
プランNo. LP202102013084

お客様名 （株）木のホーム 様 作成日 2021/02/25 担当者 藤井　義久

プランNo. LP202102013084 ご提案場所 関西営業Ｓ部大阪北 株式会社ＬＩＸＩＬ

。すでジーメイは真写※

把手・錠カラーバリエーション

合わせやすい色目で
幅広くオーソドックスな
インテリアをカバーする
クリエカラー

クリエは、６色。
ペンキの手塗り感を表現。
木がもつ風合いや色味を正確に表現。色彩の三属性（色相・明度・彩度）をもとにバラ
ンスのとれたカラーコーディネートを実現します。LIXILの共通カラーなので、キッチ
ンや洗面化粧台などとコーディネートが可能です。

Ｌａｓｉｓ
ｓａ Ｓ

木目導管・手触り印刷層（盛り上げ版）

木肌・テリ表現印刷層
木目表現印刷層
ベースシート

実際にインクを盛り上げて凹凸を
つける効果の印刷層を追加し、
自然な木肌のさらさら・ざらざら
とした風合いを表現。さらに、
自然な木の組織から生まれる
テリ表現を追求し、光が当たった時も
リアルな木の表情が浮かび上がります
。

New

※カラー：シャインニッケル

把手：サークルB

【洗面】
丸型簡易錠

【トイレ】
丸型表示錠

 ■ リビング(H23)

 ■ Shoes Box W1200 H21 D36 / プレシャスホワイト

■ Private・Toilet H20

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
   見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

 ■ Closet H23 / プレシャスホワイト

【内装建具】  <ＬＩＸＩＬ> ラシッサＤ ラテオ・ラシッサＳ クリエ（ハイドア）

クローゼット

アーチ型
シャイン
ニッケル

】ンラプＡ【
～40.0202

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイト
   のみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイト
   のみとなります。

 ■ HANDLE DESIGN

窓枠幅木

幅木：ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ / 窓枠：ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ（下台のみ）
壁見切り縁：ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ（階段部分に使用）

引戸

角型
シャイン
ニッケル

ドア

スクエアＬ
シャイン
ニッケル

玄関収納

アーチ型
シャイン
ニッケル

※
イ
メ
ー
ジ

※カラー：シャインニッケル
※イメージ

LGL

■ガラス

アンティーク家具に多用される
型板ガラス。
ラインのゆがみに味がある
格子状のガラスです。

■エッチングガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
透明ガラス表面に施した
微小な凹凸により、
採光しながら視線を
遮る機能を兼ね備えて
いるのが特徴です。

LAA

※ドア枠はプレシャスホワイト色となります。 【標準仕様内容】 ●建具本数・・・・15本以
内●建具仕様・・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開
戸●建具色・・・・・・左記掲載５色
●詳細仕様・・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
●その他・・・・・・プランボードに準ずる ●引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。

 ■ COLOR

※ドアカラーのみ
※クローゼット・玄関収納は除く。

Ｌａｓｉｓｓａ Ｓ

木の風合いや色味を忠実に再現し、
色彩学に基づいて誕生した
クリエカラーは、どんな色とも
相性のいいパーフェクトカラー。

◆ラシッサＳ クリエカラー

◆ラシッサＤ ラテオカラー

ＤＤ/クリエダークＭＭ/クリエモカＬＬ/クリエラスク

ＤＹ/チェリー ＤＺ/ウォールナット ＤＲ/ショコラオーク

ＤＳ/イタリアン
       ウォールナット

ＤＸ/チェスナット ＤＰ/ライトオーク

Ｃｒｅａ

Ｌａｓｉｓｓａ Ｄ
ラシッサＤ ラテオ

すべて江の色をグレイッシュに
することで、モダンでありながらも
冷たさを感じさせない洗練された
仕上がりになりました。

Ｌａｔｔ
ｅｏ

※ドア枠はプレシャスホワイト色になります。

プレシャスホワイト

 ■ PARTS

。すでジーメイは真写※

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGM
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGM

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

 ■ プライベート(H23)   ■ クローゼット(H23)   ■ 玄関収納

ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASGS-LAA

標準仕様 建材

インテリア建材  ラシッサ Ｓ 

ジーメイ※

窓枠(下台のみ)幅木

サークルB

【洗面】
丸型簡易錠

表示錠(トイレのみ)

アーチ型引手トイワホスャシレプ トイワホスャシレプ

金属でありながら温かみのあるシャインニッケル色

ドアストッパー

シャインニッケル

ＷＡ/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰＹＹ/ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ ＰＰ/クリエペール

LGH LGD LGF

チェッカーガラス
ガラス厚：4ｍｍ

LAB

 ■ プライベート(H23)

LAB

※カラーは
   プレシャスホワイト色になります。

LAA
(折れ戸・ミラーなし)

LAA
(両開き戸)

LAA
(H21・D36・W12・ロッカー型・ミラー付)

※上記仕様以外は全てオプションとなります。

(ハイドア仕様)

株式会社 LIXILプランNo. LP202102013084

ラシッサＳ クリエ

※カラーは
   プレシャスホワイト色になります。



プランNo. LP202102013086

お客様名 （株）木のホーム 様 作成日 2021/02/26 担当者 藤井　義久

プランNo. LP202102013086 ご提案場所 関西営業Ｓ部大阪北 株式会社ＬＩＸＩＬ

把手・錠カラーバリエーション

合わせやすい色目で
幅広くオーソドックスな
インテリアをカバーする
クリエカラー

クリエは、６色。
ペンキの手塗り感を表現。
木がもつ風合いや色味を正確に表現。色彩の三属性（色相・明度・彩度）をもとにバラ
ンスのとれたカラーコーディネートを実現します。LIXILの共通カラーなので、キッチ
ンや洗面化粧台などとコーディネートが可能です。

Ｌａｓｉｓ
ｓａ Ｓ

木目導管・手触り印刷層（盛り上げ版）

木肌・テリ表現印刷層
木目表現印刷層
ベースシート

実際にインクを盛り上げて凹凸を
つける効果の印刷層を追加し、
自然な木肌のさらさら・ざらざら
とした風合いを表現。さらに、
自然な木の組織から生まれる
テリ表現を追求し、光が当たった時も
リアルな木の表情が浮かび上がります
。

New

※カラー：シャインニッケル

把手：サークルB

【洗面】
丸型簡易錠

【トイレ】
丸型表示錠

 ■ 戸襖ドア

 ■ Shoes Box W1200 H21 D36 / プレシャスホワイト

■ Private・Toilet H20

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
   見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

 ■ Closet H23 / プレシャスホワイト

【内装建具】  <ＬＩＸＩＬ> ラシッサＤ ラテオ・ラシッサＳ クリエ（ハイドア）

クローゼット

アーチ型
シャイン
ニッケル

】ンラプＡ【
～40.0202

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイト
   のみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイト
   のみとなります。

窓枠幅木

幅木：ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ / 窓枠：ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ（下台のみ）
壁見切り縁：ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ（階段部分に使用）

引戸

角型
シャイン
ニッケル

ドア

スクエアＬ
シャイン
ニッケル

玄関収納

アーチ型
シャイン
ニッケル

※
イ
メ
ー
ジ

※カラー：シャインニッケル
※イメージ

LGL

■エッチングガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
透明ガラス表面に施した
微小な凹凸により、
採光しながら視線を
遮る機能を兼ね備えて
いるのが特徴です。

LAA

※ドア枠はプレシャスホワイト色となります。 【標準仕様内容】 ●建具本数・・・・15本以
内●建具仕様・・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開
戸●建具色・・・・・・左記掲載５色
●詳細仕様・・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
●その他・・・・・・プランボードに準ずる ●引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。

 ■ COLOR VARIATION

※ドアカラーのみ
※クローゼット・玄関収納は除く。

◆ラシッサＳ クリエカラー

◆ラシッサＤ ラテオカラー

ＤＹ/チェリー ＤＺ/ウォールナット ＤＲ/ショコラオーク

ＤＳ/イタリアン
       ウォールナット

ＤＸ/チェスナット ＤＰ/ライトオーク

Ｌａｓｉｓｓａ Ｄ
ラシッサＤ ラテオ

すべて江の色をグレイッシュに
することで、モダンでありながらも
冷たさを感じさせない洗練された
仕上がりになりました。

Ｌａｔｔ
ｅｏ

プレシャスホワイト

 ■ PARTS

。すでジーメイは真写※

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGM
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGM

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

 ■ 戸襖引戸   ■和襖   ■ 和障子

ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASGS-LAA

ジーメイ※

【洗面】
丸型簡易錠

金物仕様(和室側)

(和室側)

LAB LAB 開き戸

※上記仕様以外は全てオプションとなります。

。すでジーメイは真写※

標準仕様 和室

新和風

和襖開き戸把手戸襖ドア把手 戸襖引戸引手 和障子引手

■襖柄(戸襖、和襖)

若菜（AF1） 静波（AF2） クリエペール

■枠カラー(全品種) ■縁種(戸襖、和襖)

白木縁

(洋室側) (和室側) (洋室側)

引違い戸 横繁 上げ下げ障子

株式会社 LIXILプランNo. LP202102013086
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