
リビングステージ（セットオン収納） オプション

※印刷物・実物・・色・材質感・異・・・・・・サン・ル等・御確認下・・。

・ウ・ールーム・ラン
ﾊ゚ｳﾀ゙ー ﾙーﾑ・未使用空間・有効活用・、
収納機能・高・・。・ﾊ゚ｳﾀ゙ー ﾙーﾑﾌ゚ﾗﾝ・

壁厚・利用・・
　　　収納ス・ース・

毎日使・タオル類・・・
機能的・収納。
壁厚・利用・・、浴室・近・・・・・便

利・収納・ラン・・。

サイ・：
  W570ＸD132.5ＸH2400(H2250)mm

□H2400　　LTSZ-ST2460PH
□H2250　　LTSZ-ST2260PH
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ﾌﾘーｽﾍ゚-ｽ
・ス用品・・・収納・・
・・ｽﾍ゚ーｽ・活躍

ﾀｵﾙﾎ゙ｯｸｽ
・洗濯済・・タオル・・ック
ス内・収納。取・出・時・扉
・閉・・・・・先・・・・・
・・・・簡単・取・出・・・
・・・・・。

小物収納ｽﾍ゚ーｽ
眼鏡・携帯電話・・・小物
・仮置・・・ｽﾍ゚ーｽ・・・活
躍。

ﾊ゙ｽﾀｵﾙ収納
・・・・・・・ﾊ゙ｽﾀｵﾙ・丸・
・効率・・収納。

可動ｶｳﾝﾀー
入浴後・着替・・仮置・・
便利。

ﾀｵﾙﾊﾝｶ゙ー

ﾀｵﾙ・ﾊﾝｶ゙ー・掛・・収納。可
動式・・・掛・・・・取・出・
・・・。

洗面台・洗濯機・間・
収納ス・ース・

洗面、洗濯、スキン・ア・必要・用品
・・・・・・収納。
洗面台・洗濯機・間・設置・、空間・

有効活用・・収納・ラン・・。

サイ・：
   W180ＸD611ＸH2400(H2250)mm

□H2400　　LTSZ-MT2418PH(L/R)
□H2250　　LTSZ-MT2218PH(L/R)

１

２

3

１オー・ン・ックス

洗面台側。洗濯機側・両方
・・使用・・・収納棚。
窓・・・採光・妨・・・
・。

２ｽﾗｲﾄ゙収納

洗濯機側・収納ｽﾍ゚ーｽ・・
洗剤・・・・・・・収納。・
・、ﾊﾝｶ゙ーﾊ゚ｲﾌ゚・設置・・・
・・・洗濯用品・吊・・・・
・・・・・。・・・ｽﾗｲﾄ゙・・
・・・取・出・・・・便利。

３ﾊ゚ｲﾌ゚ｽﾍ゚ーｽ

ｽﾗｲﾄ゙収納・下部・排水口
・隠・ス・ース・設置。ｽﾗｲ
ﾄ゙収納・閉・・・、排水口
部分・見・・・・。

・ライ・ートルーム・・
・使・・・・・・・。

フェイスメイク用品

アイメイク用品

ヘア・ア用品

ネイル・ハン・・ア用品

・ィス・レイ収納

家電フック

ﾍｱﾄ゙ﾗｲﾔー・・・

製品本体・ｺーﾄ゙・

・・・・・・

可動棚板

底板・・配線孔・付・・・・、

家電・ｺーﾄ゙・通・・・・・・・・。

棚板・高・・

変・・・・・・・・・。

ｱｸｾｻﾘーﾌｯｸ 可動棚板

トレイ収納

ﾈｯｸﾚｽ・ﾌ゙ﾚｽﾚｯﾄ゙・・・

・・・・・・。

棚板・高・・

変・・・・・・・・・。

リ・ン・・・イニン・・ラン
コスメ用品・仕舞・・・トレイ収納・・、ﾍｱﾄ゙ﾗｲﾔー・・・仕舞・・・家電収納・。
立・・・・・化粧・・・・忙・・ママ・応援・・・ラン・・。

エントランス・ラン
・客様・・・・・・・・・・・・・・・ラン・・。
ミラー扉・鏡面扉・横木目扉・ﾃ゙ｻ゙ｲﾝ・・選択可能・
・。

通勤・通学・・・・・身・・・・チェック・・

ミラー扉・・使用・・・・・・。

扉・開・・・中・スリッ・ラック・・・・・・・。

スリッ・・

４足・・収納・・・・。

・ィス・レイ・・・・
・使・頂・・・。

上部収納

下部収納

ミラー扉（ミラー無・・変更可能）

スリッ・ラック

ミラー扉　　LTSZ-EP31M

リ・ン・・・イニン・・ラン
リ・ン・、・イニン・・・・ッ・メイク・・・・コスメ収納。
小物・収納・・・・・・・・ラン・・。

サイ・：W686ＸD130ＸH2510mm
(高・110mm・・ｶｯﾄ可能)

使用頻度・低・日用雑貨・ストック品・扉・中・収納

上部収納

センター収納

トレイ収納

・ィス・レイ・・・活用・・・収納ス・ース・確保

・・ッ・メイク・・・・コスメ収納

下部収納

使用頻度・高・日用雑貨・ストック品・、
・・ス・ース・収納。

・手持・・化粧水・

手鏡・収納・・・・。

ネックレス・・レスレット

・・・アクセサリー・・

・・・・・。

4・・トレイ・・用意。
・化粧・必要・小物・
種類別・分・・・・
・。

フェイスメイク用品

アイメイク用品

ヘア・ア用品

ネイル・ハン・・ア用品

リ・ン・、・イニン・、エントランス・・・・・・・空間・コン・クト・・機能的・収納スタイル・・提案・・・。

リ・ン・ステー・

サイ・：W343ＸD132.5ＸH2510mm
(高・110mmｶｯﾄ・・可能)

　F　：　縦木目扉
　Y　：　横木目扉
　E　：　単色フラット扉

　LTSZ-EP31☆F※

単色ﾎﾜｲﾄ扉
LTSZ-KP61PH

WB LC LN EN

BM BS MW DW
PH
単色ﾎﾜｲﾄ

LTSZ-WP125ARG（L/R）
L/R・、家電収納位置

スリムインタイ・ スリムオンタイ・

配線孔

サイ・：W1205ＸD160ＸH520mm

①

②

④

+¥33,000（税別）ミラー扉
※取付工事費込

+¥28,000（税別）
※取付工事費込

③+¥57,000（税別）
※取付工事費込

+¥50,000（税別）
※取付工事費込

⑤ +¥50,000（税別）
※取付工事費込

⑥+¥43,000（税別）
※取付工事費込



フィルカーゴ（内部収納） オプション

シュー・クローク・ラン
間口対応　～１８５０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－ＢＴ３１８０２ＷＥ

①ハン・ー・イ・
洋服・傘・掛・・・・・簡単・美・・収納・・・
・。

②可動棚板
・・・・日用品・ストック・・、
並・・収納・・・・。
形・不揃・・物・
・・・・収納・・・・。

③靴用棚板
水洗・・・・・・、
・・・清潔・保・事・・・・・。

④引・出・
・・・・洋服・小物・・・・・収納・・・・。
　浅型・深型・２種類・ｻｲｽ゙・・用意・・・・・。

・浅型引・出・
ハン・チ・下着類、小物・収納・
最適・高・80mm・引出・・・。

・深型引・出・
衣類全般・収納・
最適・高・160mm・引・出・・・。

・ントリー・ラン
間口対応　～９２５ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ６０８０４ＷＥ

・ントリー・ラン
間口対応　～１３１０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ６１３０４ＷＥ

・ントリー・ラン
間口対応　～１８５０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ６１８０４ＷＥ

クロー・ット・ラン
間口対応　～１６９０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ９１８０３ＷＥ

クロー・ット・ラン
間口対応　～１３９０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺーＢ９１３０３ＷＥ

クロー・ット・ラン
間口対応　～１８５０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ９１８０２ＷＥ

クロー・ット・ラン
間口対応　～１３１０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ９１３０２ＷＥ

クロー・ット・ラン
間口対応　～９２５ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ９０８０２ＷＥ

クロー・ット・ラン
間口対応　～９２５ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｂ９０８０１ＷＥ

ウォークインクロー・ット・ラン
間口１間・０．７５間
 　対応　～１８３６ｍｍ・～１３１０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｗ９１４０２ＷＥ

ウォークインクロー・ット・ラン
間口１間・１間
　 対応　～１８３６ｍｍ・～１８５０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－Ｗ９１５０２ＷＥ

シュー・クローク・ラン
間口対応　～９２５ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－ＢＴ３０９０２ＷＥ

シュー・クローク・ラン
間口対応　～１３１０ｍｍ
セット品番：ＦＮＣＺ－ＢＴ３１３０２ＷＥ

※印刷物・実物・・色・材質感・異・・・・・・サン・ル等・御確認下・・。

フィル・ー・収納内部棚板・ラン
特長

① ② ③

⑥⑤④ ⑦ ⑧ ⑨

⑩
⑪ ⑫ ⑬ ⑭

+¥44,000（税別）
取付工事費含む

+¥62,000（税別）
取付工事費含む

+¥78,000（税別）
取付工事費含む

+¥32,000（税別）
取付工事費含む

+¥36,000（税別）
取付工事費含む

+¥52,000（税別）
取付工事費含む

+¥54,000（税別）
取付工事費含む

+¥80,000（税別）
取付工事費含む

+¥92,000（税別）
取付工事費含む

+¥75,000（税別）
取付工事費含む

+¥110,000（税別）
取付工事費含む

+¥46,000（税別）
取付工事費含む

+¥57,000（税別）
取付工事費含む

+¥61,000（税別）
取付工事費含む


