
プランNo. LP202204006407

お客様名 山本硝子建材（株）門真営業所 様 作成日 2021/02/08 担当者 今井祐輔

プランNo. LP202204006407 ご提案場所 ＬＨＴ大阪　大阪北営業所（代理店課）株式会社ＬＩＸＩＬ

■ Living H23 (ドア・引戸Ｖレールタイプ・アウトセットタイプ)

 ■ Shoes Box W1200 H21 D36 / プレシャスホワイト

■ Private・Toilet H20

◆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。

 ■ Closet H23 / プレシャスホワイト

【内装建材】＜LIXIL＞ラシッサD キナリモダン・ラテオ／ラシッサＳ クリエ（ハイドア）

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイト
のみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイト
のみとなります。

■ Base Color

■造作材

■透明ガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
透明ガラス表面に施した
微小な凹凸により、
採光しながら視線を
遮る機能を兼ね備えて
いるのが特徴です。

LAA

※ドア枠はプレシャスホワイト色となります。

ﾗｼｯｻＳ ｸﾘｴ：ASCF-LAA ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ
：ASCH-LAA

ロッカー型コの字型

■Pull

【標準仕様内容】●建具本数・・・・15本以内
●建具仕様・・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
●建具色・・・・・・上記掲載色
●詳細仕様・・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ
●その他・・・・・・プランボードに準ずる ●引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。

■ Color Variation
引戸

角型
クローム

クローゼット

角型L
クローム

玄関収納

角型L
クローム

幅木：プレシャスホワイト
窓枠：プレシャスホワイト(下台のみ)
壁見切り縁：プレシャスホワイト
(階段部分に使用)
廻り縁なし

※実際はプレシャスホワイト色に
なります。

Ｌａｓｉｓｓａ Ｄ
ラシッサＤ キナリモダン

素のままの表情を活かすピュアな美しさ＝「生成り
（きなり）」、現代の暮らしに似合う新しい
スタイル＝「モダン」が、その名の由来。
人の心をゆったりとほぐし、なごやかにうちとけ
合って過ごす「こころとく」空間をご提案します。

KINARIMODERN

プレシャスホワイト

■ Parts

ドア

スクエアＬ
クローム

■Handle

。すでジーメイは真写※

LGL型

●明り採り

※イメージ

※トイレ・洗面所は、
明り採り・表示錠がつきます。

■ Private Ｈ23 

●表示錠(角型)

■ Closet ■ Shoes Box (W1200 H2160 D360)

ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASGS-LAA

ウォールキャビネット
耐震ロック付

。すまりなに付手把※

みえナイゾウドア
ストッパー

■Doorstop

株式会社 LIXILプランNo. LP202204006407

ﾗｼｯｻD ｷﾅﾘﾓﾀﾞﾝ：AKKH-LGL
ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

ﾗｼｯｻD ｷﾅﾘﾓﾀﾞﾝ：AKTH-LGL
ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGL

ﾗｼｯｻD ｷﾅﾘﾓﾀﾞﾝ：AKTH-LAA
ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LAA
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LAA

～50.2202
 

】ンラプＡ【

◆ラシッサＤ キナリモダンカラー

LL/クリエラスクYY/ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ

◆ラシッサＳ クリエカラー

WA/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ MM/クリエモカPP/クリエペール DD/クリエダーク

ED/コウノキ EE/ソフトモーブ EF/ソフトグレー DS/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ DZ/ｳｫﾙﾅｯﾄ DR/ｼｮｺﾗｵｰｸ DX/チェスナット DY/チェリー DP/ﾗｲﾄｵｰｸ

◆ラシッサD ラテオカラー

Ｌａｓｉｓｓａ D

ラシッサD ラテオ
彩度の低い色調のカラーをそろえたラシッサDラテオ
。すべての色をグレイッシュにすることで、モダンで
ありながらも冷たさを感じさせない洗練された仕上が
りになりました。スタイリッシュ、ナチュラル、シッ
クと、どんなテイストにもマッチします。

ｏｅｔｔａＬ
Ｌａｓｉｓｓａ Ｓ
ラシッサＳ クリエ
木の風合いや色味を忠実に再現し、
色彩学に基づいて誕生した
クリエカラーは、どんな色とも
相性のいいパーフェクトカラー。

Ｃｒｅａ

。すでジーメイは真写※※写真はイメージです。

■透明ガラス 
ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

LGLのみガラス厚：5mm
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
凹凸により、採光しながら視線を遮
透明ガラス表面に施した微小な
ガラス厚：4mm
■エッチングガラス 



プランNo. LP202204005400

お客様名 フロックス 様 作成日 2021/02/09 担当者 今井　祐輔

プランNo. LP202204005400 ご提案場所 Ｈ大阪北代理店課 株式会社ＬＩＸＩＬ

■ Living H20 (ドア・引戸Ｖレールタイプ・アウトセットタイプ)

 ■ Shoes Box W1200 H21 D36 / プレシャスホワイト

■ Private・Toilet H20

◆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。

 ■ Closet H23 / プレシャスホワイト

【内装建具】  <ＬＩＸＩＬ> ラシッサＤ ヴィンティア（ロードア・Ｈ2000） 】ンラプＡ【
～50.2202

■造作材

●明かり採り

※イメージ
みえナイゾウドア
ストッパー

■Doorstop

■透明ガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
透明ガラス表面に施した
微小な凹凸により、
採光しながら視線を
遮る機能を兼ね備えて
いるのが特徴です。

LAA

※トイレ・洗面所は、
明り採り・表示錠がつきます。

※ドア枠はプレシャスホワイト色となります。
ﾗｼｯｻＳ ｸﾘｴ：ASCF-LAA ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ

：ASCH-LAA

■Pull

引戸

角型
クローム

クローゼット

角型L
クローム

玄関収納

角型L
クローム

◆ラシッサＤ ラテオカラー

ＤＹ/チェリー ＤＺ/ウォールナット

ＤＳ/イタリアン
       ウォールナット

ＤＸ/チェスナット

幅木：プレシャスホワイト
窓枠：プレシャスホワイト
(下台のみ)
壁見切り縁：プレシャスホワイト
(階段部分に使用)
廻り縁なし

※実際は
プレシャスホワイト色に
なります。

下記、2種類よりお選び下さい。(ＬＤＫのみ)

■ Parts

ドア

スクエアＬ
クローム

■Handle

LGJ型

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

LGH型

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGM
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGM

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

■ Private Ｈ20 

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LAA
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LAA

●表示錠(角型)

■ Closet H23 ■ Shoes Box (W1200 H2160 D360)

AAL-SGVA
高級素材チークが
経年変化した
コクのある色味を
表現。

個性的な空間を
表現する濃紺色。
大人空間にふさわしい
色合いです。

ＤＥ：ネイビーブルー ＤＦ：ボトルグリーン ＤＧ：チャコールブラック

ＤＨ：チーク

ブリテッシュ
グリーンを思わせる
ダークな色調で
懐かしい雰囲気。

限りなく黒に近い
ダークカラーが
トレンド感を
演出します。

ドア

スクエアＬ
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

引戸

角型
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

●表示錠(角型)

クローゼット

角型L
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

玄関収納

角型L
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

みえナイゾウ
ドアストッパー
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ/ﾌﾞﾗｯｸ
ブラケット

ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

■階段手すり

※階段に扉をつける場合は、
アウトセットタイプのハイドアに
なります。

★LGHは上限が、LGJは下限が
伸びますので、デザインに
ご注意ください。

LGJ型

LGH型AVTH-LGJ AVTH-LGH AVKH-LGHAVKH-LGJ

■モールガラス(共通)
ガラス表面にストライプの柄が入ったシャープな印象を
与えるデザインガラスです。

ハイドア

ハイドア

ロードア

ロードア

AVTH-LAH AVCF-LAA AVCH-LAA

コの字型 ロッカー型 。すまりなに付手把※

株式会社 LIXILプランNo. LP202204005400

【標準仕様内容】●建具本数・・・・15本以内
●建具仕様・・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
●建具色・・・・・・左記掲載7色
●詳細仕様・・・・建具枠・造作材はプレシャスホワイトのみ
●その他・・・・・・プランボードに準ずる ●引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。

ウォールキャビネット
耐震ロック付

ＤＫ：ナチュラルオーク ＤB：ラフオーク
オーク材そのものが
もつ粗さを表現した
木目で、より自然を
感じる雰囲気に。

ＤC：グレージュエルム

大胆な木目の魅力を
オイルフィニッシュ
仕上げした
イメージに。

エルム材に見られる
白太の抑揚を
グレージュ色で
表現した個性的な色柄。

■ Base Color■ Color Variation （7色）

より個性的な空間を演出する単色＆木目カラー

プレシャスホワイト

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイト
   のみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイト
   のみとなります。

Ｌａｓｉｓｓａ Ｄ
ＶＩＮＴＩＡ
ラシッサＤ ヴィンティア
トレンドを超えて、
すっかり定番になったヴィンテージスタイル。
個性的でちょっとだけ男前な空間は、
自分らしいこだわりを表現できると
老若男女に人気のスタイルです。 。すでジーメイは真写※



プランNo. LP202204005404

お客様名 フロックス 様 作成日 2021/02/12 担当者 今井　祐輔

プランNo. LP202204005404 ご提案場所 Ｈ大阪北代理店課 株式会社ＬＩＸＩＬ

■ Living H20 (ドア・引戸Ｖレールタイプ・アウトセットタイプ)

 ■ Shoes Box W1200 H21 D36 / プレシャスホワイト

■ Private・Toilet H20

◆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。

 ■ Closet H23 / プレシャスホワイト

※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイト
   のみとなります。
※造作材関係もプレシャスホワイト
   のみとなります。

■ Base Color

■造作材

●明かり採り

※イメージ
みえナイゾウドア
ストッパー

■Doorstop

■透明ガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス
    ガラス厚：4ｍｍ
透明ガラス表面に施した
微小な凹凸により、
採光しながら視線を
遮る機能を兼ね備えて
いるのが特徴です。

LAA

※トイレ・洗面所は、
明り採り・表示錠がつきます。

※ドア枠はプレシャスホワイト色となります。
ﾗｼｯｻＳ ｸﾘｴ：ASCF-LAA ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ

：ASCH-LAA

引戸

角型
クローム

クローゼット

角型L
クローム

玄関収納

角型L
クローム

◆ラシッサＤ ラテオカラー

ＤＹ/チェリー ＤＺ/ウォールナット

ＤＳ/イタリアン
       ウォールナット

ＤＸ/チェスナット

幅木：プレシャスホワイト
窓枠：プレシャスホワイト
(下台のみ)
壁見切り縁：プレシャスホワイト
(階段部分に使用)
廻り縁なし

※実際は
   プレシャスホワイト色に
   なります。

下記、2種類よりお選び下さい。(ＬＤＫのみ)

プレシャスホワイト

ドア

スクエアＬ
クローム

LGJ型

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

LGH型

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALKH-LGL
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASKH-LGL

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LGM
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LGM

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

■透明ガラス ガラス厚：4mm
表面が平滑で、透明なガラス。
空間に広がりを演出し、
採光を確保できます。

■エッチングガラス ガラス厚：4mm
透明ガラス表面に施した微小な
凹凸により、採光しながら視線を遮
る機能を兼ね備えているのが特徴です。
LGLのみガラス厚：5mm

■ Private Ｈ20 

ﾗｼｯｻD ﾗﾃｵ：ALTH-LAA
ﾗｼｯｻS ｸﾘｴ：ASTH-LAA

●表示錠(角型)

■ Closet H23 ■ Shoes Box (W1200 H2160 D360)

AAL-SGPA

手作り感のあるナチュラルで優しいカラー

爽やかなグリーンに
シャビ―な
エッセンスを
加えました。

アッシュの
きれいな木目を
活かし、
ほんのりピンクで
可愛らしく
仕上げています。

表情豊かな
オークの木目を
ホワイトで
優しく繊細に
仕上げています。

ＤJ：ﾎﾜｲﾄｵｰｸ ＤM：ｸﾞﾘｰﾝﾍﾟｲﾝﾄ

ＤT：ﾋﾟﾝｸｱｯｼｭ

オークの個性的な
木目の魅力を
そのまま表現した
ナチュラルカラー
です。

。すでジーメイは真写※

●表示錠(角型)

みえナイゾウ
ドアストッパー
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ﾗｳﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ/ﾌﾞﾗｯｸ
ブラケット

ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

■階段手すり

※階段に扉をつける場合は、
アウトセットタイプのハイドアに
なります。

★LGHは上限が、LGJは下限が
伸びますので、デザインに
ご注意ください。

LGJ型

LGH型

モールガラス

■チェッカーガラス
ガラス厚：4mm

ノスタルジックな雰囲気を
醸す型板ガラス。
ゆらゆらとした不規則な
模様が印象的です。

ハイドア

ハイドア

ロードア

ロードア

Ｌａｓｉｓｓａ Ｄ
ラシッサＤ パレット

時間がゆっくりと流れるような、
そんな空間演出の主役になってくれるのが、
人の手のぬくもりを感じさせてくれる
仕上げを施したラシッサＤパレットです。

Ｐａｌｅｔｔｅ

【内装建具】  <ＬＩＸＩＬ> ラシッサＤ パレット（ロードア・Ｈ2000） 】ンラプＡ【
～50.2202

ＤK：ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ ＤL：ｽﾓｰｸｵｰｸ
美しく整った
柾目を
深いスモーク
グレーでシックに
仕上げています。

■Pull
■ Parts
■Handle

ドア

スクエアＬ
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

引戸

角型
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

クローゼット

角型L
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

玄関収納

角型L
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ＤN：ﾌﾞﾙｰﾍﾟｲﾝﾄ ＤV：ｸﾞﾚｰｱｯｼｭ
やわらかな
ブルーで
包み込んだ
アンティーク風の
素材感を
表現しています。

やさしいグレーが
アッシュの
繊細な木目を
引き立てています。

APTH-LGJ APTH-LGHAPKH-LGJ APKH-LGH

■アンティークガラス
ガラス厚：4mm

アンティーク家具に
多用される型板ガラス。
ラインのゆがみに
味がある格子状のガラスです。

APTH-LAH APCF-LAA APCH-LAA

コの字型 ロッカー型

ドア

サークルＪ
ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

●表示錠(丸型)

。すまりなに付手把※

【標準仕様内容】●建具本数・・・・15本以内
●建具仕様・・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸
●建具色・・・・・・左記掲載7色
●詳細仕様・・・・建具枠・造作材はプレシャスホワイトのみ
●その他・・・・・・プランボードに準ずる ●引き戸はダブルソフトモーション

※上記仕様以外は全てオプションとなります。

ウォールキャビネット
耐震ロック付

株式会社 LIXILプランNo. LP202204005404

■ Color Variation （7色）
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