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「自分スタイル」空間展示仕様書 平面図



室内窓

FIX窓
本体：オフブラック色

透明熱処理ガラス
見切り枠： ブラックオーク柄
UW1114×UH1070
標準価格：180,000円（税抜）

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～玄関ホール～

収納

★フレームシェルフ
フレームイン・壁付け
フレーム：オフブラック色
棚板：アンティークブラウン色
W745×H900（棚板1枚追加）

標準価格：65,200円（税抜）

収納

★クラフトレーベル玄関用収納コンポリア
扉：框タイプ ブラックオーク柄
カウンター：集成材 ウォールナット色
取っ手：T3型 真鍮色
W1663×D412×H874
標準価格：245,000円（税抜）

床材

アーキスペックフロアーW
パーケットA フレンチヘリンボーン セットユーカリ色
標準価格：41,000円（税抜）/ケース 3.3㎡

玄関框

アーキスペック リフォーム框
セットユーカリ柄
標準価格：17,000円（税抜）

（6尺サイズ）

内装ドア

クラフトレーベル 片開きドア
本体：LJ型 ブラックオーク柄

レイン熱処理ガラス（Uオーダー）

枠：幅広ケーシング枠 ブラックオーク柄
ハンドル：B1型握り玉 真鍮色
UW825×UH2035
標準価格：218,200円（税抜）

造作部材

★ベリティス 幅木9型
オフブラック柄
標準価格：5,800円（税抜）/2本入り

（H57×L3950×t7）

壁材

SOLIDO タイプＦ coffee
標準価格：870円/枚
（188（働き幅）910×t5.5）

★・・・12月2日発売新商品

内装ドア

クラフトレーベル 上吊り引戸
本体：MF型 グレージュウォールナット柄

モール熱処理ガラス（Uオーダー）

枠：幅広ケーシング枠
グレージュウォールナット柄

引手：C1型 真鍮色
UW1470×UH2035
標準価格：237,000円（税抜）



キッチン ラクシーナ

クロス②面
モール

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～キッチン～

床材

★ラピスタイルフロアー
モルタルグレー
標準価格：27,500円（税抜） /ケース 1.65㎡

収納

★フレームシェルフ
フレームイン・壁付け
フレーム：ブラック色
棚板：ウォールナット色
W1219×H900
標準価格：70,900円（税抜）

収納

★フレームシェルフ
フレームイン・天吊り
フレーム：ブロンズグレー色
棚板：ウォールナット色
オプション：グラスハンガーＳ ×3
W1219×H750
標準価格：118,000円（税抜）×２

造作部材

カスタムパーツ
羽目板 ブラックオーク柄
標準価格：25,000円（税抜）/10枚入り

（幅95×長さ3950×t5.5 ※有効幅88）
見切縁90mm（下）、20ｍｍ（上）

カウンター（笠木）

インテリアカウンター耐水集成タイプ
ウォールナット色
L820×D2455
標準価格：70,500円（税抜）

★・・・12月2日発売新商品

キッチンボード
色柄：ブラック

壁紙

TECIDO
ESPOIR NEW AGE
MATE69659039



クロス②面
モール

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～ダイニング～

内装ドア

★クラフトレーベル 塗れるドア 上吊り引戸
本体：LF型 ワイルドオーク柄

（エイジング塗装加工）
チェッカー熱処理ガラス（Uオーダー）

枠：幅広ケーシング枠
ワイルドオーク柄（Uオーダー）

UW1645×UH2035
標準価格：239,800円（税抜）

収納

★クラフトレーベル 玄関用収納コンポリア
扉：框タイプ グレージュウォールナット柄
カウンター：集成材カ ウォールナット色
取っ手：T2型 オフブラック色
W1263×D412×H874
標準価格：183,800円（税抜）

造作部材

カスタムパーツ
羽目板 グレージュウォールナット柄
標準価格：25,000円（税抜）/10枚入り

（幅95×長さ3950×t5.5 ※有効幅88 ）
見切縁 90mm、20ｍｍ

床材

★ラピスタイルフロアー
モルタルグレー
標準価格：27,500円（税抜） /ケース 1.65㎡

★・・・12月2日発売新商品

室内窓

突き出し窓＋FIX窓
本体：オフブラック色

透明熱処理ガラス
見切り枠：ブラックオーク柄
UW1114×UH1070
標準価格：205,000円（税抜）

造作部材

★床見切り縁 グレージュ柄
標準価格：10,700円（税抜）

壁紙

TECIDO
ESPOIR NEW AGE
MATE69659039



クロス②面
モール

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～リビング～

造作部材

カスタムパーツ
ラッピング化粧ボード（梁用）
ウォールナット柄
標準価格：21,000円（税抜）/1枚入り

（幅447×長さ3950×t2.5）

床材

★ベリティスフロアーＷ クラフト
グレージュ色
標準価格：32,500円（税抜）/ケース 3.3㎡

収納

★フレームシェルフ フレームイン・壁付け
フレーム：ブラック色 / 棚板：アンティークダーク色
W2459×H900
標準価格：150,300円（税抜）

カウンター

インテリアカウンター耐水集成タイプ
ウォールナット色
アーチアングル オフブラック色 ×3
標準価格：39,600円（税抜）

（L1010×D200×t24）

壁材

SOLID タイプM セメントLAP貼り
標準価格：14,500円
（Ｗ455（働き幅） L3030 ×t15）

★・・・12月2日発売新商品

造作部材

★床見切縁
グレージュ色
標準価格：10,700円（税抜）/1本入り

（L3950）

造作部材

★ベリティス 幅木9型
オフブラック柄
標準価格：5,800円（税抜）/2本入り

（H57×L3950×t7）



室内窓

突き出し窓、FIX窓
ホワイト色
透明熱処理ガラス
標準価格：479,500円（税抜）※5セット合計価格

クロス②面
モール

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～インナーテラス～

収納

★フレームシェルフ
フレームアウト・壁付け
フレーム：ホワイト色
棚板：アンティークブラウン色
W929×H1560（棚板1枚追加）

標準価格：108,800円（税抜）

内装ドア

クラフトレーベル 片開きドア
本体：LE型 ホワイトアッシュ柄

透明熱処理ガラス
枠：固定枠 しっくいホワイト柄
ハンドル：B1型握り玉 オフブラック色
UW780×UH2035
標準価格：108,000円（税抜）

床材

★ラピスタイルフロアー
ライムホワイト
標準価格：27,500円（税抜）/ケース 1.65㎡

造作部材

カスタムパーツ
有孔化粧ボード ホワイトアッシュ柄
見切り縁 20㎜
標準価格：16,000円（税抜）/1枚入り

（幅900×長さ1800×t5.5 ）

造作部材

カスタムパーツ
羽目板 ブラックオーク柄
見切り縁 90㎜、20㎜
標準価格：25,000円（税抜）/10枚入り

（幅95×長さ3950×t5.5 ※有効幅88 ）

★・・・12月2日発売新商品



クロス②面
モール

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～ランドリールーム～

カウンター
インテリアカウンター耐水集成タイプ
しっくいホワイト色
L1465ＸＤ450
スチールアングル ×4
標準価格：76,600円（税抜）

収納

★アイシェルフ
金物：ホワイト色
木部：ホワイト柄
W1666×H2000
標準価格：76,700円（税抜）

壁紙

TECIDO
36205-3

内装ドア

クラフトレーベル 上吊り引戸
本体：PK型 ネイビーオーク柄
枠：固定枠 しっくいホワイト柄
引手：C1型 オフブラック色
UW1470×UH2035
標準価格：151,200円（税抜）

造作部材

ベリティス幅木9型
しっくいホワイト柄
標準価格：5,800円（税抜）/ケース2本入り

（H57×L3950×t7）

床材

★ベリティスフロアーW クラフト
フォギーホワイト色
標準価格：32,500円（税抜）/ケース 3.3㎡

室内窓

突き出し窓＋FIX窓
本体：オフブラック色 透明熱処理ガラス
見切り枠：ブラックオーク柄
UW1114×UH1070
標準価格：205,000円（税抜）

玄関框

★リフォーム框
フォギーホワイト柄
標準価格：14,100円（税抜）

（6尺サイズ）



クロス②面
モール

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～洗面室～

内装ドア

クラフトレーベル 上吊り引き戸
本体：DE型 ブルーグレーオーク柄

アクア熱処理ガラス（Uオーダー）

固定枠：しっくいホワイト柄
引手：C１型 表示錠 オフブラック色
UW1470×UH2035
標準価格：205,400円（税抜）

洗面ドレッシング

シーライン
Ｄ530タイプ
ブラックオーク柄

床材

★ベリティスフロアーW クラフト
フォギーホワイト色
標準価格：32,500円（税抜） /ケース 3.3㎡

照明
MODIFY
白熱電球（LED)
LGB81531BZ

カウンター
インテリアカウンター耐水集成タイプ
しっくいホワイト色
Ｌ1800ＸＤ450（現場カット）
スチールアングル ×4
カウンター受け桟 ×2
標準価格：84,000円（税抜）

タイル

パターンモザイクタイルシート01
商品番号: PMT-01



クロス②面
モール

「自分スタイル」空間展示仕様書 ～パントリー～

カスタムパーツ
有孔化粧ボード ホワイトアッシュ柄
見切り縁 20㎜
標準価格：16,000円（税抜）/1枚入り

（幅900×長さ1800×t5.5）

収納

★アイシェルフ
金物：オフブラック色
木部：グレージュウッド柄
標準価格：362,000円（税抜） ※L型プラン組み合わせ価格

壁紙

サンゲツ
FE-1041

造作部材

カスタムパーツ
マグネット対応化粧ボード ホワイトアッシュ柄
見切り縁 20㎜
標準価格：29,000円（税抜） /1枚入り

（幅900×長さ1790×t6）

壁紙

TECIDO
ESPOIR NEW AGE
MATE69659039

床材

★ベリティスフロアーＷ クラフト
フォギーホワイト色
標準価格：32,500円（税抜） /ケース 3.3㎡



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～その他～

■家具、小物販売先＆お問い合わせ先

通販サイト↓
https://material-interior.com/item

■「Enjoy your room」サイト
パナソニック新商品建材商材サイトがオープンいたしました♪

随時、更新中！施工事例もたくさん！https://sumai.panasonic.jp/interior/enjoy/



■玄関（フレームシェルフ）



■キッチン壁付け（フレームシェルフ）



■キッチン天吊り（フレームシェルフ）



■インナーテラス（フレームシェルフ）



■ランドリールーム（アイシェルフ）

ランドリールーム



■ランドリールーム（アイシェルフ）

ランドリールーム



■パントリー（アイシェルフ）



■パントリー（アイシェルフ）



■パントリー（アイシェルフ）


