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ハイドア

D-31型
（縦木目）

ハイドア

F-H3型
（縦横木目）

3方枠仕様

M-11型
（縦木目）

カラーバリエーション

内装ドア

クローゼット 収納扉 玄関収納 ルシーボ 施工イメージ

LDK

取手・引手デザイン

■ 耐久性に優れた表面化粧シート ■

オーク柄
ライト色

エルム柄
ベージュ色

チェスナット柄
ブラック色

アッシュ柄
ホワイト色

BK BJ LT WA

■特殊加工を施した化粧シート採用により、耐久性能
　が向上。すりキズもつきにくく、美しさが長く続きます。

T-1812-002

ドア 洋室用

MP-D1951MTS

LDK用

MP-D1611HS

収納取手

CP27TS

クローゼット・収納扉で使用

洗面・トイレ用

引戸

LDK・洋室用 洗面・トイレ用

MP-D195 2MTS

枠外H=2033㎜

M-11型
（縦木目）

枠外H=2033㎜

R-12型
（横木目）

洋室
枠外H=2033㎜

M-41型
（縦木目）

枠外H=2033㎜

R-42型
（横木目）

洗面
枠外H=2033㎜

M-35型
（縦木目）

枠外H=2033㎜

R-36型
（横木目）

トイレ

3方枠仕様

R-12型
（横木目）

ピボットタイプ（軸固定式）高さ8尺 高さ8尺

高さ2,227㎜ ※本体のみの高さです。台輪や受桟は含んでいません。

※ボックスはプレーン柄ホワイト色です。

イメージPHOTO

M-11型
（縦木目）

R-12型
（横木目）

G-K1型
（鏡面柄リッチホワイト色）

W=1200
約60足
収納
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color

鏡面柄
リッチホワイト色
（RW）

軽く押すだけで開け閉めできるプッシュ式開閉扉。
デザイン性と操作性を兼ね備えたシンプルな扉です。

■取手レス

PUSH

ルナ スマーティア 常盤台



※写真は印刷のため実物とは色柄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。
T-1812-002

色クッラブ ： 柄トッナスェチ

表面材：NEXシート（特殊加工化粧シート）

色クーダ ： 柄トッナルーォウ

色ムアィデミ ： 柄ーリェチ 色ュジーベ ： 柄ムルエ

色トイラ ： 柄クーオ 色ルーペ ： 柄ルプーメ

色トイワホ ： 柄ュシッア

イメージ写真

CHESTNUT / BLACK WALNUT / DARK

CHERRY / MEDIUM ELM / BEIGE

OAK / LIGHT MAPLE / PALE

ASH / WHITE

階段材／ビノイエ階段ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズが
つきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、
表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種
細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、
お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心で
す。

ワックス不要・抗菌
トップコートに強靭な塗料を施しているため、
水や汚れが染込みにくい床材です。食べこ
ぼしなども拭きとれます。

耐汚れ

※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。

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いた
だけます。

耐電気カーペット・床暖房対応

※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひ
び割れ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し
てください。

食器等を落としても、へこみキズがつきにくく
なっています。
キャスター付きのイスや家具を使用しても基
材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

耐へこみキズ

※耐へこみキズ対応フロアであっても、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。（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。）

※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペット
などを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合
がありますのでご注意ください。（キズがまったくつかない
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。）

擦りキズがつきにくくなっています。
耐擦りキズ

車イスを使用してもキズがつきにくい床材
です。

耐車イス

※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。

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

エルム柄：ベージュ色（BJ） オーク柄：ライト色（LT） メープル柄：ペール色（PA）

アッシュ柄：ホワイト色（WA）

JN1S2-BK JN1S2-DA

JN1S2-ME JN1S2-BJ

JN1S2-LT JN1S2-PA

JN1S2-WA
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■ベーシックスタイル

階段施工イメージ

■モダンスタイル

階段施工イメージ

側板・蹴込板・巾木にWP色を使用する
事でスッキリとしたモダンな仕上りと
なります。

プレーン柄ホワイト色（WP）
側板・蹴込板・巾木に使用します。

※箱型階段施工のみの対応です。

ルナ スマーティア 常盤台

原木調達から製品までの一貫生産。
確かな品質と安定供給を実現。

303×1,818×12㎜

J ネ ク シ オ

NEXシート
（特殊加工化粧シート）

ハードコート

国産材合板

高密度MDF

「Jネクシオ」の魅力



※写真は印刷のため実物とは色柄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。
T-1812-002

表面材：NEXシート（特殊加工化粧シート）

ラスティックウォールナット柄：ダーク色 ラスティックチェリー柄：ミディアム色

ラスティックエルム柄：ベージュ色 ラスティックオーク柄：ライト色

ラスティックメープル柄：ペール色

イメージ写真

WALNUT / DARK CHERRY / MEDIUM

ELM / BEIGE OAK / LIGHT

MAPLE / PALE

階段材／ビノイエ階段
ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズが
つきにくく、日頃のお手入れもカンタン。また、
表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種
細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、
お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心で
す。

ワックス不要・抗菌
トップコートに強靭な塗料を施しているため、
水や汚れが染込みにくい床材です。食べこ
ぼしなども拭きとれます。

耐汚れ

※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。

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いた
だけます。

耐電気カーペット・床暖房対応

※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひ
び割れ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し
てください。

食器等を落としても、へこみキズがつきにくく
なっています。
キャスター付きのイスや家具を使用しても基
材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

耐へこみキズ

※耐へこみキズ対応フロアであっても、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。（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。）

※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペット
などを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合
がありますのでご注意ください。（キズがまったくつかない
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。）

擦りキズがつきにくくなっています。
耐擦りキズ

車イスを使用してもキズがつきにくい床材
です。

耐車イス

※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。

ウォールナット柄：ダーク色（DA） チェリー柄：ミディアム色（ME） エルム柄：ベージュ色（BJ）

オーク柄：ライト色（LT） メープル柄：ペール色（PA）

NH1S2-RDA NH1S2-RME

NH1S2-RBJ NH1S2-RLT

NH1S2-RPA
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■ベーシックスタイル

階段施工イメージ

■モダンスタイル

階段施工イメージ

側板・蹴込板・巾木にWP色を使用する
事でスッキリとしたモダンな仕上りと
なります。

プレーン柄ホワイト色（WP）
側板・蹴込板・巾木に使用します。

※箱型階段施工のみの対応です。

ルナ スマーティア 常盤台

ラスティックインテリアと
調和するカラーと耐凹み性能を
兼ね備えた床材。

303×1,818×12㎜

「ネクシオハード ラスティック」の魅力

ネ ク シ オ ハ ード  ラ ス テ ィッ ク

ハードコート

NEXシート
（特殊加工化粧シート）

（裏面防湿シート付き）
MDF






