
仕様・特長 カウンター 

キッチン 松浦工務店 ウッドスター仕様２０２０ 

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。 
製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。 

耐震ロック 
開き戸ウォールユ
ニットには耐震ロッ
クを装備。安心感を
高めます。 

低ホルムアルデヒド
対策 
使用面積制限を受
けない、最高等級Ｆ
☆☆☆☆の商品で
す。 

Ｖ－ｓｔｙｌｅ   リビングステーション 

扉柄・取っ手バリエーション 

カウンター高さ ８５０ｍｍ 
※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。 

レンジフード 加熱機器 

ブラック色・照明付 
汚れを落としやすい撥水性塗装の
フィルターです。（色は黒色） ホーロートップガスコンロ片面焼グリル 

プロペラファン ＬＥＥＧ３２Ｑ１Ｖ 

フロアユニット 

■スライドタイプ 

深型のフロアストッカーには
調味料やパックを立てて収
納できます。 

静かに閉まるソフトクロージン
グ機構。 

ＶＰ２０（木目柄・鏡面） ＶＴ２０（木目柄・マット） ＶＨ２０（マット） 

ＶＬ２０（単色柄・鏡面） 

アルベロ 
ブラック 

[PV] 

アルベロ 
ホワイト 

[PF] 

ソフト 
ウォール 

ナット柄[TT] 

ソフト 
オーク柄 

[TV] 

ソフト 
チェリー柄 

[TQ] 

ホワイト 
アッシュ柄 

[TU] 

ペイント 
ウッド柄 

[HM] 
木目 

ヴィンテージ 
メタル柄 

[HQ] 

ヴィンテージ 
ブラウン柄 

[HX] 

ベージュ 
[LB] 

ネイビー 
[LC] 

ビューティ 
ホワイト[LW] 

ファインレッド 
[LD] 

コーラル 
ピンク[LX] 

オリーブ 
グリーン[LZ] 

フロアユニット 

取っ手は４タイプから選べます 
（キッチン用ウォールユニット除く） 

ハンドル 
［HAA］ 

ハンドル 
［HCE］ 

アルミライン 
［LCA］ 

ハンドル 
［HDA］ 

ウォールユニット キッチン用 
取っ手なし 
（手掛け仕様） 

手掛けタイプ 
の取っ手です 

水栓金具 シンク 

操作しやすいビッグ
レバー。水ハネを抑
える泡沫吐水です。 

混合水栓(白) 
排水部も継ぎ目
がないのでお手
入れが簡単です。 

ステンレスＭタイプ 
スキマレスシンク 

隙間がなく汚れの溜まりにくいシンクです。 

サンドベージュ 

サンドホワイト サンドグレー 

人造大理石カウンター 

浴室 
パナソニックバスルーム ＦＺ １６１６  

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。 

※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。 
 ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。 

バスルームの主役となる浴槽。進化した新素材に、 

心地よいバスタイムを引き立てる柄をそろえました。 

壁柄にもこだわり、パスルーム空間トータルでお好みの表情がつくれます。 

シンプルながらも、カウンター、水栓、美しくなるための機能を備えた 

シャワーなど、アイテムを厳選。快適空間のためにこだわり抜いた 

バスルームです。 

選び抜かれた 
快適空間を、あなたに。 

壁柄 

仕様・特長 

ミラー カウンター 

バイザーカウンター 

ピュア 
ホワイト 

ベージュ ブラック 

洗い場側水栓 ドア 

天井・照明 

換気扇（１００Ｖ） シャワーフック 
樹脂ヘッド水栓の場合：ホ
ワイト、メタルヘッド水栓の
場合：グレー 

ブラック ホワイト 

収納棚 
ライトシェルフ（ホワイト） 
（２段） 

タオル掛けＡ 

フラット天井 

プラネット照明 １灯 
ＬＥＤ（電球色） 

浴槽 床 

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 

乾きやすい。滑りにくい。お
掃除しやすい。 

スミピカフロア 単色 

ピュアホワイト ナチュラル 

ペールグリーン ローズ 

ＦＲＰ浴槽 

シンプルミラー 
兼用デッキ水栓（ホワイトハンド

ル） 
２枚折りドア（ホワイト） 

ささっと排水口 
髪の毛が集まりやすい形状。
コーティングなしの樹脂製です。 

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。 

エスライン浴槽 

ヒートン栓 

■Ｃグレード 

アクセントパネル（AC) 

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。 

マット仕様(AC)+マット仕様 

鏡面仕様(AC)+光沢仕様 

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 

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 

モザイク硝子ブラウン柄 
＋パラレルホワイト柄 

アンティークブラウン柄 
＋パラレルホワイト柄 

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 

ベージュランダムライン柄 
＋グレイスホワイト柄 

チェリー柄 
＋グレイスホワイト柄 

メイプル柄 
＋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 

ウォールナット柄 
＋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 

AC 

奥
行
き

5
3
0
m

m
 

使いやすく、お手入れもラクなデザイン 
水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。 
継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。 

（画像は幅900mm） 

掃除しにくいフチの 
隙間がない排水口。 ●ボール深さ：165mm 容量：12L 

ホワイト 

カウンター 

スタンダードＬＥＤ３面鏡 
ミドルパネル 

長寿命で経済的なＬＥＤ。蛍光灯
に比べて電気代も節約できます。 

ヒーターレスでくもりにくいミラー  
『くもりシャット！』 
電気代ゼロで、全面クリア。 
新感覚のミラーです。 
鏡の表面に、吸水性・親水性の 
ある膜をコーティング。 
狭い部分しか効果のなかった 
従来品（ヒーター）に対し、全面が 
くもりにくいため、お風呂上がりも 
鏡はいつもクリア。電気代も 
かからないので経済的です。 

ご提案扉柄 水栓 

ミラー 

くもって 
ないわ 

洗面所 
洗面ドレッシング シーライン Ｄ５３０タイプ ホワイト 

※３面鏡はセンターミラーのみ、２面鏡はメインミラーのみ。 

本体キャビネット 

両開きタイプ 

※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。 

扉柄バリエーション 

マルチシングルレバーシャ
ワー（メタルタイプ） 
※シャワーヘッドは引き出
せます。 

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。 

吐水部を左右に首振
りできます。（画像は
スゴピカタイプ） 

ホワイト（鏡面） 

ホワイト 

タイプＣ 

タイプＡ 
＊扉柄Ｓ／Ａ 
 ／Ｂ／Ｃは 
価格が変わります。 

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 

ホワイトオーク柄 

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 

タイプＢ 

タイプＳ 

ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄 

便器本体 

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。 

トイレ 
トイレ ＮｅｗアラウーノＶ ホワイト 

温水洗浄便座 Ｖ専用トワレ ＳＮ５ 

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 
電源が自動復帰 
切タイマー 

着座センサー搭載で 
座ったときだけ 
スイッチが入ります 

排水タイプ アクセサリー 

1連ペーパーホルダー 
アラウーノ向けトイレアクセサリー ホワイト 

手洗いなし 

※壁付けリモコン設定 
  はございません。 

継ぎ目がなく 
汚れにくい 
ステンレスノズル 

使用前後に自動 
でノズル洗浄 
「おまかせノズル 
クリーニング」 

抗菌剤を表面に 
コーティングした 
抗菌便座 

基本機能のみモデル 
（ＣＨ３２９ＡＷＳ） 

床排水 
標準タイプ 

※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。 
  小物は付属しておりません。 

狭いスペースにもおすすめ。 
●当社従来品は・・・ ●NewアラウーノVは・・・ 

720mm 780mm 

約420mm 約480mm 

1200mm 1200mm 

低水圧に対応して、階上にも設置できる 
※画像は手洗い付きタイプ 

少ない水でキレイに流す、３Ｄツイスター水流 

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。 

スゴピカ素材（有機ガラス系） 

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。 

① ② 

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

※条件によっては、設置できない場合があります。 

高台の建物 

２階のトイレ 

V専用 
大小洗浄 
リモコン 

ターントラップ方式 

松浦工務店 ウッドスター仕様２０２０ 

松浦工務店 ウッドスター仕様２０２０ 

松浦工務店 ウッドスター仕様２０２０ 



松浦工務店 ウッドスター仕様２０２０ 

内装／収納 

傷や汚れに強く、長く使いやすい耐久性。 

ドアは豊富なデザインからお選びいただけます。 

耐傷性 耐汚染性 

美しい木目と、強い耐久性を。 

ベリティスの色柄は全10柄。 
やさしい木目も、力強い木目も揃えました。 

UY ＴＹ CY MＹ EＹ 

NY JＹ WY GＹ PＹ 

ベリティス 

インテリア建材 ベリティス の施工例写真や 
商品詳細、ドアの色などをシミュレーションできる 
アプリもご用意しています。 

内装ドア 
１階 

玄関～ＬＤ 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

デザイン ＳＢ型 
開閉方式 片開きドア 
ハンドル Ａ１型サテンシルバー色（塗

装）・空錠 
蝶番 カバー蝶番サテンシルバー色

（塗装） 
採光部 半透明アクリル 
サイズ ＵＷ７５５×ＵＨ２０３５ 
勝手 左吊り元（Ｌ） 
枠種 固定枠：枠見込み１５５ｍｍ 

１階 
玄関～洋室２ 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

デザイン ＰＡ型 
開閉方式 片開きドア 
ハンドル Ａ１型サテンシルバー色（塗

装）・空錠 
蝶番 カバー蝶番サテンシルバー色

（塗装） 
採光部 ガラスなし（パネル・鏡板） 
サイズ ＵＷ７５５×ＵＨ２０３５ 
勝手 右吊り元（Ｒ） 
枠種 固定枠：枠見込み１５５ｍｍ 

１階 
ＬＤ～和室 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

下レール ブロンズ 

デザイン ＰＡ型 
開閉方式 Ｙ戸車引戸２間３枚片引き 
ハンドル Ｃ２型・丸型引手サテンシル

バー色（塗装）・空錠 
採光部 ガラスなし（パネル・鏡板） 
サイズ ＵＷ３２１７×ＵＨ２０３５ 
勝手 左引手（Ｌ） 
枠種 固定枠：枠見込み１９２ｍｍ 

１階 
ＬＤ～洋室１ 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

下レール ブロンズ 

デザイン ＰＡ型 
開閉方式 Ｙ戸車引戸片引き 
ハンドル Ｃ２型・丸型引手サテンシル

バー色（塗装）・空錠 
採光部 ガラスなし（パネル・鏡板） 
サイズ ＵＷ１６４５×ＵＨ２０３５ 
勝手 左引手（Ｌ） 
枠種 固定枠：枠見込み１５５ｍｍ 

内装ドア 
１階 

ＬＤ～洗面所 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

下レール ブロンズ 

デザイン ＰＡ型 
開閉方式 Ｙ戸車引戸片引き 
ハンドル Ｃ２型・丸型引手サテンシル

バー色（塗装）・空錠 
採光部 ガラスなし（パネル・鏡板） 
サイズ ＵＷ１６４５×ＵＨ２０３５ 
勝手 右引手（Ｒ） 
枠種 固定枠：枠見込み１５５ｍｍ 

収納用建具 
１階 
和室 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

レール ブロンズ 

デザイン ＰＡ型（フラットタイプ） 
開閉方式 収納用建具折れ戸 
取っ手 縦付・Ｔ１型サテンシルバー色

（塗装） 
ﾐﾗｰ有無 ミラー無 
サイズ ＵＷ１６４５×ＵＨ２０３５ 
勝手 勝手なし 
枠種 固定枠：直付下レール３方枠 

１階 
トイレ 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

下レール ブロンズ 

デザイン ＴＡ型 
開閉方式 Ｙ戸車引戸トイレ用片引き 
ハンドル Ｃ２型・丸型引手サテンシル

バー色（塗装）・表示錠 
採光部 ガラスなし（パネル・鏡板） 
サイズ ＵＷ１６４５×ＵＨ２０３５ 
勝手 右引手（Ｒ） 
枠種 固定枠：枠見込み１５５ｍｍ 

収納用建具 
１階 
洋室１ 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

レール ブロンズ 

デザイン ＰＡ型（フラットタイプ） 
開閉方式 収納用建具折れ戸 
取っ手 縦付・Ｔ１型サテンシルバー色

（塗装） 
ﾐﾗｰ有無 ミラー無 
サイズ ＵＷ７３５×ＵＨ２０３５ 
勝手 勝手なし 
枠種 固定枠：直付下レール３方枠 

１階 
洋室２ 

ＶＥＲＩＴＩＳ（２０１７年
６月発売） 

扉色 チェリー柄（ＣＹ） 

枠色 チェリー柄（ＣＹ） 

レール ブロンズ 

デザイン ＰＡ型（フラットタイプ） 
開閉方式 収納用建具折れ戸 
取っ手 縦付・Ｔ１型サテンシルバー色

（塗装） 
ﾐﾗｰ有無 ミラー無 
サイズ ＵＷ１６４５×ＵＨ２０３５ 
勝手 勝手なし 
枠種 固定枠：直付下レール３方枠 

枠色が扉色と異なる場合、敷居色・床見切が枠色と異なる場合に※を表示しています。建具画像は標準品です。特注品の場合、詳細は別途、図面・お見積書をご確認ください。 
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。 

木質床材 

全体（トイレ、洗面を除く） 

１２色から選べます（詳しくはサンプルにて確認ください） 

商品 ベリティスフロアーＳ ｅタイプ（６
枚入り） 

表面仕様 特殊化粧シート 

階段 

硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕
上げ。汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。 

踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部に
はすべり止めＵ溝加工、端部は万一足が当たっても怪
我をしにくいＲ面取り加工です。 

http://sumai.panasonic.jp/interior/veritis/
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