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Ⅰ型 Ｗ２５５０mmパナソニック キッチン Ｌａｃｕｃｉｎａ

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

475mm

●シンク下スライド
・包丁差し（ロック機構付）／まな板スタンド
・上置きトレイ／多目的ボックス

食洗用洗剤な
どの置き場所
に便利です。

●食器洗い乾燥機
下用

※写真は深型食器洗い乾燥機下用

●フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構

●クッキングコンセント

●コンロ下スライド
・調味料トレイ／仕切りパイプ／ボトルトレイ
・多目的ボックス／引出しトレイ

小引出し

●キッチンボード（3mm厚）
天ぷらなどの油の飛び散りも、
簡単にふき取れます。
＊鏡面調

キッチンボード

※イメージです。

レンジフード

●スマートフードⅡ
省エネ性とおそうじ性を両立しました。
＊シルバー色／W750mm
＊LED照明／フィルター付
［QSS43AHZ2M］

常時換気

シンク

●スキマレスシンク ステンレスMタイプ
スラくるネット付

使い方に合わせて左右へ自由に動かせる
便利なスラくるネットを標準装備。
＊洗剤ラック・排水プレート付

フレームとネット
の2ピース構造。

スラくるネットは表裏の両面が使えます。

裏返すと浅めの水切り
カゴとしても使えます。

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。

●人造大理石カウンター
自然な質感と高級感が魅力の
人造大理石カウンター。
＊ノンドリップ形状

カウンター

グラーノホワイト

カウンター高さ

●カウンター高さ
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。

食器洗い乾燥機

●食器洗い乾燥機
フロアユニットの取っ手ラインと調和する、
スタイリッシュな「スリムデザイン」に。
＊浅型／シルバー色
［QSS45RS7SDP］

ウォールユニット

●ソフトダウン・ウォールユニット
収納棚をアイレベル（目の高さ）まで降ろして、
必要なものがすぐ取り出せます。
＊手動式／耐震ロック付
＊取っ手レス／照明スペース付

●ウォールユニット
扉の下方を手にひっかけて開閉する
シンプルな取っ手レスを使用。
＊H700mm

700mm
600mm

500mm

耐震ロック

照明器具

●LED流し元灯
＊ウォール下・壁面固定用
＊明るさ：20形直管蛍光灯1灯相当
＊消費電力：12W／シーソースイッチ
［QS35RM］

フロアストッカー

取っ手がストッカー上部にあるから

引き出しやすい。

水栓金具

●混合水栓ハンドシャワー
直流からシャワーヘッドの切替えつまみを
右に回すとシャワーになります。
［QS04FPSNA］

ヘッド引出し寸法 約30cm

直流 シャワー

立消え安全装置調理油過熱防止装置

加熱機器

●ガスコンロ（片面焼きグリル付）
＊外観：シルバー色／W600mm
＊トッププレート色：ブラックドット
＊ガラストップ（結晶化ガラス）
［QSSG32Q3V］



パナソニック キッチン Ｌａｃｕｃｉｎａ フラット対面 Ｗ２２８５mm／Ｗ２５８５mm

●シンク下スライド2段引出し付
・包丁差し（ロック機構付）／まな板スタンド
・上置きトレイ／多目的ﾎﾞｯｸｽ／引出しトレイ

食洗用洗剤な
どの置き場所
に便利です。

●コンロ下スライド
・多目的ボックス
・ボトルトレイ

小引出し

●ガスコンロ（両面焼きグリル付）
＊外観：シルバー色／W600mm
＊トッププレート色：ブラックドット
＊ガラストップ（結晶化ガラス）
［QSSW32Q6W］

※イメージです。

加熱機器 〈オプション〉

調理油過熱防止装置 立消え安全装置

フロアストッカー

取っ手がストッカー上部にあるから

引き出しやすい。

●クックスクリーン
ダイニング側への油の飛散を少なくします。
透明で視界をさえぎらないデザイン。

クックスクリーン

レンジフード

●薄型サイドフード
＊シルバー色／W750mm
＊LED照明／フィルター付／リモコン対応
［QSS81AHWZ2M］

常時換気

シンク

●スキマレスシンク ステンレスMタイプ
スラくるネット付

使い方に合わせて左右へ自由に動かせる
便利なスラくるネットを標準装備。
＊洗剤ラック・排水プレート付

フレームとネット
の2ピース構造。

スラくるネットは表裏の両面が使えます。

裏返すと浅めの水切り
カゴとしても使えます。

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。

カウンター高さ

●カウンター高さ
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。

水栓金具 〈オプション〉

●グースネック水栓（ハンドシャワー付）

直流から水はねを抑え、きめ細かく勢いの
あるソフトフィールシャワーに切替えできます。
［QSKM807PC］

ヘッド引出し寸法
約30cm

直流 ソフトフィールシャワー

カウンター

グラーノホワイト

●人造大理石カウンター
自然な質感と高級感が魅力の
人造大理石カウンター。
＊ノンドリップ形状

●キッチンボード（3mm厚）
天ぷらなどの油の飛び散りも、
簡単にふき取れます。
＊鏡面調

キッチンボード

食器洗い乾燥機

●食器洗い乾燥機
フロアユニットの取っ手ラインと調和する、
スタイリッシュな「スリムデザイン」に。
＊浅型／シルバー色
［QSS45RS7SDP］

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

475mm

●食器洗い乾燥機
下用

※写真は深型食器洗い乾燥機下用

●フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構

●クッキングコンセント

●テーブルタイプ
空間を広く感じることができ、みんなでキッ
チンを囲んで、一緒に料理ができるオープン
なスタイルのキッチンです。
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

ダイニング側納まり

※間口により収納パーツが異なります。



パナソニック キッチン Ｌａｃｕｃｉｎａ  コンセプト

手の届きやすい範囲によく使うモノを置くなど、収納するモノの使用頻度や、使う場所から、最適な収納場

所を考えました。だから、使いやすく、いつもきれいに片づきます。

475mm

しっかり引き出して、しっかり入る。

便利な小物フックも
2個付いています。
＊最大積載量：3kg/個

調理家電がさっと使えます。
手前にコンセントがあるからカウン
ター上に物が多くてもコードが汚れ
にくく、気にせず使えます。また、水
ダレから差込み口を守る形状になっ
ています。

クッキングコンセント

コンロ下ユニット

●コンロ下スライド
コンロまわりで使うものを効率よく収納。

多目的ボックス
お玉やへらなどを立てて収納できます。

ボトルトレイ
油や調味料の収納に便利。

小引出し
調味料などの
小物の収納に
便利です。

調理スペース下ユニット

●食器洗い乾燥機下用（収納あり）
深型食器洗い乾燥機下は収納スペースにもできます。

シンク下ユニット

●シンク下スライド
包丁、まな板、調理器具を使いやすい位置に収納できます。

上置きトレイ
食洗用洗剤など
の置き場所に便
利です。

まな板
スタンド
取り外して、カ
ウン タ ー上で
も使えます。

多目的
ボックス
お玉やへらな
どを立てて収
納できます。

包丁差し
ロ ッ ク 機 構 付
の包丁差しが
付いています。
（4本収納）

※プランによりユニットの組み合わせが異なる場合がございます。

これからのスタンダード。料理のしやすさを考え抜いた、スマートなキッチン

料理をもっとラクに、もっと楽しく。

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックが 

キッチンで一番大切な「料理のしやすさ」を考え抜いてつくりました。



パナソニック キッチン カラーバリエーションＬａｃｕｃｉｎａ

カウンター高さ

80cm 85cm 90cm

ストッカー

シルバー色ストッカー

扉柄ストッカー

扉 柄

CV30シリーズ

ライン
ダーク柄

ライン
ミディアム柄

ライン
ライト柄

ライン
ホワイト柄

シェード
ブラウン柄

シェード
ホワイト柄

CB30シリーズ

ベリーレッド マンゴーイエロー ローズピンク リーフグリーン ソフト
ウォールナット柄

ソフトチェリー柄 ソフトオーク柄 ホワイト
アッシュ柄

CT20シリーズ

アルベロブラック アルベロホワイト

CP20シリーズ

ベージュ

CM10 シリーズ

ホワイト

CI10シリーズ

CJ30シリーズ

マットホワイト

CW30シリーズ

ブラウン ライト
ベージュ

ホワイトエイジドダーク柄 エイジドライト柄

CS30シリーズ

CH20シリーズ

ヴィンテージ
メタル柄

ペイントウッド柄ヴィンテージ
ブラウン柄

CL20シリーズ

ネイビー ファインレッド オリーブ
グリーン

ベージュ ビューティ
ホワイト

コーラルピンク

ハンドル取っ手

HAA HCD

HAE HCE

アルミライン取っ手

LCA

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手

＋
MJD

引出しはハンドル取っ手、
開き扉はつまみ取っ手がつきます。

MJG
＋

＋
MJE

キッチンボード 〈3mm厚〉 鏡面調

ホワイト

ライトナイーブ柄 ネオマーブル柄

ホワイト



パパナナソソニニッックク ババススルルーームム ＦＦＺＺ １１６６１１６６ 〈〈フフララッットト天天井井／／壁壁 ＨＨ２２１１５５００mmmm〉〉

エトセトラ

●フリーサイズ窓枠
＊1m×4本

ド ア

●2枚折りドア
＊スチロール面材（半透明）

＊ホワイト

ミラー

●セミワイドミラー

※イメージです。

スミピカフロア

コーナー部分に目地がないので
床のスミまでラクに拭けます。

スポンジを滑らせやすい
同一方向のグリッドパターン。

床が立ち上がっていて
シーリング材が上にある
ので、水が残りにく く
カビが生えにくい。

床立ち上げ式（スミピカフロア）

ささっと排水口

お掃除カンタン
「ささっと排水口」。

集める

水の流れで髪の
毛を中央に

捨てる

髪の毛はさっと
ゴミ箱へ

洗う

目皿も
洗いやすい形状

コーティングなし（樹脂製）

フッ素配合新素材 アクアマーブル人造大理

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。

キレイが長く続く、
つややかな浴槽。

はっ水・はつ油成分を表面だけでな
く素材に練り込んでいるので、汚れ
がつきにくく、キレイが長持ち。

ルブーマアクアPRF
人造大理石

フラットラインLED照明FZ

バスルームを心地よく照らす長寿命※なLEDのあかり。

※LED素子の定格寿命は全光束（明るさ）が初期の70％となる時間です。
定格寿命は平均寿命であり、保証値ではありません。
定格寿命はLED素子に関するものであり、電源ボックス等他の部品の
設計寿命とは異なります。

快適なバスタイムのための照度設計。
ライン状のスマートなフォルムで
浴室を引き立てるあかり。
LEDだから省エネ、長寿命※。
浴室内の空間照度を確保しながら、
足元や床のスミもしっかり照らすので、
おそうじラクラクです。

明

暗

◎浴室内照度分布図

・条件：浴室サイズ1616、壁高さH2150mm
・当社の解析検証結果

壁付照明（蛍光灯） フラットラインLED照明FZ

洗い場側はカウンター下にも
きちんと光が届きます。

●ポップアップ排水栓 ●組みフタ
＊組みフタフック・ホワイト

●オートルーバー
暖房換気乾燥機

＊100V
＊物干しバー付（1本）

●フラットライン
LED照明FZ

白色

●タオル掛けB
＊メタル

収納棚

●ライトシェルフ
＊2段

シャワーヘッド

●メタル
シャワーヘッド

＊シルバーホース

●スタンダード水栓
＊メタルハンドル

洗い場側水栓 スライドバー

●握りバー兼用
スライドバー Bタイプ

＊メタル

カウンター

●ウェーブカウンター



浴 槽

浴槽形状

アーチ浴槽 エスライン浴槽

壁 柄

Dグレード

パラレルベージュ柄
＋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
＋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

パラレルグリーン柄
＋パラレルホワイト柄

グレイスホワイト柄パラレルホワイト柄

Cグレード

モザイク硝子ブルー柄
＋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

モザイク硝子ブラウン柄
＋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

サニーベージュ柄
＋パラレルホワイト柄

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
＋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

ダークマーブル柄
＋パラレルホワイト柄

ブラックランダムライン柄
＋グレイスホワイト柄

グレーランダムライン柄
＋グレイスホワイト柄

ベージュランダムライン柄
＋グレイスホワイト柄

収 納 棚

ライトシェルフ（2段）

ホワイト ブラック

床

スミピカフロア

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※

※濃色系の床は地域による水質の違いにより水アカが目立ちやすくなる場合があります。

アクアマーブル人造大理石浴槽

※カラーラ柄は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。

カラーラ
ホワイト※

カラーラ
ベージュ※

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

カウンター

ウェーブカウンター

ピュアホワイト ベージュ ライトブラック

洗い場側水栓

スタンダード水栓（メタルハンドル）

ホワイトカバー ブラックカバー

エプロン

ピュアホワイト

ミディアムグレー

ミディアムベージュ

パナソニック バスルーム ＦＺ １６１６ カラーバリエーション



洗洗面面ドドレレッッシシンンググ ＣＣＬＬｉｉｎｎｅｅ ＷＷ７７５５００mmmm  ・・ＷＷ９９００００mmmm 〈〈新新ススタタンンダダーードドＤＤ５５３３００タタイイププ〉〉

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。

生活スタイルに合わせて

わが家にぴったりのプランを

つくれます。

●パノラマスライドタイプ

本体キャビネット

引出しを出してもドア枠に当たら
ないよう、引出しを約13mm回避
しています。

引出しがドア枠に
当たらない構造。

カウンター

●容量12L／洗面ボール深さ165mm
お掃除しやすい工夫のカウンター部。

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。

ウエットエリアウエットエリア

ポップアップ式排水栓
（ヘアキャッチャー付）

D530mm

ミラー

●ツインラインLED照明3面鏡

*可変トレイ センター3個・サイド 5個付
*コンセント 3個（うち収納内2個）合計1400Wまで

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

すすっっききりり家家電電収収納納

置き場所に困る美容家電を出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。

※写真はツインラインLED照明3面鏡（幅900mm）収納例です。

消し忘れの心配なし電気代ゼロ！

ヒーターを使わないから、

吸水コーティング
加工を施したミラー。
消し忘れの心配も
ありません。

（センターミラー部のみ）

●ミドルパネル
ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。

●扉柄 タイプC●扉柄 タイプB

アルベロブラック（鏡面） アルベロホワイト（鏡面）

ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ホワイト

水 栓

3度傾斜設計

3°

●マルチシングルレバー洗面
水栓を傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。水栓は引き出せるので、お掃除に便利。

合成画像 ※イメージです。



洗洗面面ドドレレッッシシンンググ ＣＣＬＬｉｉｎｎｅｅ ＷＷ７７５５００mmmm  ・・ＷＷ９９００００mmmm 〈〈新新ススタタンンダダーードドＤＤ５５３３００タタイイププ〉〉

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。

生活スタイルに合わせて

わが家にぴったりのプランを

つくれます。

※イメージです。

フロートタイプ

＊棚板・側板は
「ホワイト」になります。

ミラー

●ツインラインLED照明3面鏡

*可変トレイ センター3個・サイド 5個付
*コンセント 3個（うち収納内2個）合計1400Wまで

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

すすっっききりり家家電電収収納納

置き場所に困る美容家電を出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。

※写真はツインラインLED照明3面鏡（幅900mm）収納例です。

消し忘れの心配なし電気代ゼロ！

ヒーターを使わないから、

吸水コーティング
加工を施したミラー。
消し忘れの心配も
ありません。

（センターミラー部のみ）

●ミドルパネル
ミドルパネルは、点線部が合成樹脂パネルです。

水 栓

3度傾斜設計

3°

●マルチシングルレバー洗面
水栓を傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。水栓は引き出せるので、お掃除に便利。

カウンター

●容量12L／洗面ボール深さ165mm
お掃除しやすい工夫のカウンター部。

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。

ウエットエリアウエットエリア

ポップアップ式排水栓
（ヘアキャッチャー付）

D530mm

●扉柄 タイプC●扉柄 タイプB

アルベロブラック（鏡面） アルベロホワイト（鏡面）

ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ホワイト



ベーシア　シャワートイレ

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

機能一覧

カラーバリエーション リモコンデザイン

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色 ( 納期約２週間 )

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ 壁リモコン

■■■　キレイ機能　■■■
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )
パワーストリーム洗浄
スッキリノズルシャッター
ノズルそうじ
ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱
女性専用レディスノズル
キレイ便座
便フタワンタッチ着脱
抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

■■■　 エコ機能　 ■■■
超節水 ECO5（大 5L、小 3.8L）
スーパー節電
ワンタッチ節電 (8h)
電源スイッチ

■■■　 洗浄機能　 ■■■
おしり洗浄（泡ジェット洗浄）
ビデ洗浄（泡沫ソフト）
おしりワイド洗浄
おしりマッサージ洗浄
ワイドビデ洗浄
ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

暖房便座
パワー脱臭

スローダウン便座
便座ヒーターオートOFF
着座センサー
リモコン
点字対応

ジルコン

キズ、汚れに強く、
銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

キズ汚れに強い
高硬度のジル
コンを釉薬の
表面まで含ん
でいるので、
キズがつきに
くく、汚れの
付着を軽減し
ます。 素地質

下釉

上釉

キレイ機能
パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっ
かり汚れを洗い流します。
さらに、溜水面が広く、汚れがつきにくい仕様です。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。
新しいフチ形状でお掃除がしやすくなりました。

フチレス形状

ハイパーキラミック

擬似汚物を
塗布

洗浄 洗浄後

汚物汚れに強い

しっかりエコ
エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く
節約します。

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180Lで計算）

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。
従来品※(大１３Ｌ)と比べ約６９％の節水を実現。
２日でおフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。
また、水道料金なら年間約１３,８００円  もお得です。

ワンタッチ式紙巻器

紙巻器

CF-AA22H

国際規格に準拠した
安心と信頼の抗菌効果

コンパクトなフォルム
コンパクト設計の奥行760mmなの
で、空間をより広々でき、ゆとりを生
み出します。

スタンダードシリーズ タオルリング

タオルリング

KF-91

汚れが入りやすいつぎ目があ
りません。新素材により気にな
る便座裏の汚れもサッとひと
拭き、お掃除ラクラク。

キレイ便座

使わないときはノズルを収納。男子
小用時などの汚れの心配もなく、ノ
ズルはいつも清潔。シャッターは着
脱可能なので、お手入れも簡単です。

スッキリノズルシャッター
LIXILはノズルが２本。おしり
洗浄用ノズルとは別に、女性
にやさしいビデ洗浄用ノズル
を搭載しました。

おしりノズル

レディスノズル

女性専用『レディスノズル』
ノズルの先端を取り外してカ
ンタン交換可能です。

ノズル先端着脱

手の洗いやすさを考えた、広
くて深い手洗鉢です。

手洗しやすいフォルム
着座すると自動で脱臭。

パワー脱臭

BC-BA20S/DT-BA282

PRPSC0-180115-050f

便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ


