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ナショナーレ 販売価格 ￥1,980/㎡ 

ビアンコ

ブラウン

ベージュ

ダークグレー

イエロー

ブラック

300mm

300
mm

SQ-N253

SQ-N243

SQ-N223

SQ-N283

SQ-N263

SQ-N293

￥1,980/㎡

￥1,980/㎡

￥1,980/㎡

￥1,980/㎡

￥1,980/㎡

￥1,980/㎡

Nationale

防滑性 
（ノーマルタイプ） 

防滑性 
（ノーマルタイプ） 

防滑性 
（ノーマルタイプ） 

防滑性 
（ノーマルタイプ） 

防滑性 
（ノーマルタイプ） 

防滑性 
（ノーマルタイプ） 

● 高温焼成及びサイドシャープ加工がされていない為寸法に多少の誤差があります。
● 製造上、寸法に生産誤差（カリバー）があります。デザイン貼りする場合は、事前にカリバーを営業担当者にお問い合わせください。
● 輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を営業担当者にお問い合わせください。　● 商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。

サイズ（mm） ㎡枚数 ケース入数（枚）ケース重量（kg） 販売価格 販売価格（ケース）

300×300×7.6 11.11 11 17.6 ￥1,980/㎡ ￥1,958

品質特性
 項目  規格  数値
吸水率 ISO 10545-3 0.5％以下
耐荷重性 ISO 10545-4 40N/mm2以上
耐凍害性 ISO 10545-12 変化なし
耐摩耗性 ISO 10545-6 120mm3以下
耐薬品性 ISO 10545-13 変化なし

すべり値 東工大規格
JIS A5705　水＋ダスト 0.51～0.55

300角フルボディタイルがお求めやすい価格で新登場！！

good price

内壁 内床 外
壁 外床 5mm以上

○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ × 目地幅 フルボディ仕様高温焼成のため寸法誤差あり

寸法ロットあり

東　京 TEL .03（3475）0283
横　浜 TEL .045（227）5315

名古屋 TEL .052（932）3400
仙　台 TEL .022（211）5560

大　阪 TEL .06（6245）0975
札　幌 TEL .011（622）3363

福　岡 TEL .092（291）1011
広　島 TEL .082（246）3344



BATHROOM 

sazana 

心地よさのカタチ、サザナ。 
心地よさにこだわりを。 

暮らしのスタイルにあわせて選べる豊富なデザインテイストをそろえて、 

より快適なひとときを過ごしていただくためのバスルームです。 

<1> 

アクセントパネルプラン（アクセント＋周辺） 
＋周辺パネル 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 

※写真はイメージです。 

20061-120723 

※アクセントパネルで同色を選択の

場合は、4面同色プランになります。 

▲クレアダークグレー ▲ドロープグリーン ▲セイラン ▲ハープベージュ ▲マテリアルアロマグリーン ▲サラフジイロ 

▲クレアダークセピア 

▲クレアライトグレー 

▲サラアズキ 

▲ドロープレッド 

▲アドリアブルー ▲サボンアクア ▲チアフル ▲マテリアルアロマピンク 

▲スレンダーベージュ 

▲ジオブラウン ▲スレンダーアクア ▲ペルナホワイト ▲ブーケットホワイト 

▲スレンダーホワイト 

▲ファルティウッド ▲メルレットローズ ▲セリーヌホワイト ▲サラフジイロ 

▲アースブラック ▲ソフィーヌピンク ▲アロマブラウン ▲スレンダーベージュ 

※アクセントパネルで同色を選択の

場合は、4面同色プランになります。 

ニューエクセレントバス（人工大理石）  

▲ジュエリーホワイト ▲ジュエリークリーム ▲ジュエリーアクア ▲ジュエリーピンク 

エプロン 

▲ホワイト ▲ベージュ ▲ブラック ▲アクア ▲ピンク 

カラリ床（単色） 

▲ホワイト ▲ベージュ ▲ライトグレー ▲ダークグレー 

カウンター・収納棚 

▲ホワイト ▲ベージュ ▲ブラック 

▲ジュエリーブラック 



ミルク
ホワイト

パールグレー
（しろ）

ブラック オーク
ブラウン

モダン
ベージュ

しんちゃ

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩ビ系耐候性向上特殊樹脂で被覆した
二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般
仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいた
てといです。

内面：
硬質塩化ビニル樹脂

表面：
耐候性向上特殊樹脂
（塩ビ系樹脂）

※たてといには亜鉛処理スチール芯は
 入っておりません。

※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、
　本体と部品との変色差が生じにくいため、
　耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、
　表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

材質 耐候性向上特殊樹脂
硬質塩化ビニル樹脂

※

60.4

1.1

B（内面）

A（表面）

長さ 2700ｍｍ

Ａ
Ｂ

カラーラインナップ

耐候性向上仕様

耐候性向上仕様たてとい丸60の特長

▲栗東工場の暴露試験風景（南面35°傾斜）

多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい
硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。

〉〈

熱に強い
耐熱・耐伸縮性

夏の炎天下でも、膨張・
変形がほとんどなく、た
わみ・ねじれがありませ
ん。また、伸縮率は一般
のプラスチック製の約
1/4。冬場の収縮によ
る亀裂にも強く、季節を
問わず安定した形状を
保ちます。

雪や土砂の重みに強い
耐荷重性

スチール芯が挿入され、
しかも太耳構造の採用
により、腰の強さを発揮。
積雪をはじめ、塵あいや
土砂のたまりやすい地
域にも適しています。 
注）積雪量が多い地域は
ケイミュー（株）営業所まで
お問い合わせください｡

衝撃に強い
耐衝撃性

台風などでは、吹き飛
ばされた瓦や木の枝が
雨といに当たることもし
ばしば。こんなとき、挿
入されたスチール芯が
優れた耐衝撃性を発
揮します。

紫外線に強い
褪色性

熱や荷重に強いアイアン素
材に、高耐候性特殊樹脂
（アクリル系）※を被膜した
高耐候性雨といです。紫外
線による褪色や変色にも優
れた耐候性・耐久性を発揮
します。※耐候性向上仕様
品は塩ビ系の耐候性向上
特殊樹脂を被膜しています。

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した
軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。
軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン
素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを
長く保ちます。
※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。
※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。 亜鉛処理スチール芯

硬質塩化ビニル樹脂

耐候性
向上特殊樹脂
（塩ビ系樹脂）

〈アイアン耐候性向上
仕様構造イメージ図〉軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマレクタ（２重曲線）と呼ばれる伝統
的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の
直線美を強調します。

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。
落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在
ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させるこ
とができます。

軒といの吊金具は内吊り方
式。金具が軒といの中に納
まるため、目立たず、軒先の
ラインをスッキリ見せます。

自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といのフチの水切り部分
が前だれをカット。雨だれに
よって起こるシマ模様の汚
れが目立たず、美しさを損な
いません。

水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

（一般地域で積雪30cm以内の場合）
（当社純正ポリカーボネート＜高強度タイプ＞の場合）

高強度・耐寒性に優れた
ポリカーボネート吊具を採用。
積雪・強風でたわみにくい、
1mピッチで施工可能。

カラーラインナップ

耐候性向上仕様
表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」
を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。耐候性向上仕様

芯材に「亜鉛処理スチール芯」を
使用した商品に表示しています。の特長PC50

古代ギリシャの伝統的な意匠を採用
自在ドレンの場合 集水器の場合

オークブラウンオークブラウンモダンベージュモダンベージュブラックブラックしんちゃしんちゃパールグレー（しろ）パールグレー（しろ）ミルクホワイトミルクホワイト

パナソニック 雨とい PC50

暮らしをまもる 住まいを魅せる

製造：パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

120105



機能一覧

カラーバリエーション

ベーシアシャワートイレ シンプルなデザイン＆お掃除ラクラクな一体型シャワートイレ。

お掃除ラクラクで、エコロジーな超節水タイプ。

■■■ 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 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

Wパワー脱臭

暖房便座

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

■■■ 清潔機能 ■■■

まる洗い洗浄

女性専用レディスノズル

ノズルシャッター

ノズルお掃除モード

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

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ 省エネ機能 ■■■

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

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)

BU8
ｱｲﾎﾞﾘｰ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

｜リモコン｜

CF-22H/BW1 KF-80

※窓は参考例です。

0.5坪プラン（780×1,690mm） CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

C3834714106-05



多 彩 な プ ラ ン ニ ン グ で 快 適 な 洗 面 空 間 を

創 り 出 す 洗 面 カ ウ ン タ ー 。

洗面化粧台 エルシィ＜Ｍセレクション＞

◆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。

※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。

間口 900mm　LCJ1FH-905S/MLCJ-903TXU

写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

扉カラー カウンターカラー

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

CH2
ｻﾃﾝﾎﾜｲﾄ

CR2
ｻﾃﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

CM2
ｻﾃﾝﾏﾎｶﾞﾆｰ

CZ2
ｻﾃﾝﾌﾞﾗｯｸ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

奥行き５００㎜のコンパクト設計でありながら、洗面器容量１６Ｌと、

仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。

もちろん洗面器とカウンターは継ぎ目のない一体成形です。

滑らかなカウンターから

ボウルへのスロープ。

ゆったりとしたカーブの

ボウル。

ビルトイン水栓で、ハイ

バックガードのお手入れ

しやすさがアップ。

奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンター

洗面器開口

４３５㎜

カウンター奥行

５００㎜

ハイバックガード

仮置きスペース

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフラ

ンジをなくして拭き掃除もカンタンです。

大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープ

てまなし排水口

大口径サイズ

フランジあり フランジレス

ゴミをキャッチ

ヘアキャッチャー

通水部
新形状
ヘアキャッチャー

フランジ

フランジ

排水栓は着脱式なので部品を

ばらしてキレイに洗えます。

フルスライドタイプ

化粧台本体

キャビネット奥行き５００㎜でありながら、

引出部の奥行き約８０㎜拡張。

収納力がアップしたフルスライドタイプ

けこみ高さ
１５０㎜

動きやすいだけでなく踏み

台なども収まる高さです。

奥行き拡張
約８０㎜

900 500

800

1,060

3面鏡

小さなものから背の

高いものまで効率よ

く収納可能。

電気を使わない表面

コーティングのくもり

止めコート付。

トレイアレンジ自在の３面鏡 

ミラーキャビネット

くもり止めコート

電気を使わず瞬時にくもりを抑えます。

表面コーティングでくもり

をおさえるので、ヒーター

式に比べ待ち時間がなく、

消し忘れもありません。

消費電力ゼロで快適に使用

できます。

くもり止めコート付/なしのミラーにそれぞれ

蒸気を当てると、こんなに違いがクッキリ。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

水栓金具

シングルレバーシャワー水栓

水栓は、お掃除もしやすい

ビルトインタイプ。

低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し

て、使用面積制限を受けな

い材料Ｆ☆☆☆☆ホルムアル

デヒドの発散速度0.005mg/㎡h

以下を使用しています。

LCJ1FH-905S MLCJ-903TXU

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

トステムインテリア建材対応

PRPSC0-110520-003
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