
※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。  ◆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。）

ジエスタ２ 防火戸 ｋ４仕様 玄関ドア標準仕様

オーナーキー１本

標準キー４本

●横向きのカギ穴です。 

●カギ穴壊し対策に有効。

●耐ピッキング性能はＤＮキー10分以上です。

●耐カム送り解錠性能はＤＮキー5分以上です。

暗くなると光ります

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。

そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!

カザスプラス［電池式］

お手持ちの携帯電話が

おサイフケータイⓇ 対応

機種なら、追加費用なし

で玄関のカギとしてご利

用できます。

電子マネー・楽天 Edy に

対応したカードなら玄関の

カギとしてご利用いただけ

ます。

カザスプラス専用の

カードキー３枚が標準

でついてきます。

カードやケータイでピッとカギを開ける

＊「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
＊「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

ケータイでも！ Ｅdy 対応カードでも！カードキーでも！

チェスナット
（浮造り調）

S12型

ブラックウォールナット パイン
（浮造り調）

※Ｓ12型はＳ型ハンドルの設定になります。

マットブラック

S14型

ブラックウォールナット パールブルー

※Ｓ14型はＳ型ハンドルの設定になります。 ※Ｓ13型はＳ型ハンドルの設定になります。

【Ｓ型ハンドル】
シルキーマットブラックのみ対応

Ｓ12型・Ｓ14型対応

S13型

チェスナット
（浮造り調）

パイン
（浮造り調）

【Ｓ型ハンドル】
ブラストシルバーのみ対応

Ｓ13型対応

防犯性に優れた
DN(ディンプル)キーが標準装備
ホコリを防いでお手入れ簡単
「シャッター付シリンダー」

DNキー用シリンダー

（室外側）

D11型

エクリュアイボリー リーフグリーン シュガーオーク アンティークオーク エクリュアイボリー シュガーオーク ハンドダウンチェリー アンティークオーク

C12型

ゼンオーク

M28型

グレイッシュオーククリエモカ チェリーウッド ラスティックオーク オーク
（浮造り調）

クリエペール クリエラスク チェスナット
（浮造り調）

M21型

クリエアイボリー グレイッシュオーク ミディアムチェリークリエモカ

M26型

チェリーウッド ラスティックオーククリエモカ ゼンオーククリエダーク

M12型

チェリーウッド ラスティックオーク オーク
（浮造り調）

オーク
（浮造り調）
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※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。  ◆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。）

ジエスタ２ 防火戸 エントリーシステム カザスプラス

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!

＊「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
＊「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす

ドアのボタンを押す カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠

 
 

帰
宅
時

手動で閉める

2つのカギが自動で閉まる

ケータイでも!

Edy対応カードでも!

外
出
時 上下2ヶ所

同時ロック

※ オートロックにもできます。 

お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイⓇ対応
機種なら追加費用なし
で玄関のカギとしてご
利用いただけます。

電子マネー・楽天 Edy
に対応したカードなら、
玄関のカギとしてご利
用いただけます。

電池切れ！

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。

こんなときにもしっかり対応！

“無締まり”を防ぐ「施解錠表示」

室内側ダイヤルサムターン

解錠時は、赤色(危険)の

表示マークです。

施錠時は、緑色(安心)の

表示マークです。

ひと目で施解錠状態がわかるサインを設置。カギが閉まって

いるのかわからない不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎ

ます。

※エントリーシステムの場合、

  サムターンを外した状態での施解錠表示はされません。

●セキュリティサムターン

室内側の上下のサムター

ンがセキュリティーサム

ターンの対応となってい

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「サムターン

回し」で開けられる心配

がありません。

※画像はエントリーシステム用セキュリティサムターンです。

※カード、おサイフケータイ含め合計20枚まで登録可能です。■カードキー標準3枚付
カザスプラス専用の

カードキー３枚が

標準でついています。

同梱枚数 ： ３枚

普段お使いのおサイフケータイ対応機種やカードをカギとして活

用可能。ボタンを押して、“かざす " だけで施解鍵で来ます。
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※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。  ◆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。）

防火戸 FG-Ｌ サッシ標準仕様

シャッター付引違い窓

縦すべり出し窓 T
( オペレーター )

内倒し窓

横すべり出し窓
(オペレーター )

FIX 窓

面格子付引違い窓
(横格子 )

単体引違い窓 (マドサイズ）

当社従来品
（非防火）

49.5㎜

防火戸FG-Ｌ

26.5㎜
室内からフレームがほとんど見えず、

まるで窓が存在していないかのような

シンプルで美しいフォルム。

※縦すべり出し窓（オペレーター）での比較

●従来品に比べフレームを約５０％スリム化

外と内がつながる

心地よい窓辺を

実現します。

フレームの極小化によりガラス面積を15％拡大。眺望性・採光

性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。

※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較

当社従来品(非防火) 防火戸FG-L

●ガラス面積の１５％※拡大を実現

ガラス面積

１５％

アップ

アルミＰＧ窓の場合… 防火戸ＦＧ-Ｌなら…

アルミ形材

樹脂形材
アルミ形材

樹脂形材

室内側がアルミのため、

冷気が
ダイレクトに
伝わる

室内側に
樹脂を採用することで、

結露の発生を
抑制

樹脂形材

●スムーズな開閉をサポート

オペレーターハンドル

（ユニバーサルハンドル）

オペレーターハンドル

（ユニバーサルハンドル）

オペレーターハンドル

（ユニバーサルハンドル）

●Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス グリーン

室内側ガラスにコーティングした

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの

約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り

込みながら、室内の熱を逃がしません。

特殊金属膜
(Ｌｏｗ－Ｅ膜)

特殊金属膜と中空層の

ダブル効果で冬でも暖か。

※一般複層ガラス３＋Ａ１６＋３とＬｏｗ-Ｅ複層ガラス
  グリーン６.８＋Ａ１２＋３を比較

台座を下枠内に収めたすっきりデザイン。開

閉操作間はハンドルを回すだけ。にぎりやす

い形状でお子様からお年寄りまで操作しや

すいユニバーサルハンドル。

シャッターを降ろすだけで自動施錠。

手間もかからず、鍵をかけ忘れる心配

もありません。 立ったままで解錠操作が可能

Full Line up

性能アップ

Color

※シャッター以外は網入りガラスです。

オータムブラウン（G）

ブラック（T）

シャイングレー（K）

ナチュラルシルバー（D）

ホワイト（W）

●外観色（アルミ色） ●内観色（樹脂色）
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                                                                                                          ＴＯＳＴＥＭ  Interior Series   （室内ドア） 

 カラーバリエーション    ６色の中からお選びいただけます 

 リビングドア   ガラスを使ったドアで光と個性を演出します 

 洋室    トイレ    クローゼット（折れ戸）  

 
トイレ明かり窓付 

□LGA縦木目 

（カスミガラス） 

 

□LGB横木目 

（カスミガラス） 

 

□LGC縦木目 

（カスミガラス） 

□LGD横木目 

（カスミガラス） 

□LGE縦木目 

（カスミガラス） 

□LGG 

  （カスミガラス） 

□LGJ  

（チェッカーガラス） 

□LAA縦木目 □LAA縦木目 □LAB横木目 □LAB横木目 □LAA縦木目 □LAB横木目 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

 クローゼット （両開き戸） 

□LAA縦木目 □LAB横木目 

※プレシャスホワイトは木目がありませんので縦木目・横木目の選択はありません。 

□LGF横木目 

   （カスミガラス） 

□LGK （格子付） 

（エッチングガラス） 

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 

□LGH  

（チェッカーガラス） 

多くの素材や色と合わせやすい
シンプルな単色ホワイト 

アッシュ材の自然な半板目が  
見せる抑揚と際立つ木肌感が
美しいカラー 

自然なメープル材の持つ、      
濃淡や照り感のあるナチュラルな
色合いです。 

チェリー材らしい柔らかな板目や 
斑を加えた味わい深さがあります。 

稿斑の力強い濃淡が、ウォール 
ナットの木目を表現しています。 

濃色ながらもウォールナットの木肌
を感じる重厚な仕上がりです。 

 把手   

スクエアＬ             
（クローム） 

収納用把手角型Ｌ             
（クローム） 

 

引戸引手          
（クローム） 

 室内引戸 特長 

閉めるときは自動的に本体が減速し

ゆっくりと引き込まれ、開けるとき

は衝撃音が出ないよう本体が枠にぶ

つかる前にブレーキがかかります。 

シングルソフトモーション 

閉めるとき 

開けるとき 

 
表示錠 

（クローム） 

http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17084A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17111A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17004A.JPG
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                                                                                                ＴＯＳＴＥＭ  Interior Series   （玄関収納・階段） 

 
玄関 
収納 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

奥行き360mmタイプ。扉裏スペースの有効活用で収納量アップ。 

■ウォールユニット（把手なし扉） 

 

キャビネットより28㎜長い扉手
を掛けて開閉できます。 

カラーバリエーション 

クリエアイボリー クリエペール クリエラスク 

クリエダーク クリエモカ 

階段 
部材 

階段部材に素材感を生かしたクリエカラー（Ｓタイプ） 

●樹脂シート 
   表面キズ・ 
   汚れに強い 

●複合合板 

●スリップ止め 
   踏板より濃い色を 
   設定し、先端の視認性を確保 

《 踏板断面 》 
●踏板厚 30mm 
●鼻の出 20mm 

クリエアイボリー 
(クリエホワイト) 

（W） 

クリエペール 
（P） 

クリエラスク 
（L） 

クリエモカ 
（M） 

クリエダーク 
（D） 

プレシャスホワイト 

※プレシャスホワイトは木目がありませんので 
縦木目・横木目の選択はありません。 

■扉デザイン 

縦木目（ＬＡＡ）と横木目
（ＬＡＢ）の２つのデザイン
からお選びいただけます。 

ＬＡＡ ＬＡＢ 

□ＬＡＡ縦木目 □ＬＡＢ横木目 

ＬＡＢ横木目 施工例 

玄関収納 コの字型  Ｈ２１ 
 

Ｗ１２ コの字  ＬＡＡ縦木目 施工例 

角型Ｌ         
（クローム） 

■把手 

http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_16001A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17111A.JPG
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資源の有効利用 

    ■ 標準仕様   （床材） ラシッサＳフロアアース 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

高機能・長寿命 

カラーバリエーション イメージ施工例 洗面所・トイレ対応床材 

ホワイトマーブル 

一歩進んだ環境配慮型の
高性能・高品質床材 

 床材（ラシッサＳフロアアース）  

■機能一覧 

キズに強い 変色、退色し
にくい 

お手入れかんたん 

ホットカーペット 
OK 

ホルムアルデヒド 
対策仕様 耐キャスター 床暖房対応 抗菌 上履用 

ノンワックス 耐干割れ 
色むら、色違い 

が少ない 

フットフィール 

仕上げ 

●お手入れ簡単 ノンワックス（ワックス不要） ●床暖房の仕上げ材として 使用可能 ●へこみキズに強い耐キャスター仕様 

1,818 

151.5 

303 
151.5 

WW/クリエホワイトF PP/クリエペールF 

さらっと Foot feel ほんのり Foot feel 

LL/クリエラスクF MM/クリエモカF 

■ 自然の味わいを大切にしたフットフィール仕上げ 
「ラシッサ フロアアース」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、木肌感を表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。 

アースボード 

earth board 

フットフィール 

仕上げハイパーフィルム 

防湿フィルム 

●ラシッサ フロアアース の断面 

●デザインだけではなく素材自体の中身から、考えました。 

Foot feel 

□：WW/クリエアイボリーF/(クリエホワイトF) 

  （ほんのり Foot feel） 

□：MM/クリエモカF 

 （ほんのり Foot feel） 

□：PP/クリエペールF
（さらっとFoot feel） 

□：LL/クリエラスクF
（さらっとFoot feel） 

（メープル柄） 

（シダー柄） （ウォルナット柄） 

  靴下を脱いで、素足で暮らし

たくなる床材。歩く時はもちろ

んのこと、床に座ったり、寝転

んだりと、さまざまなシーンで

独特の触感をお楽しみいただ

けます。 

◆Foot feel  （フットフィール仕上げ）◆ 

クリエモカＦ 

クリエラスクＦ 

クリエアイボリーF 
(クリエホワイトＦ) 

クリエペールＦ 

（チェリー柄） 
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基本ベース外壁材

■ネオロック親水１６ ■エクセレージ親水１５

ディレクトーン ニューリッジウェーブ キューブシュクレ

MWチャコールブラック MWビバホワイト MWサトルホワイト MWサトルクールグレー

NW3644K NW4531K EW3941K EW3942K

アクセント外壁材（２０㎡まで）

■ネオロック光セラ１６セラトピア

グラートⅡ ブルレウッドⅡ

カンビオⅡ ニューインプレース

アセッツⅡ シャトレーブリックⅡ

NH4743A NH4744A

標準施工品

GFシャトレ チタン ホワイト GFシャトレ チタン オレンジ GFシャトレ チタン レッド GFシャトレ チタン ブラウン

NH4771A NH4772A NH4773A NH4774A NH4741A NH4742A

GFカンビオ チタン ブラウン

NH4725A

GFアセッツ チタン ホワイト GFアセッツ チタン アイボリー GFアセッツ チタン グレー GFアセッツ チタン ダークグレー

GFインプレース チタン グレー

NH4721A NH4722A NH4723A NH4724A NH4791A NH4792A NH4793A

GFカンビオ チタン ホワイト GFカンビオ チタン ベージュ GFカンビオ チタン グレー GFカンビオ チタン レッド GFインプレース チタン ホワイト GFインプレース チタン ブラウン

QFグラート チタン マルチブラック QFグラート チタン ライトオレンジ QFグラート チタン ダークブラウン QFブルレ チタン アッシュ QFブルレ チタン アンバー

NH4785A NH4786A NH4787A NH4755A NH4756A

QFブルレ チタン スモーク QFブルレ チタン ナチュラル

NH4781A NH4782A NH4783A NH4784A NH4751A NH4752A NH4753A NH4754A

QFグラート チタン ライトグレー QFグラートチタンアイボリー QFグラートチタン オレンジ QFグラート チタン ダークグレー QFブルレ チタン レッド QFブルレ チタン ブラウン

外壁材ラインナップ
2020.7

得値品
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標準リスト（照明・インターホン）標準リスト（照明・インターホン）標準リスト（照明・インターホン）標準リスト（照明・インターホン）
作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日作成日 2020年03月10日

玄関・廊下・トイレ・玄関・廊下・トイレ・玄関・廊下・トイレ・玄関・廊下・トイレ・

ＷＩＣ・ホール・洗面ＷＩＣ・ホール・洗面ＷＩＣ・ホール・洗面ＷＩＣ・ホール・洗面ポーチ灯ポーチ灯ポーチ灯ポーチ灯

階段ブラケット階段ブラケット階段ブラケット階段ブラケット 流し元灯流し元灯流し元灯流し元灯

あなたのお家に最適な照明プランを

ご提案させて頂きます！

照明計画を少しこだわって、

お家の高級感をＵＰしてみませんか？

大光電機はプロの視点からご要望に

合わせた最適なプランを提案させて

頂きます。

ＤＡＩＫＯ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ　

ＳＥＲＶＩＣＥ

録画機能付きインターホン録画機能付きインターホン録画機能付きインターホン録画機能付きインターホン

電球色電球色電球色電球色 温白色温白色温白色温白色

昼白色昼白色昼白色昼白色温白色温白色温白色温白色
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