
LGS LAP LGP LYA LYB

ライトオークF ショコラオークF

AF2
静波（しずなみ）

AF3
珊瑚（さんご）

AF4
藪幾（やぶき）

ラシッサ Ｓ終息デザイン 新和風終息柄

販売終了商品/販売終了色 のご案内

室内ドア/室内引戸/可動間仕切り ペットドア 戸襖/和襖

平素は弊社商品に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
販売終了商品、販売終了色についてご案内させていただきます。

インテリア建材 2022年春

2022年

区分 シリーズ 品種名 区分 内容 2月 3月 4月 5月 6月

室内建具

ラシッサ

室内ドア /
室内引戸 /
可動間仕切り

終息
(デザイン ) LGS・LAP・LGPデザイン

※他のデザイン、
　色をお選びください。

室内ドア 終息
(デザイン ) ペットドア LYA・LYB デザイン

ラシッサ /
ラフィス

室内ドア /
室内引戸 /
可動間仕切り

終息 (色 ) 埋込沓摺り /フラット下レール /埋込敷居２色
（ライトオーク、ショコラオーク）

新和風
戸襖 /和襖 終息 (柄 ) 襖柄 AF2・AF3・AF4 ( メンテナンス建具も対象）

造作材 終息 和障子用・和襖用

造作材

インテリア格子 モデルチェンジ 格子形状変更 　　　インテリア格子

定尺材 終息
廻り縁ミニ・吊り束・室内引戸用引違い中鴨居・無目
枠開き戸用中鴨居（非木造用）・ケーシング 装飾タイ
プ 19mm足見付け 24mm

木質床材

ラシッサ Dフロア 終息 (色 )
2 色（ライトオーク F、ショコラオーク F）
※床造作材も対象です ※他の色をお選びください。

ラシッサ Dフロアアース 終息 (色 )
ラシッサ Dフロア 直張り防音床 終息 (色 )
TY-02D 終息 ( 色 )

その他床材
ユニット畳 終息 全 6色 ( グリーン、イエロー、アイボリー、ベージュ、

ブラウン、ダーク） 　　　アクセント畳

ユニットラグ 終息 (色 ) ケーブルニットⅡ、ファインクラップ、トランスミット ※他の色をお選びください。

階段

ベーシックタイプ 終息 全品種
ラシッサ S アルファ階段
ラシッサ Dアルファ階段
ラシッサ S 階段
ラシッサ D階段

Sタイプ 終息 全品種 　　　KA階段

集成タイプ 終息 スポッ灯・スポッ灯用蹴込板・ワンプライス

インテリア
ファブリッ
ク

ブランシェⅡ 終息 (生地 )

ドレープ（LXL200 ～ 202、206 ～ 226、229 ～
244、247 ～ 249、255 ～ 266、273、284、
285、340 ～ 343、347、348、353、354、
357、358、363、364)
レース生地 ( LXL290、295～ 298、397、398)

※他の生地を
　お選びください。

プリーツスクリーン 終息 (生地 ) 和調生地（LXL801 ～ 830、836、839） 　　　和調生地

2022年 3月末
販 売 終 了

2022年 3月末
販 売 終 了

2021年 11月
販 売 終 了

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

※ラシッサ・ラフィス　クローゼットドア開き戸ソフトモーション部品、ラシッサ UDの下駄箱のソフトモーション部品は仕様変更となります。

床材 ラシッサ Dフロア /Dフロアアース /Dフロア 直張り防音床 /TY-02D/ 床造作材（ライトオークＦ、ショコラオークＦ）終息色

ブランシェⅡ終息生地

ユニット畳終息品種 ユニットラグ終 息 色

階段ベーシックタイプ終息品種 階段集成タイプ終息品種階段 Sタイプ終息品種

和調生地30色
※詳細はインテリアファブリックカタログ
　(VL0700）をご確認ください。

左記に伴い、室内建具 の下枠 ( 埋込沓摺り、埋込敷居、フラット下レール）のライトオー
ク、ショコラオーク色も終息対象となります。

ソフトガード段鼻無し仕様

ソフトガード段鼻仕様

その他の部材は継続販売です。

LXL202LXL201
(LXL200)

LXL206
(LXL207～221)

LXL222
(LXL223)

LXL225
(LXL226)

LXL224 LXL229
(LXL230)

LXL231
(LXL232～234)

LXL235
(LXL236、237)

LXL238
(LXL239、240)

LXL241
(LXL242)

LXL243
(LXL244)

LXL247
(LXL248、249)

LXL255
(LXL256～258)

LXL259
(LXL260)

LXL261
(LXL262、263)

LXL264
(LXL265、266)

LXL273 LXL284
(LXL285)

LXL340
(LXL341～343)

LXL363
(LXL364)

LXL347
(LXL348)

LXL353
(LXL354)

LXL357
(LXL358)

LXL290 LXL295 LXL296 LXL297
(LXL298)

LXL397
(LXL398)

ドレープ

レース生地 プリーツスクリーン終息生地

(スポッ灯・スポット灯用蹴込板）

UR1932 YGUR1930 IV UR1931 BE UR1933 O

ファインクラップ

UR1934 IV UR1935 LGR UR1936 LBE UR1938 B UR1939 LBUR1937 GR

トランスミット

UR1817 BUR1814 IV UR1815 LGR UR1818 BR

ケーブルニットⅡ



 ラシッサ Ｄ室内建具

ラシッサに新レーベルが登場！
日本の伝統文化を取り入れたやさしさとやすらぎを生む、新しいコーディネート「キナリモダン」

デザイン：LAA デザイン：LBAデザイン：LGL デザイン：LZE

ソフトモーブ ソフトグレーコウノキ

 インテリア格子造作材  シートカウンター造作材

横格子のないすっきりしたデザイン形状にリニューアル！

 
ラシッサ Dフロア /ラシッサ Dフロアアース /
ラシッサ Dフロア直張り防音床

床材

自然で落ち着いた色合いと、緻密な木肌のグラデーションが特長
の新色 クルミ色が追加！

 アクセント畳その他床材

お部屋の好きな場所に置くだけで気軽に、畳スペースを設けるこ
とができます

コウノキ色が追加。書斎やワー
クスペースにおすすめです。

 
アクセントボード
（マグネット対応）

造作材

ソフトモーブとソフトグレーの
新色が登場

グリーン

ダーク

グラスグリーン

グレージュクルミF

 枕棚一体型収納

棚板と前框が一体となり、
施工時間を短縮できる省
施工タイプです。

 インテリアファブリック カーテン ブランシェⅡ

インテリアスタイルに
あったフレッシュな柄を
追加。

 ラシッサ S クローゼットドア室内建具 ラシッサ S 室内ドア・引戸室内建具

折れ戸 アウトセットタイプ  
リフォームにおすすめ。既存枠を残したままで取付可能。

開き戸 手掛けタイプ 
上下に引手を通し、ど
の高さからも開閉し
やすい仕様です。

さまざまなインテリアに調和するデザイン追加

2022年4月発売 新商品

LGZ LZCLYH LZD

玄関収納 

高機能階段｜ラシッサ Sアルファ階段/ラシッサ Dアルファ階段
ラシッサ S階段/
ラシッサ D階段

 ラシッサ S アルファ階段 /ラシッサ Dアルファ階段 /ラシッサ S 階段 /ラシッサ D階段階段

より「安心・安全」に先端の視認性やすべりに配慮した階段です。省施工を実現する「らくプレカット」サービスも選べます。

蓄光タイプ ワイドラインタイプ 「らくプレカット」サービス 
のイメージ  

スリップ止め2本※上記デザインの他にLBA、LGLデザインも追加


