
　　

S140605A-1-07　　　※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

                                                                                                                                               フロア 

 ルームアートJK/JKH 

 サニーアート （トイレ・洗面） 

こだわり 

性能 

仕様 

サ イ ズ 

梱包・入数 

梱 包 重 量 

基   材 

表   面 

縁 加 工 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ規制 

 color variation 

傷や汚れにも強く、多彩な色、柄、デザインで 

お好みのコーディネートを楽しめます。 
<WH>ネオホワイト 

<PK>マロンブラウン 

<ＭＡ> ライトオーカー 

<MW> ダルブラウン 

<ML> ミルベージュ 

<MT> ティーブラウン 

※イメージ画像 
（画像はアッシュ柄） 

 color variation 

※イメージ画像 

お手入れ簡単な木目柄のシート床材。 

■キャスター傷に強い 

はがれなし、 

キャスター傷が目立ちにくい 
はがれが発生し、 

キャスター傷がよく目立つ 

■落下傷に強い 

凹みが目立ちにくい 凹みがよく目立つ 

12㎜厚さ、303×1,818㎜ 

ダンボールケース6枚（3.3㎡）入り 

約23kg/梱（JW）、約24kg/梱（JA、JAH） 

MDF＋エコ合板 

特殊オレフィンシート 

四辺本実加工、縦Ｖ溝加工（2P）、長辺面取り加工・短辺糸面取り加工 

F☆☆☆☆JAS（複合フローリング） 

※イメージ画像 

<SE> セルベジャンテ 

<SN> ビアンコ 

<SG> グレイッシュセルベ 

<SX> ホワイトオニキス 

<SP> エンペラドールダーク 

<SF> フィオリートベージュ 

サンウエストホーム株式会社 様  御提案書 

※イメージ画像 

※イメージ画像 

※ルームアートＪＫ ：床暖房非対応 

※ルームアートＪＫＨ  ：床暖房対応 

<MJ>クリアベージュ 

<MG>トープグレー 



　　

S140605A-1-02　　※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

                             ドア・床見切材 

 color variation 

U0 デザイン（横木目） 

 BR series ドアデザイン 

 ドアハンドル・引手・丁番  ドア特徴 

パネルドア 採光ドア 

U8 デザイン（横木目） 00 デザイン（縦木目）  C5 デザイン（縦木目）  

 床見切 

■お掃除ラクラク表面シート 

油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい撥油効果の高い表面シートを採用。 

マジックで落書きしても簡単に落とせます。また、油汚れも簡単に拭き取ることができ、掃除の手間を軽減します。 

マジックの場合 油汚れの場合 

ネオホワイト（WH) 

ミルベージュ（ML) ライトオーカー（MA) 

ティーブラウン（MT) トープグレー（MＧ) 

ダルブラウン（MW) 

※THには木目がない為、U０、U8デザインは選べません。 

トイレドア 

U0 デザイン（横木目） 00 デザイン（縦木目）  

サンウエストホーム株式会社 様  御提案書 

※イメージ画像 

※イメージ画像 

■ショートストロークレバーハンドル（開戸） 

軽く触れるだけでドアの開け閉めができるショートストローク機構。 

高齢者や力の弱い方でも使いやすいレバーハンドルです。 

84デザインハンドルは、袖口をひっかけ 

にくいデザインです。また、座を目立た 

なくすることで、ドアの意匠をより際立 

たせます。 

空錠 表示錠 

RNデザイン（サテンニッケル） ■レバーハンドル 

上品な風合のサテンニッケル仕上げ 

木目にやさしくなじみ、高級感を演出します。 

■引手 

角座（Tシルバー） 

空錠 表示錠 

手がかりをつけ、使いやすさに 

配慮しました。また金属特有の 

冷たさを感じないのも特長です。 

■Nスタンダード丁番 
 （開戸） 

（Tシルバー） 

■明かり窓 

トイレドアには、 

入室の有無が確認しやすい 

明かり窓を付けております。 

WH ネオホワイト ML ミルベージュ MA ライトオーカー MT ティーブラウン MW ダルブラウン MK オフブラック TH モノホワイト MJ クリアベージュ MG トープグレー 

クリアベージュ（ＭＪ) 

マロンブラウン（ＰＫ) 



　　

S140605A-1-03　　※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

                           クローク収納 ・収納開き戸 

 color variation 

 hapia basis series 折戸ユニット 

※イメージ画像 

※イメージ画像 

※イメージ画像 

 hapia basis series 収納開き戸 

※イメージ画像 

サンウエストホーム株式会社 様  御提案書 

デッドスペースを有効に活用できる収納庫用の開き戸です。 

掃除用具などの収納に重宝します。 

■スライド丁番 

施工後の微調整がスムー 

ズにできるスライド式丁番を 

採用しています。 

 ハンドル・仕様・納まり 

ラウンド型 

（Tシルバー） 

■ハンドル 

ハンドルは手がかり 

の良い大きな 

ラウンド型 

扉デザイン 

■下部ドアストッパー 

下部のドアストッパーは薄型タイプ。 
（1800高以上の場合にご発注ください。） 

ブラウン ブラック ホワイト ナチュラル 

■お掃除ラクラク表面シート 

油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい撥油効果の 

高い表面シートを採用。 

掃除の手間を軽減します。 
マジックの場合 油汚れの場合 

※イメージ画像 

フラット縦木目ウッド フラット横木目ウッド 

フラット縦木目ウッド フラット横木目ウッド 

※イメージ画像 

クローゼット扉が左右にフルオープンするため、 

大きなモノの出し入れに便利です。 

ラウンド型（Tシルバー） 

■ハンドル 

 ハンドル・仕様・納まり 

扉デザイン 

■扉裏面リード穴 

扉裏面に仮リード穴が 

ついており、ハンドルを 

縦にも横にも取り付け 

可能です。 

縦 横 

■下レール付三方枠 

レールが後付で施工できる 

下レール付三方枠。5㎜厚の 

薄型直付レールタイプなので 

床に埋込む必要がありません。 

（固定枠） 

MT/MW/MK－ブロンズ 

WH/ML/MA－シルバー 

レール色  

■フリー・ピボット兼用（上吊式） 

 ※下レールレス三方枠を除く 

4.5尺間口以上の両端扉は 

仮固定ストッパーにより、ピ 

ボット扉として使用でき、必 

要に応じてはずすことが可能 

です。フリー・ピボット兼用の 

ため、スライド走行が可能です。 

閉めたときクローク扉の段差を低減する召し合わせ部材です。 

■召し合わせ部材 

扉を閉じると召し合わせ部材がかみ合い、 

段差を低減します。 

■お掃除ラクラク表面シート 

油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい撥油効果の 

高い表面シートを採用。 

掃除の手間を軽減します。 

フラット縦木目ウッド フラット横木目ウッド 

WH ネオホワイト ML ミルベージュ MA ライトオーカー MT ティーブラウン MW ダルブラウン MK オフブラック TH モノホワイト MJ クリアベージュ MG トープグレー 



　　

S140605A-1-02　　※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

                              玄関収納 

 color variation 

 hapia basis series 玄関収納 開き戸ユニット 

 性能・仕様 

■天袋 

シーズン物やスポーツ用品 

の収納に便利。 

■シューズ収納 

お手持ちの靴に合わせて、 

棚割りをアレンジできます。 

■下部収納 

花瓶などを飾れるカウンター。 

空間演出と収納力を両立する下部収納。 

■棚板 

拭くだけで簡単に汚れが落と 

せます。樹脂製なので水洗い 

も可能です。設置角度のアレ 

ンジもできます。（耐荷重4㎏/枚） 

水平にした場合 

前倒しにした場合 

ラウンド型 

（Tシルバー） 

フラット 

縦木目タイプ 

■扉デザイン 

フラット 

横木目タイプ 

■ハンドル 

 扉デザイン・ハンドル 

■耐震ロック（扉箇所） 

地震で本体が揺れるとフックが 

自動的に扉をロック。揺れがとまると、 

ロックは解除されます。 

 プラン  オプション 

扉裏傘収納 扉裏スリッパラック 

■扉裏収納 

扉裏に取り付けるスリッパラックと傘立て。 

限られたスペースを有効活用できます。 
※ミラー扉には使えません。 

扉裏のスペースを活かして収納力アップ! 

■内引出し 

下部収納やシューズ収納のボックス内部に 

取り付けます。※取付の際、プッシュオープン 

金具・固定棚取付部品・ラクラクローズパーツに 

干渉しないようにご注意ください。 

靴のお手入れ道具や 
認め印などを入れておくと便利。 

400タイプ 

800タイプ 

■全面ミラー扉 

引手はどこを持っても扉を 

開けることができる、スタイ 

リッシュな通し引手です。 

外出前の身支度チェックの際の姿見に最適。 

扉全面をミラーにしました。 

身支度の際の姿見として使えて便利です。 
※組立ての際、右ミラーは左ミラーにもすることができます。 

※イメージ画像 

■ハンドル 

角型 
（Tシルバー） 

ラウンド型 
（サテンニッケル） 

 オプション  

※扉をミラータイプで 

手配した際のイメージ 

■ボックス内部 

調湿建材「さらりあ〜と」が 

湿気や悪臭をしっかり吸収します。 

「さらりあ〜と」の優れた調湿作用により、ユニット内部の湿気を 

吸収するだけでなく、さまざまな臭いの原因物質を吸着すること 

で悪臭を抑制。大切な靴や収納物を守り、ユニット内部を爽や 

かに保ちます。 

さらりあ～と 

湿気やニオイを吸収して 

いつも爽やか！ 

油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい 

撥油効果の高い表面シートを採用。 

掃除の手間を軽減します。 

■お掃除ラクラク表面シート 

サンウエストホーム株式会社 様  御提案書 

※イメージ画像 

フラット縦木目タイプ フラット横木目タイプ 

WH ネオホワイト ML ミルベージュ MA ライトオーカー MT ティーブラウン MW ダルブラウン MK オフブラック TH モノホワイト MJ クリアベージュ MG トープグレー 



　　

S140605A-1-04　　　※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

                           棚板押入セット・造作材 

 color variation 

※イメージ画像 

 hapia basis / BR  series 造作部材 

■巾木Ｊ【気密】（MDF基材） 

巾木出隅 

 巾木・窓枠  表面シート 

■お掃除ラクラク表面シート 

マジックで落書きしても簡単に落とせます。また、油汚れも簡単に拭き取ることができ、掃除の手間を軽減します。 

マジックの場合 油汚れの場合 

■窓枠I型固定式 
（アングルしゃくりあり） 

※イメージ画像 

※イメージ画像 

 hapia basis / RS  series 押入棚板セット 

クローゼットの内部収納として使える、棚板セットです。 

※イメージ画像 

雑巾摺を取り付けることで、 

棚板とカベの隙間をすっきり 

きれいに納めることができます。 

パイプハンガーセットを棚板や枕棚板に取り付ければ 

ハンガーで吊るした洋服がかけられます。 

30㎏まで衣類などを吊るせます。 

ハンガーパイプセット 

・パイプ受金具（エンド部材） 

・パイプ受金具（中間用） 

・パイプ 

クローゼット扉とコーディネート 

サンウエストホーム株式会社 様  御提案書 

※イメージ画像 

WH ネオホワイト ML ミルベージュ MA ライトオーカー MT ティーブラウン MW ダルブラウン MK オフブラック TH モノホワイト MJ クリアベージュ MG トープグレー 


