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ハンドル
（HAA）

ハンドル
（HCE）

ハンドル
（HDA）

アルミライン
（LCA）

取っ手は4タイプから選べます。

VS30 シリーズ VB30 シリーズ

エイジドダーク柄 エイジドライト柄

VW30 シリーズ

ホワイト

VJ30 シリーズ

マットホワイト リーフグリーンローズピンクマンゴーイエローベリーレッド

VV30 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 シェードホワイト柄ｼｪｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄

VP20 シリーズ

アルベロホワイトアルベロブラック オリーブグリーン ビューティホワイトベージュネイビー

VL20 シリーズ

ファインレッド コーラルピンク

VI10 シリーズ

ホワイト

VT20 シリーズ

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

VH20 シリーズ

ペイントウッド柄ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄

VM10 シリーズ

グリーン イエロー ベージュ

食器洗い乾燥機

ソフト排気温システム

お子さまの背丈に配慮して、排気温度を約45℃※

まで下げて排気。外気を混合するシステムで湿度
も低く抑えます。
※排気口から約10cm離れて計測（湿度約70％）室温

20℃の場合。パナソニック実験による。

●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／ブラック色
［LEE45RS7KD］

カウンター高さ

900mm

850mm

800mm

●カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さが
選べます。自分に合った高さなら、疲れやすさ
も違います。

パナソニック キッチン Ｌｉｖｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｖ-ｓｔｙｌｅ Ⅰ型 Ｗ２５５０mm

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
［LE35RM］

タオル掛け

●タオル掛けハンガー ライン取っ手用
お好みの位置に設置できます。
（着脱可能）

355mm ※

●ソフトクローズ機構スライドレール
※シンク下のみ305mmになります。

たっぷり入って、出し入れスマート。

フロアユニット

●食器洗い乾燥機下スライド

●コンロ横小引出し
●コンロ下スライド

●シンク下スライド
・包丁差し付

シンク

●Gシンク76
水栓金具取付部のお掃除をしやすくした
形状です。
＊洗剤ラック・排水プレート付

カウンター

●人造大理石カウンター
3柄から選べる人造大理石カウンター。
＊ノンドリップ形状

サンドホワイト サンドベージュサンドグレー

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
［LES43AHZ2M］

常時換気

ウォールユニット

●ウォール開き不燃
ユニット側面と底面は不燃構造です。
＊H600mm／取っ手なし

●ソフトダウン・ウォールユニット
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
＊取っ手なし

●ウォールユニット
スッキリしたデザインの取っ手のない
手掛け仕様です。耐震ロックを標準装備。
＊H600mm

600mm
500mm

700mm

耐震ロック

加熱機器

●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）
［LESW32Q6W］

●IHクッキングヒーター（グリル付）
水なし両面焼きグリルを新搭載。
＊本体正面色：ブラック／W600mm
＊トッププレート色：ブラック
＊鉄・ステンレス対応 ［LEEG32AE］

（注）水栓金具はタカギ製を採用しています。

水栓金具（注）

●蛇口一体型浄水器
［JA497MN-9NTN01］

※イメージです。
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パナソニック キッチン Ｌｉｖｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ Ｖ-ｓｔｙｌｅ 不燃壁材（キッチン用） 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。

熱い油が飛び散っても大丈夫

油温度200℃の滴下試験や耐熱試験
の結果、変色、変質がほとんどありま
せん。
（当社試験データより）

お手入れラクラク

傷や衝撃にも強さを発揮

台所用スポンジ（ナイロンたわし除く）
での摩擦にも、表面に傷をつけること
がほとんどありません。
（当社試験データより）

＊液体の塩素系洗浄剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。（十分に流さないと、変色の原因になります。）

接合部の目地は、防カビタイプの目地用シリコンです。

タイル貼りの場合

目地には弾力性があり、ひび割れ
しにくい防カビ・目地用シリコンを
使用。

キッチンボードの場合

目地はセメント基材なので、ひび
割れが生じ、カビが発生しやすい。

キッチンボード

目地用シリコン
（防カビタイプ）

水分・汚れ

タイル

目地

水分・汚れ

ネオマーブル柄（鏡面調）

深みのあるマーブル調の質感です。

ホワイト

ライトナイーブ柄（鏡面調）

シンプルで光沢の美しい鏡面調です。

ホワイト

※イメージです。 ＊2枚のキッチンボードをつなぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。

メラミン材質

メラミン樹脂化粧層
水酸化アルミニウム含浸
ガラス繊維不織布層

メラミン樹脂裏面層
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パナソニック バスルーム ＦＺ １６１６ 〈フラット天井／壁 Ｈ２１５０mm〉

エトセトラ

●巻きフタ

●フリーサイズ窓枠
＊1m×4本

ホワイト

ド ア

●2枚折りドア
＊スチロール面材（半透明）

＊ホワイト

●オーバルカウンター

カウンター

＊ホワイト

＊ブラック

●オートルーバー
暖房換気乾燥機

＊100V
＊物干しバー付（1本）

収納棚

●ライトシェルフ
＊3段

＊ホワイト

＊ブラック

●タオル掛けB
＊メタル

●Ｉ型握りバー
＊L400mm

メタル

ミラー

●スリムミラー

スライドバー

●シャワースライドバー
＊メタル

※握りバーとしてはご使用できません。

●サークルLED照明
＊1灯

ミディアムグレー※

床（スミピカフロア）

ミディアムベージュミディアムホワイト

※ミディアムグレーなど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。

髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状なので
排水口のお
掃除が簡単
にできます。

ささっと排水口

コーティングなし（樹脂製）

壁 柄 （Dグレード）

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

周辺パネル

＋

オールパネル

ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

オールパネル

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾌﾞﾗｯｸ柄 ﾊﾞｰﾁｶﾙﾎﾞﾙﾄﾞｰ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾋﾟﾝｸ柄 ﾊﾟﾗﾚﾙｸﾞﾘｰﾝ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾍﾞｰｼﾞｭ柄

壁 柄 （Cグレード）

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄 ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄 ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄

ﾄﾞﾗﾏﾎﾜｲﾄ柄 ｻﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ柄 ﾀﾞｰｸﾏｰﾌﾞﾙ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

周辺パネル

＋

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

ﾁｪﾘｰ柄 ﾒｰﾌﾟﾙ柄 ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄

＋

ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

周辺パネル

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）

シャワーヘッド

●メタル
シャワーヘッド

＊シルバーホース

●ストレート壁付水栓
＊メタルハンドル

洗い場側水栓

ペールグリーン ナチュラルピュアホワイト ローズ

ポップアップ排水栓エプロン

ピュアホワイト ミディアムグレー ミディアムベージュ

FRP浴槽

アーチ浴槽
肩までしっかりお湯につかって、
足を伸ばしやすい浴槽です。

エスライン浴槽
足もと側のベンチで、半身浴や
親子での入浴も楽しめます。

※イメージです。
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洗面ドレッシング ＣＬｉｎｅ Ｗ７５０mm 〈新スタンダードＤ５３０タイプ〉

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。

合成画像 ※イメージです。

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。

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。

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。

●引出しタイプ

本体キャビネットミラー

●蛍光灯3面鏡

*可変トレイ 5個／クレンジングトレイ 1個付
*コンセント 3個（うち収納内2個）合計1400Wまで ※写真は「新LED照明3面鏡（W900mm）」の収納例です。

すっきり家電収納

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。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

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。

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

カウンター

●W750mm（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。

●扉柄 タイプC

ホワイト

●扉柄 タイプB

ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄

●マルチシングルレバーシャワー メタルタイプ
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。

水 栓

3度傾斜設計 吐水部を左右に首振りできる

左右に90度回転

3°
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パナソニックセンター 大阪 リビングフロアのご案内

ACCESS  MAP

パナソニックセンター 大阪 リビングフロア

【開館時間】 10：00～20：00

【 休 館 日 】 不定休
〈但し、地下1階リビングフロアは水曜日（祝日は除く）、夏季、年末年始休館〉

〒530‐0011 大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 南館（2F～B1F）

TEL：0800‐170‐3860

〈交通〉

＊JR 大阪駅 ＊地下鉄御堂筋線 梅田駅 ＊阪急電鉄 梅田駅

＊阪神電鉄 梅田駅 ＊地下鉄谷町線 東梅田駅 ＊地下鉄四ツ橋線 西梅田駅

＊JR東西線 北新地駅


