレー※ 

ライトホワイト ライトベージュ ライトローズ 

浴槽内寸法 ： W615×L1310×D484（mm） 

浴槽内寸法 ： W626×L1370×D484（mm） 

ベンチ高さ ： 184mm 

＜流れ模様＞ 

＜単色＞ 

※樹脂の自然な流れにより大理石の流れ模様を再現しているため、 
商品ごとに柄の出方が異なります。 

イメージ図 

大理石をイメージした素材感。 
そのキレイが、長く続く。 

素材を何層にも重ねる配合技術により、大理石ならではの深みや 
奥行き感のある柄を表現。ひとつひとつ異なる表情を持った浴槽です。 
美しい大理石をイメージした流れ模様（カラーラ柄）と、シンプルな単色（ライト柄）からお選びいただけます。 
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パナソニックバスルーム オフローラ １６１６サイズ  

天井・換気設備・照明 ミラー・タオル掛け・握りバー ドア（スキットドア） 

換気口を水のかかりにくい 
ドア上部に移動。 

面材まわりがパッキンレスなので 
おそうじがラクラク。 

段差は 
わずか５ｍｍ。 

２枚折りドア 
ホワイト 
（段差５mm） 

入った空気が 
ドアに沿うように 
下に流れて 
換気します。 

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 

スリムミラー 

フリーサイズ窓枠 
（ホワイト） 
１ｍ×４本（Ｄ＝１９０ｍｍ） 

壁柄 床 

ｳｪｰﾌﾞｶｳﾝﾀｰ 水栓金具・シャワーヘッド 

カバー：ブラック 

カバー：ホワイト 

ピュアホワイト 

ベージュ 

ライトブラック 

ウェーブカウンター 

洗い場側： 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ水栓 

樹脂ハンドル 

ｼﾙﾊﾞｰﾎｰｽ 

ﾒﾀﾙｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ 

Ｉ型握りバー ホワイト 
長さ：400㎜ 

パラレルグリーン柄＋ 
パラレルホワイト柄 

パラレルピンク柄＋ 
パラレルホワイト柄 

パラレルベージュ柄＋ 
パラレルホワイト柄 

パラレルホワイト 
パラレルホワイト柄 
バーチカルブラック柄＋ 

パラレルホワイト柄 
バーチカルボルドー柄＋ 

グレイスホワイト 

パラレルホワイト柄 
モザイク硝子ブルー柄＋ 

パラレルホワイト柄 
モザイク硝子ブラウン柄＋ 

パラレルホワイト柄 
アンティークブラック柄＋ 

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 
エアリーブルー柄＋ 

パラレルホワイト柄 
エアリーピンク柄＋ 

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 
グレーオニックス柄＋ 

パラレルホワイト柄 
ベージュオニックス柄＋ 

パラレルホワイト柄 
サニーベージュ柄＋ 

グレイスホワイト柄 
モザイクホワイト柄＋ 

グレイスホワイト柄 
モザイクベージュ柄＋ 

グレイスホワイト柄 
珊瑚石柄＋ 

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 
ウォールナット柄＋ 

グレイスホワイト柄 
チェリー柄＋ 

グレイスホワイト柄 
メープル柄＋ 

マット 

光沢 鏡面 光沢 鏡面 光沢 鏡面 光沢 鏡面 光沢 鏡面 光沢 鏡面 光沢 鏡面 光沢 鏡面 

光沢 鏡面 光沢 鏡面 

マット マット マット マット マット マット マット マット マット マット マット マット マット マット 

光沢 光沢 光沢 光沢 光沢 光沢 光沢 光沢 光沢 光沢 光沢 

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。斬新で個性豊か

な空間が演出できます。 

アクセントパネル 

隣り合う壁パネルは 
ランダムな柄配列に 

なります。 

パラレルホワイト柄 
ダークマーブル柄＋ 

マット マット 

グレイスホワイト柄 
ベージュランダムライン柄＋ 

マット マット 

グレイスホワイト柄 
グレーランダムライン柄＋ 

マット マット 

グレイスホワイト柄 
ブラックランダムライン柄＋ 

光沢 鏡面 

物干しバー１本付き 

フラット天井 
壁高さ ２１５０ 

サークルＬＥＤ照明 １灯 
（電球色） 

オートルーバー暖房換気乾燥
機。風向きを自動で調整して
ムラなくすばやく暖房。ワイヤ
レスリモコン付。 

タオル掛けＡ（ホワイト） 

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。 

水が入り込まず、汚れがたまりにくいので、           
キレイが続きます。 

水の流れで  
髪の毛を  
中央に。 

捕集した    
髪の毛は  
さっと        
ゴミ箱へ。 

滑りにくく、乾きやすいパターンの床。 

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 単色・ささっと排水口 

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ 

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ 

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ 

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。 

スポンジを滑らせやすく、拭き掃除もラクラク。 

ゴミがまとまりやすい 
目皿の形状。 

微細な凹凸が 
足をしっかり 
捉えます。 

③乾きやすい ②水の表面張力を 
  壊す効果で 
  水玉ができにくく 
 

①水にぬれても 
 

床立ち上げ式（スミピカフロア） 
床のスミまでスポンジが届きやすく、シーリングが 
水を含みにくい構造なので、カビが生えにくい。 

ささっと排水口 

コーティングなしの樹脂製 

「ささっと排水口」 

シャワー 
スライドバー 
（メタル） 
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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。 

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン 

※イメージ写真 

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 

扉柄 

洗面ドレッシング ＣＬｉｎｅ シーライン 新スタンダードタイプ D５３０mmタイプ Ｗ＝７５０mm   

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 

（カチット水栓） 

水栓 ミラー 

本体キャビネット 

両開きタイプ 

機能性とデザインが 

融合した、スタイリッシュな 

ライン取っ手が印象的。 

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。 

新ＬＥＤ照明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。 

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。 

※写真は新LED照明3面鏡                        
幅900mmの収納例です。 

収納例 

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 

取っ手 

【タイプＢ】 

ダーク柄 

ライト柄 

アルベロブラック柄 

アルベロホワイト柄 

スタンダード木目柄 鏡面木目柄 

ホワイト 

【タイプＣ】 
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トイレ ＮｅｗアラウーノＳ２ ホワイト トイレカウンター アラウーノ手洗い 

据置タイプ 

排水口まで  
一体成形で、  
おそうじラクラク。 

スキマレス排水口 

手動水栓 

棚付き２連ペーパーホルダー 
ショートタイプ 

ダーク柄 ライト柄 エクセルホワイト柄 

【扉・棚板柄 タイプB】 

省エネ 

■ターントラップ洗浄方式 

※1 水道代は約20年前の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）との比較。室温15℃、水温15℃、男性2人、女性2人の4人家族が1日16回（大4回、小12
回）、365日使用した場合で、男性小1日4回として計算。ハネガード使用の場合、1日16回（大4回＋小6回＋小〈ハネガード使用〉6回）で計算。■算
出基準料金（税込）：上水道／下水道料金目安単価273円/m3（東京都）［省エネ防犯住宅推進アプローチブックを消費税8％に換算］シミュレーショ
ンの計算は2015年4月時点。消費税は8％で計算 

■エコ設定 

ターントラップ 
洗浄方式により、 
大幅な節水が 
できます。 

従来より少ない 
水量で、水道代を 

年間約13,700円※1 

節約 

設定温度をおさえた 
エコモードなら、 
便座や温水の待機電力を 
削減します。 

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 

機能 

■おしり洗浄機能 

おしり洗浄 
（気泡入りスイングシャワー） 

気泡を含んだ温水が揺れ 
るので、しっかり洗えます。 

ビデ洗浄 
デリケートな温水シャワー 
がやや前方から後方に 
やさしく洗います。 

ダブルスイング／リズム洗浄 
2つの出口からお湯が 
スイング。強弱を繰り返し 
て適度に刺激を与えます。 

ツインノズル 
おしり用とビデ用を別々
にし、清潔性に配慮。使
用前後に自動洗浄します。 

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

アラウーノ手洗い／ペーパーホルダー 

■汚れがたまるスキマを 
  なくしました 

お掃除 

■トリプル汚れガード 泡と新構造で汚れをおさえるトリプル汚れガード 

ハネガード フチにあたってもタレガード 座ってしたときはモレガード 

泡のクッションで受けとめて、 
「トビハネヨゴレ」を 
おさえます。 

フチの立ち上がりが外に 
垂れ出るのをおさえます。 

「便座」と「便器」の巧みな 
合わせ技で漏れ出すのを 
おさえます。 

ボタンひとつで水位が下がり、輪じみのお掃除が簡単に 
できます。（常時、水位を下げることはできません。） 

■お掃除水位モード 

汚れのタマリヤスイスキマがない
のでふき掃除も簡単にできます。 

■泡と水流でしっかりお掃除 

新スパイラル水流 激落ちバブル 

泡のパワーで 
しっかり洗う 

少ない水で 
一気に流しきる 

台所用洗剤で 
洗えます 

汚れがこびりつきやすかった部分も、
サッとふくだけでお掃除完了です。 

便ふたと便器のスキマはわずか５mm。 
汚れても一気に拭き取れます。 

高さ３mmの 
フチが防ぐ 

■有機ガラス系新素材 
ブラシで１０回こすった結果 

陶器 有機ガラス系新素材 

陶器は水アカが 
大の苦手 

はっ水性なので水アカが 
表面に固着しにくい。 

素材 

｢割れ｣や｢ヒビ｣だけ 
でなく｢キズ｣にも強い。 

新素材は、水族館の水槽 
や航空機の窓にも使用 
される軽く強い素材。 
細かい傷もつきにくい 
特長をもっています。 
ブラシ掃除も可能です。 
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トイレ ＮｅｗアラウーノＶ リミテッド ホワイト 

使わない時間を 
自動判断して節電 
おまかせ節電 

８時間後に 
通電が自動復帰 
切タイマー 

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 

継ぎ目がなく 
汚れにくい 
「ステンレスノズル」 

使用前後の 
３回自動で洗う 
「ノズル滝洗浄」 

トイレの３大臭を 
とことん除去 
オート脱臭 

ビューティトワレ 
ＣＨ９２４ＳＷＳ 

見やすく大きなボタンの 
ワイヤレスリモコン 

手洗い 

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。 

温水洗浄便座  （貯湯式） 

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。 

有機ガラス系新素材 

はっ水性に優れた新素材で、 

汚れの原因「水アカ」をはじき、 

汚れてもカンタンに落とすことが 

可能です。 

●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 

水アカ除去 

少ない水でキレイに流す、３Ｄツイスター水流 

パナソニック独自の 「センサー付きターントラップ方式」＆「水流コントロール設計」 

排水路が上を向き、①ボールに水をためた状態で水を長時間旋回させ、 
②流れをコントロールして水を集め、勢いをつけて排水。 
小洗浄3.0L、大洗浄4.6Lと、少ない水量での洗浄を実現しました。 

※1 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。 
※3 約20年前のサイホンゼット式トイレ 

※1 

① ② 

ターントラップ方式 

アクセサリー 

タ オ ル 

リ ン グ 
ペーパー 

ホルダー 


