
⑧グレイッシュ
オーク

カラーバリエーション

。すで真写ジーメイ※

従来のサムターン セキュリティサムターン
( 取り外した状態)

『防火戸FG-Eジエスタ』の玄関ドアは、ピッキング対策に
効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2 つ、
下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、
“こじ破り”に対する抵抗力を高めています。

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

玄関ドアと枠の
かみ合わせが
強化され、
防犯性能を向上。

②クリエ
   モカ

①ミディアム
   チェリー

④トリノ
 パイン

⑤クリエ
   ペール

⑥クリエ
  ダーク

『ジエスタ』の玄関ドアは、ピッキン
グ対策に効果的な2ロックを標準装備
。さらに、上部ロックに2 つ、下部ロ
ックに1つ、鎌付デッドボルトを採用
することで、“こじ破り”に対する抵抗
力を高めています。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや
窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で
開けられる心配がありません。

標準ｷｰ4本

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」
DNｷｰ用差込口
暗くなると光ります

⑦クリエ
  アイボリー

③ゼン
   オーク

⑨ハンドダウン
  チェリー

⑩アイリッシュ
パイン

⑪アンティーク
   オーク

⑫エクリュ
   アイボリー

⑬クリエ
   ラスク

⑭ブラック
  ウォールナット

⑯オータム
ブラウン

⑰シャイン
   グレー

⑱ポート
 マホガニー

⑲ナチュラル
ホワイト

20 マット
  ブラック

21 ポリッシュ
    シルバー

23 シャンパン
    レッド

ｵｰﾅｰｷｰ1本
防犯性に優れた
DN（ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ）ｷｰ標準
ﾎｺﾘを防ぐ 「ｼｬｯﾀｰ付ｼﾘﾝﾀﾞｰ」装備

D11型

ポートマホガニー
⑨⑩⑪⑫⑮⑱

D12型

チーク
⑨⑩⑪⑫⑮⑱

M16型

クリエダーク
①②④⑤⑥
⑬⑯⑰⑲
20 21 22 23

M17型

ナチュラルホワイト
①②③④⑤⑥⑦⑧
⑬⑭⑯⑰⑲
20 21 22 23 24 25

F型D型A型 室外側

室外側

室外側

サテン
ゴールド

シルキー
マットブラック

ブラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

ブラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

室内側
（室外側同色）

特　長

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、デザイン、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。
・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。）

プランＮｏ．TP201702000111

室内側
（室外側同色）

室内側
（室外側同色）

室内側
（室外側同色）

※浮造調の場合はオプションになります。(チーク・チェスナット・パイン・オーク）

⑨シュガー
オーク

⑮リーフ
グリーン

22 パール
    ブルー

24 チェリー
    ウッド

25 ラスティック
     オーク

ハンドル一覧
室外側 室内側（共通）

木目調
（樹脂）

ダークブラウン

【防火】玄関ドアプラン

ｋ４仕様 片開き断熱玄関ドア ジエスタ2防火戸ＧＩＥＳＴＡ２



お客様名 玄関ドア　ジエスタ２防火戸 様 作成日 2021/03/04 担当者 瀧川

プランNo. LP202105006299 ご提案場所 阪奈ＴＨ 株式会社ＬＩＸＩＬ

住まいの心地よさが変わります
。
先進のテクノロジーで、高い断熱性能を実現した防火戸FG-L
。従来の窓に比べ、暖房時の熱の流出、冷房時の熱の流入を抑
え、室内の快適さを守ります。

◆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。

  防火戸FG-Lなら、
  冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。

シャッターサッシ 単体サッシ

装 飾 窓

基本性能  ・  特長

幅木部分の解錠レバーを横方
向に伸ばしているので、左右
どちらの障子を開けても解錠
ができます。

操作ひもを引くだけで自動
的にロックが解除。腰をか
がめることなく、楽な姿勢
で操作できます。※操作ひ
もは左右に動かせます。

立ったままで
解錠操作が可能

自動施錠
安心・手間いらずの

幅木の把手を持ってシャ
ッターを降ろすだけで自
動施錠。

窓の左右どちらからも
操作できる解錠レバー

外観色
（アルミ色）

内観色
（樹脂色）

オータムブラウンシャイングレーナチュラルシルバー ブラックホワイト

オータムブラウンシャイングレーナチュラルシルバー ブラックホワイト

窓辺の表情が変わります。
まるで窓が存在しないかのようなシンプルで美しいデ
ザインを追求。視界がすっきりと広がって、部屋に居
ながら、光や景色を身近に感じることができます。

自然の光や美しい景色と、
心地よくつながる窓辺へ。

特　長

カラーバリエーション

断熱性
向上

採光性
向上

※平成28年省エネルギー基準　建具とガラスの組み合わせによる開口部
の熱貫流率 （Low-E複層ガラス（空気層10㎜以上））

室外側に耐久性や強度に優
れたアルミを採用し、雨、
風、日差しによる劣化を防
止。室内側には断熱性に優
れた樹脂を採用し、   熱の
出入りを抑えます。

室内側に樹脂部材を用いるこ
とで、断熱性能もアップ従来
品よりも結露の軽減にもつな
がりました。

※画像はイメージです。

ＬＯＷ－Ｅ複層ガラス
高断熱を追求

フレーム高性能化
ハイブリッド構造で

特殊金属膜と中空層のダブル効
果で一般複層ガラスの約  1.7
倍の断熱効果を発揮。夏は太陽
の日射を抑え、室内の冷房効果
を高めます。  冬は太陽熱を取
り込みながら、  室内の熱を逃
がしません。

※画像はイメージです。

横すべり出し窓

シャッター付引違い窓

※１Ｆ正面掃出しのみになります。

FIX窓

高所横すべり出し窓

縦すべり出し窓Ｔ

単体引違い窓

※１Ｆのみ
※たて格子・横格子も選択できます。

内倒し窓

面付サッシ

勝手口

開き窓テラス
採風勝手口ドアＦＳ
（横格子のみ）

※該当する住宅のみ選択可

単体引違い窓 縦格子 ヒシクロス格子

※１Fのみ

横格子

※横格子のみ
製作寸法が異なります。

外倒し窓

【防火】サッシ標準プラン

防火戸ＦＧ－Ｌ



Handle

カラーバリエーション

    無ーパットスアドウゾイナえみはアド・キーレブ先戸は戸引※       色クスラエリク

。すでジーメイは真写※

WGS－BFA
W1335L字型ミラー付

WL
玄関収納

※ミラーはオプションになります

ＬＤＫ 

Ｔｏｉｌｅｔ

把 手

洗面

室内建具  ラシッサS

建材プラン

Private
LAA

縦木目（横木目はLAB）

LAC LAD LAE LAF LAA

縦木目（横木目はLAB）

LAC LAD LAE LAF

クリエ
アイボリー

クリエペール クリエラスク クリエモカ

クリエダーク プレシャス
ホワイト

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

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

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。LI
XIL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

十人十色の好みに対応できる柔軟性が魅力

LYA LYBLGA

縦木目（横木目LGB）

LGD LGE LGF LGG LGH(格子なし) LGJ(格子なし)

スクエアL

クローム

室内引戸 引手

クローム

クローゼット
LAA・LAB

縦木目・横木目選択

玄関収納
W08 ロッカー型（ミラーあり）H21
LAA・LAB

把手タイプ

LAA・LAB
Ｗ12 コの字型(ミラーあり) H21

把手タイプ
※縦木目・横木目選択

両開き戸 LAA・LAB

縦木目・横木目選択

造作材

※幅木、窓枠・笠木は
プレシャスホワイト色になります。

幅木

プレシャスホワイト

窓枠

プレシャスホワイト

ラシッサＳ

カラーバリエーション ハンドル

特  徴

ドアはみえナイゾウドアストッパー無    
◆引戸は戸先ブレーキ

インテリア建材標準仕様



リビング建材　標準仕様

床材 ラシッサ Ｓフロア＋階段 ベーシックタイプ

■ 床材と建具・収納のおすすめコーディネート ■■ 家一棟をつなぐクリエカラー ■

【床材】 ラシッサSフロアアース ★建具と同色でのコーディネートが出来ます。 階段  ベーシックタイプ 36mm厚

カラーバリエーション

クリエアイボリー/クリエホワイト

クリエペール

クリエラスク

クリエモカ

クリエダーク

LIXIL共通クリエカラーの床材は、天然木の風合いや味わ
いを大切にバージョンアップを図り、よりリアルな木目の
表情を楽しめるようになりました。洗練されたリアルな木
目柄は、建具やインテリアと合わせやすく、住まい全体を
トータルにコーディネートすることができます。

クリエダークF

クリエモカF

クリエラスクF

クリエペールF

クリエアイボリーF／クリエホワイトF

【床材】 ラシッサSフロアアース ＋ 【階段】ベーシックタイプ

特　長

機能一覧

熟成された風合い、経年変化後の味わいなど今までにない意匠にこだわって表現した色柄に、
木の質感を表現した足ざわり（フットフィール）を感じる床材です。上質で心地よい個性あふれた至福の空間を演出します。

「フットフィール仕上げ」：樹種の持つ木肌を表現したエンボス加工。
ここち良い“足ざわり”を感じることができます。 
樹種ごとに最適な３タイプを表現。住まい手が床に求める「美しさ・ここちよさ」を更に進化させました。 

さらっとフットフィール

ほんのり
フットフィール

DJ/フレンチヘリンボーン調
※

※ 床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。

しっかりフットフィール

ほんのりフットフィール

「フットフィール仕上げ」：樹種の持つ木肌を
表現したエンボス加工。ここち良い“足ざわり”を
感じることができます。 
樹種ごとに最適な３タイプを表現。
住まい手が床に求める
「美しさ・ここちよさ」を更に進化させました。 

シャインニッケル ダークアンバー アイアンブラック プレシャスホワイト

手すりラウンドタイプ

ブラケット

クリエペール クリエラスク クリエモカ

クリエダーク プレシャスホワイト
／クリエアイボリー

ブラック

機能一覧

※ 床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。

※

クリエダークF

クリエモカF

クリエラスクF

クリエペールF

クリエアイボリーF／クリエホワイトF

イメージ画像です。

ほんのりフットフィール

さらっとフットフィール

さらっとフットフィール

ほんのりフットフィール

ほんのりフットフィール

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。

イメージ画像です。

◆『TY-02S』は機材に環境配慮型針葉樹合板を使用した床材です。

クリエアイボリー／クリエホワイト

インテリア建材標準仕様



お客様名 リビング建材　標準仕様 様 作成日 2021/03/30 担当者

プランNo. LP202105008770 ご提案場所 大阪南 株式会社ＬＩＸＩＬ

◆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。） TP201701012552 

※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。

インテリア建材標準仕様

特　長

機能一覧

熟成された風合い、経年変化後の味わいなど今までにない意匠にこだわって
表現した色柄に、木の質感を表現した足ざわり（フットフィール）を感じる床材です。
上質で心地よい個性あふれた至福の空間を演出します。

「フットフィール仕上げ」：樹種の持つ木肌を表現したエンボス加工。
ここち良い“足ざわり”を感じることができます。 
樹種ごとに最適な３タイプを表現。住まい手が床に求める「美しさ・ここちよさ」を更に進化させました。 

【床材】 ラシッサDフロアアース

■床材  ラシッサＤフロアアース

さらっと
フットフィール

ほんのり
フットフィール

しっかり
フットフィール

DW/ホワイトペイントF

D1/イタリアンウォルナットF

DX/チェスナットF DJ/ホワイトオークF

DP/ライトオークF

D2/メープルF D3/ライトメープルF DY/チェリーF

DK/ナチュラルオークF

DZ/ウォルナットF DL/スモークオークF DR/ショコラオークF

DJ/フレンチヘリンボーン調

Lasissa D FLOOR

木の質感は樹種により大きく異なります。すべすべしたものから
 
ゴツゴツしたものまで、表情も手ざわりもさまざまです。
 
ラシッサDフロアアースシリーズ床は、天然木の無垢材が持つ質感を
 
特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を3 つ表現しました。
 
それぞれの足ざわりのよさが魅力です。

フットフィール仕上げ。

※

※ 床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。
※ フレンチヘリンボーン調は、フットフィール仕上げではありません。

ホワイトペイントF

イタリアンウォルナットF

チェスナットF

ホワイトオークF

ライトオークF

メープルF

ライトメープルF

チェリーF

ナチュラルオークF

ウォルナットF

スモークオークF

ショコラオークF

左タイプ

フレンチヘリンボーン調

右タイプ

フレンチヘリンボーン調

DH チークF

チークＦしっかりフットフィール

しっかりフットフィール

さらっとフットフィール

さらっとフットフィール

さらっとフットフィール

さらっとフットフィール

ほんのりフットフィール

ほんのりフットフィール

ほんのりフットフィール

ほんのりフットフィール

ほんのりフットフィール

ほんのりフットフィール

ほんのりフットフィール

※階段 踏板の設定ありません

ラフオークF しっかりフットフィール

グレージュエルムF さらっとフットフィール

※階段 踏板の設定ありません

※階段 踏板の設定ありません

ワイドローズチェリーF
【※溝がない仕様です】

※階段 踏板の設定ありません

さらっとフットフィール



お客様名 リビング建材　標準仕様 様 作成日 2021/03/30 担当者

プランNo. LP202105008770 ご提案場所 大阪南 株式会社ＬＩＸＩＬ

◆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。） TP202006005565 

※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。 株式会社 ＬＩＸ

ＩＬ

【階段・階段手摺り】 床材 ラシッサDフロアアースコーディネート 階段プラン

クリエダーク

クリエペール

クリエモカ

クリエラスク

ブラック

プレシャスホワイト/
クリエアイボリー

シャインニッケル ダークアンバー

アイアンブラック プレシャスホワイト

階段   ベーシックタイプ

手すりラウンドタイプ

チェリーチェスナット ライトメープルイタリアンウォルナット メープル

ライトオークスモークオークナチュラルオーク ウォルナット

ホワイトオーク

チークショコラオーク

ブラケット

踏板  カラーバリエーション

蹴込板 カラーバリエーション

イタリアンウォルナット チェスナット メープル ライトメープル チェリー

ホワイトオーク ナチュラルオーク ウォルナット スモークオーク ライトオーク

ショコラオーク チーク プレシャスホワイト ブラック

側板・蹴込み板・幅木

プレシャスホワイト色になります
。

※イメージ画像
踏板：ウォルナット

踏板：ショコラオーク 踏板：チェスナット

◆イメージ画像

クリエペール クリエラスク クリエモカ

クリエダーク プレシャスホワイト
／クリエアイボリー

ブラック

インテリア建材標準仕様


