Color variation

厳選した樹種より四種類をシート柄にしました。

リビエ リアロ
リアロウォールナット柄

【内装ドア リビエ リアロ】

取っ手
※写真は空錠タイプです。

①洋室

②トイレ

③リビング

④洗面所

⑤ＷＩＣ

●サテンシルバー色（メッキ）

リアロチェリー柄

リアロオーク柄

リアロメープル柄

汚れや傷に強く、さらに
木肌の手触り感、
節や色のバラツキまで
再現した「リアロシート」

フラット蝶番
出っぱりの少ないすっきりとした
納まりの 「フラット蝶番」。
●サテンシルバー色（メッキ）

上用

ハンドル

下用

EB（電子線照射）を使った表面コー
ト技術を導入。

●サテンシルバー色（メッキ）

埋め込みドアストッパー

それぞれの木の個性も持ち味として
リアルに再現。

マグネットタイプの
「埋め込みドアストッパー」
ロック機構付・バリアフリー仕様

Ｐ４

Ｔ４

ＮＨ

ＶＨ

（採光部：半透明ガラス）

（採光部：半透明ガラス）

Ｐ４ 片引き戸
引手
ドア側のストッパー本体が床側部材の上にくると、
床側部材のフラップがマグネットの力で立ち上がり、
ドアの動きを止めて、壁や家具などにドアが当た
るのを防ぎます。

※image photo

汚れや傷に強い表面の硬化コーティ
ングを施しながら、木目を立体的に
見せるグロスマット効果により、木肌
の手触り感をも再現。また、天然木
特有の節や心材と辺材の色味の違
いなども、木の個性としてあえて見せ
ています。樹種が持つさまざまな柄
も、より自然に見えるようにバランス
よく配置しています。

油分をはじき汚れが
染みこみにくい。

【クローゼット扉レセンテ リビエ リアロ】

シートに施した表面硬化コートにより
撥油性・耐汚染性に優れ、油性ペン※
の落書きも簡単にさっと拭き取れます。
油分をはじき汚れが

取っ手
⑥クローゼット

※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた
染みこみにくい。
布で拭き取ってください。 薬剤成分も表面に残さない
よう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取っ
てください。

表面の耐傷性が高く、
すり傷がつきにくい

ハンドル
サテンシルバー色
（メッキ）

表面硬化コートにより耐傷性を高め、
すり傷などが付きにくく、
美しさを長く保ちます。

召し合わせ扉中央部に採用。

施工性
ＵＰ

フラットタイプ
開いた時

閉じた時
※写真は下部の納まりです。

２０１２０５２５ コンフォートクリエイション（株）

扉やレールの取り付け
や調整が簡単にできる、
「カチャッ戸機構」を採
用。施工性の向上を実
現しています。
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※掲載商品はすべてパナソニック （株）エコソリューションズ社商品です。

Color variation

厳選した樹種より四種類をシート柄にしました。

※カラーはイメージです

リビエ リアロ
リアロウォールナット柄

【玄関収納コンポリア リビエ リアロ】

リアロチェリー柄

リアロオーク柄

収納量
約41足

幅1200サイズ コの字プラン 据え置きタイプ・ミラー付

特長
扉デザイン

取っ手

ユニット全てに、
耐震ロックを標準装備。
ハンドル
サテンシルバー色（メッキ）

棚板は取り外して
水洗いできる樹脂製

据え置きタイプ

EB（電子線照射）を使った表面コー
ト技術を導入。

ミラー扉
身支度の際など便利です。

それぞれの木の個性も持ち味として
リアルに再現。

どこを持っても開けられる
取っ手レスデザインを採
用。スッキリした印象でデ
ザイン性も高まります。

汚れや傷に強い表面の硬化コーティ
ングを施しながら、木目を立体的に
見せるグロスマット効果により、木肌
の手触り感をも再現。また、天然木
特有の節や心材と辺材の色味の違
いなども、木の個性としてあえて見せ
ています。樹種が持つさまざまな柄
も、より自然に見えるようにバランス
よく配置しています。

フラットタイプ
分離式の台輪を使用し、壁面に
接し床の上に設置するファニ
チャー感覚の玄関収納です。
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油分をはじき汚れが
染みこみにくい。

【木質床材 ＥフロアーＡ リアロ １本溝】

シートに施した表面硬化コートにより
撥油性・耐汚染性に優れ、油性ペン※
の落書きも簡単にさっと拭き取れます。

アレル物質
を抑制

■汚れ、傷がつきにくく、キレイが長持ちします。 ※３

※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた
布で拭き取ってください。 薬剤成分も表面に残さない
よう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取っ
てください。

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。ワックスがけをしな
くても、美しさが長持ちし、汚れや傷がつきにくくなっています。

アレル物質を抑制するメカニズムイメージ
アレル物質はアレルバスター配合塗装仕上げの床に一定時間触れると抑制されます。
※図はアレル物質のイメージです。

■基材にリサイクル材を使用。

表面の耐傷性が高く、
すり傷がつきにくい

基材に建築廃材や製材くず、廃パレットなどのリサイクル材を使用。 従来
基材より硬く、傷やへこみに強い特性があります。
アレルバスター
配合塗装

空気中を浮遊している
アレル物質が床面に
下りてきます。

アレルバスター配合塗
装の床面に触れます。

■キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷の付きにくい床材です。
基材の｢特殊硬質チップボード｣は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使っ
てもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がりです。
※球状のキャスター、及び小径のキャスター付き家具はご使用をお避け下さい。.へこみや傷が発生する場合があります。

■電気カーペットはもちろん床暖房にも対応します。
２０１２０５２５ コンフォートクリエイション（株）

表面硬化コートにより耐傷性を高め、
すり傷などが付きにくく、
美しさを長く保ちます。

6時間以上経過すると
約90％以上が抑制
されます。

※１.アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。
※２.床面（塗装面）に接したアレル物質のみ抑制効果を発揮します。（床用ワックスを使用すると抑制効果は発揮できなくなります。）
※３.使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

汚れや傷に強く、さらに
木肌の手触り感、
節や色のバラツキまで
再現した「リアロシート」

取り出しやすい斜め設置が
可能。

どんな玄関にもシンプルに
スッキリと納まる
オーソドックスなタイプです。

■アレルバスター ※１配合塗装仕上げで、
※２
ダニの死がいや花粉などのアレル物質を抑制します。

リアロメープル柄

■ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入する広葉樹
も古材のため、虫（ヒラタキクイムシ）の養分となるデンプン質が
少なく、虫害を受けにくい床材です。

■原木の味わい、美しさを追求した「Ｒｅａｌｏ」
自然感あふれる風合いが
魅力的な「リアロ」が濃淡４柄に対応。
インテリアコーディネートの
幅がさらに広がりました。
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※掲載商品はすべてパナソニック （株）エコソリューションズ社商品です。

Color variation

厳選した樹種より四種類をシート柄にしました。

※カラーはイメージです

リビエ リアロ
リアロウォールナット柄

【システム階段 リビエ リアロ
スリップレスタイプ】

リアロオーク柄

耐汚染・耐すり傷性

■踏み板／樹脂化粧シート仕様

抗菌処理仕様
細菌の発生を抑える抗菌処理を
施しています。
清潔さを保つために、無機系（銀系）抗菌剤を塗料
に配合した抗菌処理を施して います。

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。

連続手すり ストロングバー

EB（電子線照射）を使った表面コー
ト技術を導入。

安全性を高めています。

それぞれの木の個性も持ち味として
リアルに再現。

施工性・デザイン性に加え、環境にも配慮した手すりです。

丸棒手すり（抗菌仕上げ）

エンドブラケット
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【造作部材 リビエ リアロ】
■幅木

■廻り縁

■窓枠固定

使う人に配慮し、 手すりと壁の
直径３５ｍｍに 間隔にも、使い
設計しました。 やすさを追求
しました。
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納めの部材

■額縁
※和室がある場合のみ

床と壁など、面と面が交わる部分は、
異なる種類の仕上げ材が接合され
ます。ここを隠し、仕上げをきれいに
見せるのが造作部材です。

シートに施した表面硬化コートにより
撥油性・耐汚染性に優れ、油性ペン※
の落書きも簡単にさっと拭き取れます。
※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた
布で拭き取ってください。 薬剤成分も表面に残さない
よう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取っ
てください。

装飾の部材
白い壁と天井の境に配した
廻り縁など、装飾を凝らした
造作部材が部屋のイメージを
決定づけるほどの大きな役
割をもっています。
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【玄関框 リビエ リアロ】
■単体框

汚れや傷に強い表面の硬化コーティ
ングを施しながら、木目を立体的に
見せるグロスマット効果により、木肌
の手触り感をも再現。また、天然木
特有の節や心材と辺材の色味の違
いなども、木の個性としてあえて見せ
ています。樹種が持つさまざまな柄
も、より自然に見えるようにバランス
よく配置しています。

油分をはじき汚れが
染みこみにくい。

木のもつ温かさを演出し、インテリアの完成度や装飾性を
高める造作部材「ホームライン」。
造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。

■無目枠

リアロメープル柄

汚れや傷に強く、さらに
木肌の手触り感、
節や色のバラツキまで
再現した「リアロシート」

主な特長

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。

節や色バラツキなど、
天然木特有の個性を
表現した、
樹脂化粧シート
幅広の滑り止め樹脂を埋込み、
仕上げ。

リアロチェリー柄

表面の耐傷性が高く、
すり傷がつきにくい
表面硬化コートにより耐傷性を高め、
すり傷などが付きにくく、
美しさを長く保ちます。

床材とのコーディネートで、統一感のある
エントランスがつくれます。

断面図（単位㎜）
樹脂化粧シート仕上げ
表面のハガレやウキが起こりにくい、
シート巻込み仕様です。
表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。

節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
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２０１２０５２５ コンフォートクリエイション（株）

※掲載商品はすべてパナソニック （株）エコソリューションズ社商品です。

Color variation
＜木目柄＞

リビエ スマートフィール

【内装ドア スマートフィールタイプ】
②トイレ

③リビング

④洗面所

エクセル
ミディアム

エクセル
ナチュラル

エクセル
ブラウン

エクセル
ライト

エクセル
エクセル
ライト
ピュアホワイト

※

自動的にゆっくり静かに閉まる
「ソフトクローズ機構」

●サテンシルバー色（メッキ）

エクセル
ホワイト

本物を感じる木肌感と
傷に強く美しさが続く、
「エクセルリアルシート」。

引戸ソフトクローズ

取っ手
※写真は空錠タイプです。

①洋室

エクセル
ダーク

＜単色・木目なし＞

EB（電子線照射）を使った
表面コート技術。
天然木に近い、繊細で
ナチュラルな表情。
※エクセルピュアホワイト柄は木目なし・単色の為除きます。

住まいの建材を傷や 汚れ、色褪せ
から守る為に表面加工は欠かせま
せん。新しいリビエは、地球環境の
ことを考えながら、最先端の加工技
術でつくられています。

ハンドル
●サテンシルバー色（メッキ）

引戸を静かに引き込みます。
ドアの閉め忘れを軽減します。

EB コート層
木目柄印刷層1
（木肌・照り演出層）

Ｈ５

Ｈ８

Ｈ７

引戸

Ｈ５ 片引き戸
引手

【クローゼット扉レセンテ フラットタイプ】

引戸が閉まりかけると自動的にブレーキが
かかってソフトな動きに。強く閉めてもはね
返らず、静かに、スムーズに閉まります。

木目柄印刷層2
（下柄）
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指をはさみにくい設計です。

おそうじもラクになり、
長期間キレイが保てる
油分をはじき汚れが
染みこみにくい。
住空間をつくります。

２枚折れ部分に指をはさみにくいように、扉や蝶番の形に配慮しました。

取っ手

シートベース層

⑤クローゼット

油分をはじき汚れが
染みこみにくい。

モデルノ・バー
パールシルバー色

彫り込み蝶番だから扉と扉
の間に指が入るほど大きな
すき間ができない。

表面の耐傷性を高め、
すり傷などがつきにくい。

扉の角をカットしてあるので
指をはさみにくい。

シートに施した表面加工により手あか汚
れ（オレイン酸）を拭き掃除で簡単に落と
すことが出来るのはもちろん、油性ペン
の落書きも落とすことが出来ます。

召し合わせ扉中央部に採用。

施工性
ＵＰ

フラットタイプ
開いた時

閉じた時
※写真は下部の納まりです。

２０１２０５２５ コンフォートクリエイション（株）

扉やレールの取り付け
や調整が簡単にできる、
「カチャッ戸機構」を採
用。施工性の向上を実
現しています。

※image photo

※掲載商品はすべてパナソニック （株）エコソリューションズ社商品です。

Color variation
＜木目柄＞

リビエ スマートフィール

エクセル
ダーク

＜単色・木目なし＞
エクセル
ミディアム

エクセル
ナチュラル

エクセル
ブラウン

エクセル
ライト

エクセル
ホワイト

エクセル
エクセル
ライト
ピュアホワイト

※カラーはイメージです

【玄関収納コンポリア フラットタイプ】

収納量
約41足

幅1200サイズ コの字プラン 据え置きタイプ・ミラー付

特長
扉デザイン

本物を感じる木肌感と
傷に強く美しさが続く、
「エクセルリアルシート」。
※

取っ手

EB（電子線照射）を使った
表面コート技術。
天然木に近い、繊細で
ナチュラルな表情。
※エクセルピュアホワイト柄は木目なし・単色の為除きます。

ユニット全てに、
耐震ロックを標準装備。
モデルノ・バー
パールシルバー色

棚板は取り外して
水洗いできる樹脂製

据え置きタイプ

住まいの建材を傷や 汚れ、色褪せ
から守る為に表面加工は欠かせま
せん。新しいリビエは、地球環境の
ことを考えながら、最先端の加工技
術でつくられています。

取り出しやすい斜め設置が
可能。

ミラー扉
身支度の際など便利です。

どんな玄関にもシンプルに
スッキリと納まる
オーソドックスなタイプです。

EB コート層
木目柄印刷層1
（木肌・照り演出層）

フラットタイプ
ｲﾝﾀﾙｼｵﾓﾃﾞﾙﾉ対応

分離式の台輪を使用し、壁面に
接し床の上に設置するファニ
チャー感覚の玄関収納です。

どこを持っても開けられる
取っ手レスデザインを採
用。スッキリした印象でデ
ザイン性も高まります。

木目柄印刷層2
（下柄）
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【木質床材 ＥフロアーＡ ２本溝】
■アレルバスター ※１配合塗装仕上げで、
※２
ダニの死がいや花粉などのアレル物質を抑制します。

おそうじもラクになり、
長期間キレイが保てる
住空間をつくります。

アレル物質
を抑制

■汚れ、傷がつきにくく、キレイが長持ちします。 ※３
お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。ワックスがけをしな
くても、美しさが長持ちし、汚れや傷がつきにくくなっています。

アレル物質を抑制するメカニズムイメージ

油分をはじき汚れが
染みこみにくい。

アレル物質はアレルバスター配合塗装仕上げの床に一定時間触れると抑制されます。

■基材にリサイクル材を使用。

表面の耐傷性を高め、
すり傷などがつきにくい。

基材に建築廃材や製材くず、廃パレットなどのリサイクル材を使用。 従来
基材より硬く、傷やへこみに強い特性があります。

シートに施した表面加工により手あか汚
れ（オレイン酸）を拭き掃除で簡単に落と
すことが出来るのはもちろん、油性ペン
の落書きも落とすことが出来ます。

アレルバスター
配合塗装

空気中を浮遊しているア
レル物質が床面に下りて
きます。

アレルバスター配合塗装の
床面に触れます。

シートベース層

6時間以上経過すると約
90％以上が抑制されます。
※図はアレル物質のイメージです。

※１.アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。
※２.床面（塗装面）に接したアレル物質のみ抑制効果を発揮します。（床用ワックスを使用すると抑制効果は発揮できなくなります。）
※３.使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

■キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷の付きにくい床材です。
基材の｢特殊硬質チップボード｣は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使っ
てもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がりです。

■ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入する広葉樹
も古材のため、虫（ヒラタキクイムシ）の養分となるデンプン質が
少なく、虫害を受けにくい床材です。

■電気カーペットはもちろん床暖房にも対応します。

※球状のキャスター、及び小径のキャスター付き家具はご使用をお避け下さい。.へこみや傷が発生する場合があります。
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※掲載商品はすべてパナソニック （株）エコソリューションズ社商品です。

Color variation
＜木目柄＞

リビエ スマートフィール

エクセル
ダーク

エクセル
ミディアム

エクセル
ナチュラル

エクセル
ブラウン

エクセル
ライト

エクセル
ホワイト

※階段・玄関框は、床材に合わせた色柄のみ掲載しております。
※カラーはイメージです

【システム階段 スリップレスタイプ】

■踏み板／樹脂化粧シート仕様

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。

木目の美しさを
再現した、
集成柄・樹脂化粧
シート仕上げ。

本物を感じる木肌感と
傷に強く美しさが続く、
「エクセルリアルシート」。

主な特長
耐汚染・耐すり傷性

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。

エクセルピュアホワイト柄
※造作部材／階段：蹴込み
板・幅木・側板・ 桁は、左記
の色柄とエクセルピュアホワ
イト柄の７柄をご用意。

※

高い意匠性・ 抗菌処理仕様
集成柄を再現した、質感のある美しい
表面仕上げです。

EB（電子線照射）を使った
表面コート技術。

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。

天然木に近い、繊細で
ナチュラルな表情。

細菌の発生を抑える抗菌処理を施しています。
清潔さを保つために、無機系（銀系）抗菌剤を塗料に配
合した抗菌処理を施して います。

※エクセルピュアホワイト柄は木目なし・単色の為除きます。

住まいの建材を傷や 汚れ、色褪せ
から守る為に表面加工は欠かせま
せん。新しいリビエは、地球環境の
ことを考えながら、最先端の加工技
術でつくられています。

連続手すり
幅広の滑り止め樹脂を埋込み、
安全性を高めています。

階段から廊下まで。
連続手すりが安全で、ｽﾑｰｽﾞな移動を助けます。
木の温もりを感じるムクの味わいある木製手すりです。

EB コート層
木目柄印刷層1
（木肌・照り演出層）
木目柄印刷層2
（下柄）

丸棒手すり（抗菌塗装）
※image photo

ちょうど握りやすい
直径35㎜の太さです。

ブラケットの手すり受け座も、
使いやすさを追求しました。

※image photo

【造作部材】
■幅木9型

木のもつ温かさを演出し、インテリアの完成度や装飾性を
高める造作部材「ホームライン」。
■廻り縁4型

おそうじもラクになり、
長期間キレイが保てる
住空間をつくります。

■窓枠固定3型

（不陸調整用）

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。

※イメージ写真（写真は７型）

納めの部材
床と壁など、面と面が交わる部分は、
異なる種類の仕上げ材が接合され
ます。ここを隠し、仕上げをきれいに
見せるのが造作部材です。

シートベース層

油分をはじき汚れが
染みこみにくい。

装飾の部材
白い壁と天井の境に配した
廻り縁など、装飾を凝らした
造作部材が部屋のイメージを
決定づけるほどの
大きな役割をもっています。

表面の耐傷性を高め、
すり傷などがつきにくい。
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【玄関框】
■単体框

シートに施した表面加工により手あか汚
れ（オレイン酸）を拭き掃除で簡単に落と
すことが出来るのはもちろん、油性ペン
の落書きも落とすことが出来ます。

統一感のあるカラーコーディネイトでエントランスが
つくれます。
断面図（単位㎜）
樹脂化粧シート仕上げ
高級感のあるつややかな質感、
色ムラやバラツキも解消しました。
表面光沢の向上で、床材とコーディネイトしやすくなりました。

表面のハガレやウキが起こりにくい、シート巻込み仕様です。
表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。
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※掲載商品はすべてパナソニック （株）エコソリューションズ社商品です。

