
２０１４年 ４月 １６日

エステートムーブ 内装スタンダード仕様



開き戸用見切縁（樹脂製）

メープル柄

スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

ホワイトオーク柄

カラーバリエーションカラーバリエーション

しっくいホワイト柄

内装ドア ベリティス スタンダード仕様

ハンドル（Ａ１型） 角型引手（Ｃ１型）

サテンシルバー色（塗装）

把手形状

開き戸デザインバリエーション

引戸ソフトクローズ（両側）
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引戸デザインバリエーション

ＬＤＫ 洋間

洗面所

ＬＤＫ 洋間

洗面所

トイレ

引戸を静かに開閉する
「両側ソフトクローズ機構付き」

開く時も閉まる時も直前にブレーキ
がかかってから静かに引き込みます。

天然木の自然な凹凸を 読み取り、
分析し再現することで最適にコント
ロールされた木肌感をつくりだしま
した。

パナソニックが目指した

の は よ り 本 物 ら し さ を

感じる自然な「木肌感」。

ベリティスシート

トイレ
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直 付 下 レ ー ル ３ 方 枠

下レールは、ブロンズ・シル
バーの２色から選ぶことが
できます。直付けレールの
厚みは４．５ｍｍで物の出し
入れもスムーズにできます。

普段は両端を仮固定して

いるので、折れ開閉が容易です。

２枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

スムーズな使い勝手を実現する 「ピボット機構＆フリー機構」

■ピボット固定

扉が自由に動くので右にも左にも

振り向けてフルオープンできます。

■フリー走行

ＰＡ型（フラットタイプ）

デザイン

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

収納用建具 折れ戸 ベリティス スタンダード仕様

ベリティスシート

パナソニックが目指したのは

より本物らしさを

感じる自然な「木肌感」。

天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し
再現することで最適にコントロールされた
木肌感をつくりだしました。

すり傷や汚れに強いベリティスシート

ベリティスシートの全面には、汚れを寄
せつけないコーティングをプラス。また、
キズへの強さも併せて実現。

メープル柄

スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

ホワイトオーク柄

カラーバリエーションカラーバリエーション

しっくいホワイト柄

Ｔ１型（角型取っ手）
サテンシルバー色

（塗装）

取っ手
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デザイン

ＰＡ型（フラットタイプ）

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

収納用建具 開き扉 ベリティス スタンダード仕様

ベリティスシート

パナソニックが目指したのは

より本物らしさを

感じる自然な「木肌感」。

天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し
再現することで最適にコントロールされた
木肌感をつくりだしました。

すり傷や汚れに強いベリティスシート

ベリティスシートの全面には、汚れを寄
せつけないコーティングをプラス。また、
キズへの強さも併せて実現。

メープル柄

スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

ホワイトオーク柄

カラーバリエーションカラーバリエーション

しっくいホワイト柄

３ 方 枠

３方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの
出し入れがしやすくなります。

２枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。

階段下等や踊り場の壁面を収納
スペースとして有効活用できます。
また、壁収納にも対応しています。

キッチン（パントリー）
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。
ビン・カン類、食器などの収納に最適です。

階段（階段下収納）
階段下のスペースを有効活用し、掃除具など
かさばる物をすっきり収納できます。

トイレ（壁収納）
収納スペースの確保が難しいトイレでも壁を利用
して空間を有効活用できます。

部屋別おすすめ紹介

Ｔ１型（角型取っ手）
サテンシルバー色

（塗装）

取っ手
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ベリティスシート

家族の履物や備品をしっかり収納。据付けタイプのボックス型玄関収納。使いやすさや安全性にも配慮しています。

扉全体を姿見として
使えるミラー扉。
身支度の際などに
便利です。

ミラー扉

玄関収納コンポリア

ミラー扉

天袋ユニット

天袋ユニットは取っ手のない
手がけ仕様の扉を採用。

耐震ロックを標準装備しています。
振動時： 地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。

（扉を押すとロックが解除されます。）
通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

天袋・トールユニット

靴を見て選びやすく、取り出し
やすい斜め設置が可能。

棚位置は30mmピッチで
調整可能。

棚板は、取り外して
水洗いできる樹脂製。

棚 板

天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再
現することで最適にコントロールされた木肌
感をつくりだしました。

パナソニックが目指したのは

より本物らしさを感じる

自然な「木肌感」。

据え置きタイプ

どんな玄関にもシンプルに

すっきりと納まるオーソドック

スなタイプです。

分離型の台輪を使用し、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。

デザインデザイン

フラット メープル柄

スモークオーク柄

ホワイトオーク柄

ウォールナット柄

しっくいホワイト柄

チェリー柄

樹脂化粧シート仕上げ

オーク柄

カラーバリエーション

取っ手

Ｔ１型
サテンシルバー色（塗装）

玄関収納コンポリア ベリティス スタンダード仕様 Ｗ１２００ｍｍ
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フィットフロアー ２本溝フィットフロアー １本溝

カラーバリエーション

■１本溝

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

カラーバリエーション

■２本溝

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

木質床材
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スモークオーク色
（オーク突き板）

ウォールナット色
（ビーチ突き板）

チェリー色（ビーチ突き板） オーク色（オーク突き板） メープル色（ビーチ突き板） ホワイトオーク色
（オーク突き板）

主な特長

落ち着いた印象の突き板仕様、
２本溝デザイン。
なめらかな表面仕上げの突き板が

木の本来の質感を表現しています。

お手頃価格でお届けする、
ベーシックな床材です。

キャスター付きのいすを置いても

へこみ傷のつきにくい床材です。※１

基材の「フィットボード」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。

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き

家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

スモークオーク柄（シート） ウォールナット柄（シート） チェリー柄（シート） オーク柄（シート） メープル柄（シート） ホワイトオーク柄（シート）

主な特長

原木の美しさをリアルに再現した、
シート仕上げの１本溝広幅デザイン。
木の表情が際立ちます。

お手頃価格でお届けする、
ベーシックな床材です。

キャスター付きのいすを置いても

へこみ傷のつきにくい床材です。※１

基材の「フィットボード」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。

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き

家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。



４．５＊６

※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。

耐水インテリアカウンター ベリティス

カラーバリエーション

ブラックダーク色 ダーク色 ミディアム色

ライト色 ホワイト色
（白単色塗装仕上げ）

天然木の照りやつやを美しく表現したアカシア集成材カウンター※。
※ホワイト色は白単色塗装仕上げです。

耐水・耐候塗装

洗面台や窓台にも
お使いいただけます。

汚れもサッと拭き取
れるので、お手入れも
簡単です。

※仕上げ塗装が施されていない面には、耐水・耐候性能はありません。
現場カットを行う場合にはコーキング等の処理を行ってください。
※上図は代表例です。色柄により着色が異なります。

※ホワイト色は耐水・耐候エナメル塗装仕上げとなります。

トップコート：耐水・耐候
ウレタン塗装

上塗り：着色

中塗り：UV 硬化型ウレタン塗装

下塗り：下地着色

アカシア集成材

仕上げ
塗装

※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。

造作部材 ベリティス

木の温もりを活かし、美しく機能的な
インテリア空間をつくります。

幅木 窓枠廻り縁

無目枠

カラーバリエーション

ウォールナット柄 チェリー柄スモークオーク柄

しっくいホワイト柄ホワイトオーク柄メープル柄

オーク柄

コーナー部材

垂直用 水平コーナー用

システム階段 ベリティス スタンダードタイプ

※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。

カラーバリエーション

■踏み板

踏み板はすべて滑りにくさに配慮。
表面に微細な凹凸を施し、摩擦抵抗を
高めて滑りにくい仕様にしています。

すべり止めU溝（２本）

木目の美しさを再現した
樹脂化粧シートの階段です。

スタンダードタイプ

※側板・桁・幅木・蹴込み板は

しっくいホワイト柄もご用意しています。
しっくい
ホワイト柄

ウォールナット柄

オーク柄 ホワイトオーク柄

チェリー柄スモークオーク柄

メープル柄

連続手すり 900㎜ピッチタイプ

丸棒手すり
塗装仕上げ（集成材）

エンドブラケット

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ色

ｵｰｸ色 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ色

ﾁｪﾘｰ色ｽﾓｰｸｵｰｸ色

ﾒｰﾌﾟﾙ色

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色

金具は３色。

ﾎﾜｲﾄ色

ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ色

玄関框 ベリティス

※イメージ写真のため実物とは異なる場合があります。

■単体框・付け框

床材とのコーディネイトで、統一感の
あるエントランスがつくれます。

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。

●防滑仕様
●樹脂化粧シート仕上げ

美しい木目が風格ある玄関を演出します。

カラーバリエーション

スモークオーク柄 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

内装建材
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