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内装ドア ベリティス スタンダードレーベル

採光タイプ
…

開き戸：WB型

パネルタイプ
…

開き戸：PA型引戸：WB型 引戸：PA型

洗面・トイレタイプ
…

開き戸：TA型 引戸：TA型

※イメージです。

カバー蝶番

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで
覆った、段差のないシンプルな形状です。

開き戸の特長 特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感

天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑
揚があり、それが木が持つ独特の温もりを
感じる要因になっています。
このパターンを分析し、より近いものに再現
することで、その自然な手触り感「木肌感」
を生みだしました。

ハンドル・引手

サテンシルバー色
（塗装）

表示錠

ハンドル（A1型）

サテンシルバー色
（塗装）

空錠

角型引手（C1型）

サテンシルバー色
（塗装）

表示錠

サテンシルバー色
（塗装）

空錠

カラーバリエーション

イデア
オーク柄

ソフト
ウォールナット柄

チェリー柄 グレージュ
アッシュ柄

ウォールナット柄

しっくい
ホワイト柄

ホワイト
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄

ナチュラルカラー

メープル柄

半透明合わせガラス 半透明合わせガラス

あなたの好きも、きっと見つかる。
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収納用建具 折れ戸 ベリティス

※イメージです。

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感

天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があ
り、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因に
なっています。このパターンを分析し、より近いもの
に再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を
生みだしました。

木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その
厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変
化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。
この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情
を獲得しました。

自然な照りを
先進の印刷技術で再現

カラーバリエーション

イデア
オーク柄

ソフト
ウォールナット柄

チェリー柄 グレージュ
アッシュ柄

ウォールナット柄

しっくい
ホワイト柄

ホワイト
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄

ナチュラルカラー

メープル柄

取っ手

T5型（丸型取っ手）
サテンシルバー色（塗装）

PA型（フラットタイプ）

デザイン

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。
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。

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
振り分けてフルオープンできます。

■フリー走行
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フロートタイプ

玄関用収納コンポリア ベリティス Ｗ１２００mm

※イメージです。

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です。

玄関用収納コンポリア

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

30mm

壁面固定

強い揺れにも転倒しにくい壁固定式の
据え付け家具です。

天袋・トール 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。

通常時 振動時

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感

天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑
揚があり、それが木が持つ独特の温もりを
感じる要因になっています。
このパターンを分析し、より近いものに再現
することで、その自然な手触り感「木肌感」
を生みだしました。

取っ手

T5型（丸型取っ手）
サテンシルバー色（塗装）

扉デザイン

フラットタイプ

カラーバリエーション

イデア
オーク柄

ソフト
ウォールナット柄

チェリー柄 グレージュ
アッシュ柄

ウォールナット柄

しっくい
ホワイト柄

ホワイト
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄

ナチュラルカラー

メープル柄
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システム階段 ベリティス スタンダードタイプ

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。
独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。

凹凸加工を施した防滑シートを採用

表面の角エンボス加工により、従来より
すべり抵抗を向上させました。

踏み板 デザイン

スタンダードタイプ すべり止めU溝（2本）

カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。
■踏み板・上框

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 チャコールオーク柄 インディゴオーク柄エイジドチーク柄

エイジドチェスナット柄 カームチェリー柄 ウォッシュドオーク柄 アイボリーアッシュ柄

■側板・蹴込み板・幅木

ウォール

ナット柄

ホワイト
オーク柄

ウォッシュド
オーク柄

オフ

ブラック柄

チェリー柄 オーク柄 メープル柄

エイジド
チーク柄

エイジド

チェスナット柄

カーム
チェリー柄

アイボリー
アッシュ柄

ホワイト

アッシュ柄

しっくい

ホワイト柄

※イメージです。
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メープル柄

カームチェリー柄エイジドチーク柄 エイジドチェスナット柄インディゴオーク柄 ウォッシュドオーク柄 アイボリーアッシュ柄

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 チャコールオーク柄

カラーバリエーション

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。

表面シートのハガレやウキが発生しにくくなりました。

表面シートのハガレやウキが起こりにくい、

シート巻込み仕様です。

※イメージです。

玄関框（ベリティス）

※すべてイメージです。
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床材 ベリティスフロアーＳ ｅタイプ

カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

〔トータルコーディネイト柄〕

ウォッシュドオーク柄（シート） アイボリーアッシュ柄（シート）

〔トレンド柄〕

インディゴオーク柄（シート） カームチェリー柄（シート）チャコールオーク柄（シート） エイジドチーク柄（シート） エイジドチェスナット柄（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）ウォールナット柄（シート） ホワイトオーク柄（シート）

高い印刷技術を用い、天然の材としては

入手が難しい柄もご用意

シート仕上げＳ

建具とコーディネイトできる５柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な７柄を揃えました。

※イメージです。

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。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油汚
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。

※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

お手入れはから拭きだけ。
ワックスなしで美しさが長持ち※

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面
の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。

ベリティスカラーでコーディネート
できる12色柄をラインアップ。
トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの
1本溝広幅デザインをご用意しました。

※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。
※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

※1 ※2



リビングドア

ヴィンティア 扉本体 ／ カラーバリエーション

ハンドル・アイアンブラック
サークルG

ヴィンティア
□ LGJ

ヴィンティア
□ LGH

ヴィンティア
LAA

クローゼット洋室・洗面所

INTERIOR SELECTION ＶＩＮＴＩＡ

□ネイビーブルー □ボトルグリーン □チェコールブラック □チーク □ナチュラルオーク □ラフオーク □グレージュエルム

商品の色は、印刷の特性上実物とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

トイレ

ヴィンティア
LAA

表示錠付
アイアンブラック

ハンドル・機能

収納取手・アイアンブラック
アーチ型

■造作材：建具枠

プレシャスホワイト色

ヴィンティア
LAA

玄関収納

ヴィンティア
LAA コの字型W1200

引戸Ｗ
ソフトモーション

引手アイアンブラック

表示錠付
アイアンブラック

洗面のみ

http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1709_LV_CHR_01867A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17082A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17113A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17009A.JPG


パレット 扉本体 ／ カラーバリエーション

□ホワイトオーク □ナチュラルオーク □スモークオーク □ブルーペイント □グリーンペイント □ピンクアッシュ □グレーアッシュ

商品の色は、印刷の特性上実物とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

■造作材：建具枠

プレシャスホワイト色

INTERIOR SELECTION PALETTO 

パレット
□ LGH

パレット
□ LGH(格子付)

パレット
LAA

パレット
LAA

パレット
□ LGJ

パレット
LAA

ハンドル・機能

リビングドア 洋室・洗面所 トイレ クローゼット 玄関収納

パレット
LAA コの字型W1200

表示錠付
アイアンブラック

ハンドル・アイアンブラック
サークルG

収納取手・アイアンブラック
アーチ型

引戸Ｗ
ソフトモーション

引手アイアンブラック

表示錠付
アイアンブラック

洗面のみ

http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1709_LV_CHR_00855A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17082A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17113A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17009A.JPG


商品の色は、印刷の特性上実物とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

INTERIOR SELECTION LATTEO 

ラテオ
□ LGL

ラテオ
□ LGM

ラテオ
LAA

ラテオ
LAA

ラテオ
LAA

■造作材：建具枠

ラテオ 扉本体（横木目）／ カラーバリエーション

プレシャスホワイト色□イタリアンウォールナット □ライトオーク □チェリー □ショコラオーク □ウォールナット □チェスナット

ハンドル・機能

ハンドル・シャインニッケル
サークルB

ラテオ
LAA コの字型W1200

玄関収納トイレ クローゼット

表示錠付
シャインニッケル

リビングドア 洋室・洗面所

引戸Ｗ
ソフトモーション

収納取手・シャインニッケル
アーチ型

引手シャインニッケル

表示錠付
シャインニッケル

洗面のみ

http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1709_LV_CHR_01591A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17008A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17081A.JPG
http://sas0.intra.tostem.co.jp/photods/photo/03000/A/1707_LV_CHR_17112A.JPG


□メープルＦ □ライトメープルＦ □チェリーＦ

気持ちいい足ざわり。さあ、素足で暮らそう。SOSHIN-SHOJIINTERIOR SELECTION Ｌａｓｉｓｓａ Ｄ Ｆｌｏｏｒ アース

床材：ラシッサＤフロアアース

床と同色の設定は踏板、
上段框のみとなります。
側板、蹴込み板、幅木,手
摺には、壁なじみのいい
『プレシャスホワイト』
になります。

プレシャスホワイト

（商品の色は、印刷の特性上実物とは異なる場合がございますのでご了承下さい。）

階段：ラシッサD階段

□イタリアンウォールナットＦ

（ほんのりFootfeel）

□メープルＦ

（さらっとFootfeel）

□ライトメープルＦ

（さらっとFootfeel）

□ナチュラルオークＦ

（ほんのりFootfeel）

□スモークオークＦ

（ほんのりFootfeel）

□チェスナットＦ

（しっかりFootfeel）

□チェリーＦ

（さらっとFootfeel）

□ウォルナットＦ

（ほんのりFootfeel）

□ホワイトペイントＦ

（しっかりFootfeel）

※階段の設定がありません。

（Footfeelの設定なし）

□チークＦ

（ほんのりFootfeel）

□ホワイトオークＦ

（ほんのりFootfeel）

□ラフオークF

（しっかりFootfeel）

□グレージュエルムF

（さらっとFootfeel）

□クルミＦ

（ほんのりFootfeel）

□ワイドローズチェリーＦ

（さらっとFootfeel）

※溝がない仕様です。

※他商品と同一の色名称であっ
ても色柄異なる場合があります。



※写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプルでご確認下さい。 ※施工イメージは実際の仕様と異なる場合がございます。必ずご確認ください。

202110-46-6273

ミヤマ産業 モードコレクト グレージュデザイン

Vintage Greige Cinamon Greige Ash Greige

カジュアルテイストの北欧スタイル シックな装いのアーバンスタイル 上品に彩るエレガントスタイル

ヴィンテージグレージュ色 シナモングレージュ色 アッシュグレージュ色

キャラクター豊かなオーク材に

チョークドフィニッシュを施したラス

ティックな風合いを表現しています。

ゆったりと流れる木目のヨーロピアン

ウォールナット柄。シックで上品な色

合いが洗練されたアーバンスタイル

にグレードアップします。

石灰の粉でオークの導管を埋めた

ライムドフィニッシュ仕上げを表現。

彩度が控えめなので、様々なインテ

リアと調和します。

シンプルで洗練された世界観をご提案するモードコレクトシリーズ。

グレージュデザインは風合いと表情豊かなディテールが特長です。

インテリアの魅力を引き出しながら、さまざまなスタイルに合わせて心地いい空間を演出します。

VG CG AG



※写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプルでご確認下さい。 ※施工イメージは実際の仕様と異なる場合がございます。必ずご確認ください。

202110-46-6273

Mode Collect

Greige design

ヴィンテージグレージュ色

シナモングレージュ色

アッシュグレージュ色

シルキーホワイト色

VG

CG

AG

SW

■モードコレクト グレージュデザイン ドア・引戸デザイン

リビング 洋室 洗面・トイレ

Ｃ-１８型 Ｃ-３１型 Ｃ-３２型 Ｃ-１１型 Ｃ-３５型

※建具枠はシルキーホワイト色（ＳＷ）です。

建具枠・玄関収納ボックス・造作材

収納扉 玄関収納：8尺トールコの字W1200mm

Ｃ-１１型 Ｃ-１１型Ｃ-１１型 ボックスは

シルキーホワイト色

ミヤマ産業 モードコレクト グレージュデザイン 内装建具 標準仕様書
※画像はヴィンテージグレージュ色です。

明かり窓・表示錠付き

クローゼット ピボット・フルオープン兼用

□取手・引手 - ヘアラインシルバー -

旗丁番

ドア取手

MP-D1651HS

ドア用表示錠

引戸用引手

引戸用表示錠

クローゼット・収納扉・

玄関収納取手

CP28HS

人気のくすみカラーを３色ご用意！

お好みの室内空間を演出します。



※写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプルでご確認下さい。 ※施工イメージは実際の仕様と異なる場合がございます。必ずご確認ください。

202110-46-6273

Mode Collect

Greige design
■モードコレクト１２ハード

ミヤマ産業 モードコレクト 内装床材

ヴィンテージグレージュ色施工イメージ

シナモングレージュ色施工イメージ

アッシュグレージュ色施工イメージ

■モードコレクト 階段

ヴィンテージグレージュ色

シナモングレージュ色

アッシュグレージュ色

ＭＣ１２ＨＳ１－ＶＧ

ＭＣ１２ＨＳ１－ＣＧ

ＭＣ１２ＨＳ１－ＡＧ

カラーバリエーション カラーバリエーション

３０３ｘ１，８１８ｘ１２㎜ ３枚入り

ヴィンテージグレージュ色

シナモングレージュ色

アッシュグレージュ色

※床暖房使用時はモードコレクト１２を使用します。

色柄はモードコレクト１２ハードと同じです。

人気のくすみカラーを３色ご用意！

お好みの室内空間を演出します。

ブラック色（ＢＫ）

ダーク色（ＤＡ）

ミディアム色（ＭＥ）

ベージュ色（ＢＪ）

ライト色（ＬＴ）

ペール色（ＰＡ）

ホワイト色（ＷＡ）

手摺カラーバリエーション

おしゃれな２トーン仕上げ

側板・蹴込板はシルキーホワイト（ＳＷ）色です。

側板

蹴込板



床材：ネクシオハード

株式会社 樹 標準仕様

●写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。 現物のサンプルなどでお確かめください。

1410-46-5620

株式会社 ミヤマ産業

チェスナット柄：ブラック色 ウォールナット柄：ダーク色 チェリー柄：ミディアム色

エルム柄：ベージュ色 オーク柄：ライト色 メープル柄：ペール色

アッシュ柄：ホワイト色

性能：

抗菌処理で清潔を保ち、
ﾜｯｸｽ不要でお手入れﾗｸﾗｸ

水や汚れが染み込みにくい

※ 水やコーヒー、醤油、薬品などを

こぼした場合はすぐに拭き取ってくだ

さい。

車イスを使用してもキズが
つきにくい

※ 屋外からご使用になった車イスを

乗り入れた際、付着した土砂のため床

表面にキズがつくことがあります。付

着した土砂はよく取り除いてください。

擦りキズがつきにくい

※ キズが全くつかないというわけでは

ありません。弊社一般フロアと比較して

キズがつきにくい床材です。

凹みキズがつきにくい

※ キャスターの繰り返しのご使用や、

材質・形状によってキズや汚れがつく

場合がありますので、ご注意ください。

電気カーペットも使用可能
※ 電気カーペットの長期間のご使用や
使用条件によりシワやすき間が発生する
おそれがありますので床材との間に断熱
性のあるシートやカーペットを敷いて保護

特徴

階段：ＮＮブロック

※床暖房使用部分はネクシオで対応いたします。色柄はネクシオハードと同じです。

ブラック色 ダーク色 ミディアム色 ベージュ色

ライト色 ペール色 ホワイト色

ＮＨ1-ＢＫ ＮＨ1-ＤＡ ＮＨ1-ＭＥ

ＮＨ1-ＢＪ ＮＨ1-ＬＴ ＮＨ1-ＰＡ

ＮＨ1-ＷＡ

FLOOR ＆ STAIRS









ワックス
不要

ホットカーペット

ＯＫ
抗菌
塗 装

傷が
つきにくい

車イス
ＯＫ

床暖房
対応

Ｆ★★★★
低ＶＯＣ

水掛り
に強い ●平面図

●断面図

● カラーバリエーション

● 商品の特徴と取扱い注意点

ＨＡ５　ナチュラルメイプル色

ＨＡ６　センターメイプル色

ＨＡ２　メイプル色

ＨＡ４　ライトメイプル色

ＨＡ８　ブラウンメイプル色

ＨＡ７　マイルドメイプル色

ＨＡ１　ホワイト色

ＨＡ９　ブラック色

ＴＯＹＯＴＥＸ

床暖房とホットカーペットの併用は出来ません

Ｒ

・鏡面塗装であらかじめ汚れをつきにくくし、落としやすく工夫したワックス不要商品です。

・床暖房対応商品です。ホットカーペットにも対応。

・ＵＶ塗装１０回塗りで、傷がつきにくく車イスにも対応できます。

・日常のお手入れは乾拭きでＯＫです。

・Ｒ溝加工のため足当りが柔らかく、ストッキングに引っ掛からない女性に優しいフローリングです。

・豊富なカラーバリエーション。全８柄。

ＨＡ７　マイルドメイプル色

●仕　様
表面仕上 / 高級家具調塗装　　人工銘木メイプル
寸　　法 / 厚み １２×幅３０３×長さ１８１８ (mm)
梱包入数 / １ケース ６枚 (３.３㎡  ) 入り
定　　価 / ３３，５００円（税 別）

ダイヤモンドフロア　　  ＨＡ  シリーズ

溝
加
工
で
足
元
に
優
し
い

Ｒ


