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セレクトホーム 設備機器 標準仕様レポート
当社ではいろいろなメーカーからお選びいただけるよう標準仕様をご用意しておりますが、
今回はお客様から人気の高い、トクラスと LIXIL のショールームで当社標準仕様を見学してきました！
グレードの高いシリーズが標準仕様!!

トクラス 『Berry』 人造大理石カウンター＆人造大理石シンク
トクラスの人造大理石カウンターは厚さ 12 ㎜の一枚カウンター
熱に強い

汚れに強い

W サポートシンク(ステンレス)

①

キズに強い
衝撃に強い
調味料などの汚れが染み込みにくく、熱くなった鍋やフライパンを
そのまま置いても割れたり変色しにくいので安心。
缶詰を高さ 1ｍから落としても割れにくい素材。万が一傷がついても、
ナイロンタワシやサンドペーパーでこすれば修復が可能です!!

ハイバックカウンターとハンガー
アイテム 4 点が標準装備！

LIXIL はステンレス天板＆シンク、
人造大理石天板＆シンクが選べます。

LIXIL 『ALESTA』

②

調理と後片付けを W でサポート!!
ワークトップの延長として使える上段と、水
じまいがよい中段の 2 ヵ所にサポート用レ
ーンを設け、ここに 2 つのプレートを立体的
に置くことで、調理をサポート①。
さらに 2 種類の水切りカゴが加わり、洗い物
などの後片付けも効率よく行えます②。

キレイシンク(人造大理石) 熱い鍋を置いてしまっても変色・変形が起
こりにくい性能。美しさを長く保てる信頼性
の高い品質です。継ぎ目のないシームレ
ス加工で、排水口も一体成型。溝や段差
がないのでお手入れが簡単です。

タッチレス水栓 センサーに手をかざすだ
ハイバックカウンターは人造大理石
カウンターが段差なしで 20 ㎝立ち
上がっているので、汚れがたまりに
くくお手入れが簡単。

トクラス

キャビネット

良く使う調味料
が３本並んじゃ
います！

取り出しやすさを重視・高効率に収納
トクラスの技術だからこその美しい塗装扉
めいっぱいワイド引き出し
オタマも余裕でしまえる深さ
10.5 ㎝の２段スライドトレー
タフさらっとコート
引き出し底板も拭くだけで簡単に汚れがとれる
連動イン引き出し
必要なものをパッとスッと取り出せる設計
塗装扉の 22 色のうち、側面まで継ぎ目なくなめらかに施されたハイグレ
ードの鏡面塗装仕上げ・Ｘシリーズも、セレクトホームなら標準仕様！
セレクトホームなら食器洗浄乾燥機
も標準仕様！グレードの高い美しい
扉の塗装もお選びいただけます。

４６種類の扉と１１種類の取っ手から選べるオシャレ
でオンリーワンな自分だけのキッチン！！
アシストポケット・シェルフ
よく使うものを取り出しやすくスッキリ収納
ロングスライド引き出し
奥のものも取り出しやすく収納力ＵＰ！！
タオルクリップ
インテリアに溶け込む木目扉や、鮮やかな彩りを加える単色扉など、
多様な扉が選択できるのでお部屋のトータルコーディネートが可能！

ＬＩＸＩＬ

バックキャビネット
セレクトホームの標準仕様はなんと 2 社とも人造大
理石天板！！より高級感のある美しいキッチンに。
また、お客様のお好みに合わせ、弊社が誇る職人
技で造作も可能！生活観を見せない、パントリーを
備えた「魅せるキッチン」の設計もお任せを♪

施工例

けで吐水・止水ができま
す。水栓に触らないから水
栓周りを汚さずキレイ。省
エネ性能も優れています。

換気扇で気になるのは普段のお手入れのしやすさではない
でしょうか。２社の標準仕様の特徴を比べてみましょう。
普段のお手入れは 1 分で完了。
ファンの掃除は１０年不要
わずか２０cm×１２cm！片手
ではずせる小型フィルターだ
① からお手入れ簡単①その小さ
さの秘密は、レンジフード下に 煙をキープ
一度煙をキープしてから吸い込むから。
さらには親水性塗装を施してあるので、軽い
汚れならぬるま湯だけでＯＦＦ。フード本体は
② 油をはじく塗装で拭き掃除も簡単です。②
独自の吸入方式（オイルスマッ
シャー）が汚れのもとになる油分をブロック
整流板によって加速吸入
された油煙は、高速回転
するディスクで油と空気に
整流板 遠心分離。油はオイルトレ
ーに。普段のお掃除はフッ素塗装された整
流板とオイルトレーを拭くだけ③回転ディス
クの掃除は３ヶ月に１回程度で十分④しかも
ワンタッチで簡単に着脱可能なので、お手入
れが苦になりません。

③

④

こ
両社とも、浴室壁パネルの色指定は全面すべて可能。またバスタブ・床・エプロン（浴槽側面）なども
多彩な色・デザインからチョイスして、オンリーワンのバスルームに仕上げます。

《

》

《

厚さ９ｍｍの人造大理石に、汚れに強
い「タフぴかコート」を重ねて一体成形
した浴槽は、硬質で透明感のある質
感が特徴。
ヌメリやカビの原因となる皮脂汚れを
はじく独自の表面加工で汚れにくい。
また水切れの良いパターン柄で早く
乾かすことができる。
空気を含んだエアインシャワーはエコ
でありながらも快適。そしてスライド
バーは握りバー兼用なので、とっさの
ときにつかまっても丈夫な作り。
シャワーの水流でゴミを渦巻のように
中央に集める。集まったゴミはそのま
まゴミ箱へ。アタッチメントは抗菌効
果プラスでぬめり・臭いなし。
お風呂でお気に入りの音楽などを楽し
める浴室音響システム「サウンドシャ
ワー」を標準搭載。セッティングはお手
持ちの音源をつなぐだけ。お風呂の中
からリモコンで操作。またミラーは長さ１３０ｃｍの大型

浴 槽 は？

床 は？

水 栓 は？

排水口は？

いちおし
ポイントは？

》

キレイを保つ防汚クリア層で水アカを
防ぎ、パールのような美しい質感を保
つ人造大理石浴槽。さらにダブル保温
構造でお湯が冷めにくい。
独自の断熱層が足裏から逃げる熱を
少なくし、冷たさを感じにくい。床の溝
が浅いので、スポンジが奥まで届き、
汚れを落としやすい。
直径１１ｃｍの大きなシャワーヘッドか
らは、やわらかなエアインシャワー。
スライドバーはカーブしていて、オー
バーヘッドシャワーが楽しめる。
浴槽排水を利用して排水口内にうず
を発生させて、排水口を洗浄しながら
ヘアキャッチャー内でゴミをまとめる。
シンプル構造で、お掃除がカンタン。
カウンターはまるごと壁から外せるの
で裏もピカピカに。洗いにくい壁や床
もラクな姿勢で洗える。プッシュ水栓
は最高グレードのメタル仕様。タオル
掛け・シャワー用スライドバー全てメタルで統一。

一日の疲れを癒す、大切な空間・・・だから長く・快適に使えるお風呂にこだわりました

トクラス

例えば忙
しい朝に
こんな使
い方も♪

EPOCH エポック

1 階トイレ標準

トクラスの人造大理
石ボウルだから、汚
れや傷に強い！

新素材『アクアセラミック』で 100 年クリーン

乾くん棚
分解
できる
排水栓

三面鏡はさらに可動域が広
い 五面鏡 へ変身！！家族
で使い分けができて便利♪
収納トレーはボックス
ティッシュが横に入る
ほど奥行きたっぷり

サッとゴミ
捨て、お手
入れ簡単！

洗面化粧台

新 てまなし排水 口

キレイアップカウンター

濡れたままでは不衛生
になりがちな歯ブラシ
等の収納に、自然乾燥
ができる湿気のこもら
ない通気棚。ステンレ
ス製の網棚なので洗い
流して清潔に！

セレクトホームなら総間口 900 ㎜
の広々カウンターが標準！！お
手入れ簡単、省エネ設計を採用。

バックガードが
ミラー下まであ
り、洗面ボウル
と一体成形のカ
ウンター

他 TOTO はネオレスト RH を
標準仕様でご用意しております。

LIXIL

ＬＩＸＩＬ

６色のトータル
コーディネート
しやすい扉色 ＭＶシリーズ
アレンジ例

水アカがこびりつかないので、いつも清潔。
新品のツルツルが 100 年続きます。

プラズマクラスターイオンでトイレをまるご
と除菌・消臭
プラズマクラスターイオンで一日中いつでも除
菌。きれいが一日中続きます。

電動お掃除リフトアップ
リモコン操作で便座が真上にしっかり上がり、
便器とのすき間を楽にお掃除できます。
2 階トイレ標準

ハイパーキラミック
キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

お掃除リフトアップ(手動)
便座がしっかり上がるので、便器と便座の間
のすき間を奥まで楽に拭き取れます。

フチレス形状(サティス S 共通仕様)
汚れのたまるフチが丸ごとないので、お掃除ラ
クラクです。

キレイ便座(サティス S 共通仕様)

サッ

ポイッ

シュッ

と排水栓
はずして

と髪・ゴミ
を捨てて

とスポンジ
で拭くだけ

背の高いもの
の 2 段アレンジ

５ｃｍ刻みで高さを自由に
アレンジできる収納

便座に汚れが入りやすいつぎ目がありませ
ん。新素材で便座裏の汚れもサッとひと拭き
でキレイになります。

超節水(サティス S 共通仕様)
大 5L/小 3.8L 洗浄。従来品に比べ約 69％の
節水を実現。年間約 13,800 円節約できます!!

発行 株式会社 セレクトホーム みくりん&おきく＆こぱん
◆次回は、7/14（木）
●本店：茨城県つくばみらい市絹の台 2-18-1（谷和原インターすぐそば）
発行です。
Tel：0297-34-0010 Fax：0297-34-0012 E-mail： select1@select-home.co.jp
どうぞお楽しみに！
●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1（毎週 月・金・土 絶賛公開中！）
●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8（予約制で内覧可能です！）

http://www.select-home.co.jp/

