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玄関ドア ジエスタ デザイン＆カラーバリエーション
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ＦＦＦＦ１３１３１３１３

□ ｵｰﾀﾑﾌﾞﾗｳﾝ □ ｸﾘｴﾀﾞｰｸ □ ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ □ ｸﾘｴﾓｶ □ ｸﾘｴﾗｽｸ □ ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ □ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ □ ﾎﾟｰﾄﾏﾎｶﾞﾆｰ □ ﾎﾟﾘｯｼｭｼﾙﾊﾞｰ □ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ □ ﾚﾘｰﾌﾎﾜｲﾄ □ 柿渋調

□ ｸﾘｴﾓｶ □ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ □ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ □ 柿渋調□ ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ □ ｸﾘｴﾓｶ □ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ □ ﾎﾟﾘｯｼｭｼﾙﾊﾞｰ □ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ □ ﾚﾘｰﾌﾎﾜｲﾄ □ 柿渋調

□ ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ □ ｸﾘｴﾓｶ □ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ □ ﾎﾟﾘｯｼｭｼﾙﾊﾞｰ □ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ □ ﾚﾘｰﾌﾎﾜｲﾄ □ 柿渋調 □ ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ □ ｸﾘｴﾓｶ □ ﾄﾘﾉﾊﾟｲﾝ □ ﾎﾟﾘｯｼｭｼﾙﾊﾞｰ □ ﾐﾃﾞｨｱﾑﾁｪﾘｰ □ ﾚﾘｰﾌﾎﾜｲﾄ □ 柿渋調



玄関ドア ジエスタ ハンドル一覧

A型 グリップハンドル

■室外側ハンドル ■室内側ハンドル （室外ハンドルに応じて設定）

室外側ハンドル仕様 キエテクノコート仕様 一般仕様（キエテクノコートなし）

シルバー
室外側・室内側の合計価格 ￥55,000 ￥45,000 ￥50,000

ブラック

室内側ハンドル

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

アルミ
室外側と同色

シルバー ブラック

■室外側ハンドル ■室内側ハンドル （室外ハンドルに応じて設定）

室外側ハンドル仕様 キエテクノコート仕様 一般仕様（キエテクノコートなし）

シルバー
室外側・室内側の合計価格 ￥55,000 ￥45,000 ￥50,000

ブラック

室内側ハンドル

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

アルミ
室外側と同色

シルバー ブラック ゴールド

■室外側ハンドル ■室内側ハンドル （室外ハンドルに応じて設定）

室外側ハンドル仕様 キエテクノコート仕様 一般仕様（キエテクノコートなし）

シルバー
室外側・室内側の合計価格 ￥55,000 ￥45,000 ￥50,000

ブラック

室内側ハンドル

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

アルミ
室外側と同色

シルバー ブラック

B型 グリップハンドル

C型 バーハンドル

D型 アーチハンドル

■室外側ハンドル ■室内側ハンドル （室外ハンドルに応じて設定）

室外側ハンドル仕様 キエテクノコート仕様 一般仕様（キエテクノコートなし）

室外側・室内側の合計価格 ￥55,000 ￥45,000 ￥50,000

室内側ハンドル

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

アルミ
室外側と同色

ブラック ゴールド

■室外側ハンドル ■室内側ハンドル （室外ハンドルに応じて設定）

室外側ハンドル仕様 キエテクノコート仕様 一般仕様（キエテクノコートなし）

シルバー
室外側・室内側の合計価格 ￥50,000 ￥40,000 ￥45,000

ブラック

室内側ハンドル

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

木目調（樹脂）
ダークブラウンのみ

アルミ
室外側と同色

シルバー ブラック ゴールド

E型 バーハンドル

ゴールド

ブラック ゴールド

ゴールド

▶ ▶

キズがついても… 時間が経つと… 自然に修復します

「キエテクノコート」をハンドル部分に採用。
キズがつきにくく、キズがついても細かいキズなら自然に修復する

「キエテクノコート」をハンドル部分に採用。爪や指輪などによる

すりキズを防ぎ、美しさを保ちます。



ケータイケータイケータイケータイややややカードカードカードカードをかざすだけをかざすだけをかざすだけをかざすだけ。。。。
普段お使いのおサイフケータイ対応機種や

カードをカギとして活用可能。ボタンを押して、

“かざす”だけで施解錠で来ます。

おおおおサイフケータイサイフケータイサイフケータイサイフケータイでででで！！！！

お手持ちの携帯電話が

おサーフケータイ対応機種なら、

追加費用なしで玄関キーとして

ご利用できます。

EdyEdyEdyEdy対応対応対応対応カードカードカードカードでででで！！！！

電子マネー・楽天Edyに

対応したカードなら、

キーとしてご利用

いただけます。

カードキーカードキーカードキーカードキーでででで！！！！

カザスプラス専用の

カードキー3枚が

標準でついています。

＋＋＋＋￥￥￥￥50,00050,00050,00050,000でででで取付可能取付可能取付可能取付可能

玄関ドア ジエスタ 商品特長　エントリーシステム　カザスプラス



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 101225

FamilyFamilyFamilyFamily　　　　LineLineLineLineFamilyFamilyFamilyFamily　　　　LineLineLineLine
ファミリーラインファミリーライン



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 101225

Total Color Coordination
クリエカラーは本来の木が持つ風合いや、色味を正確に表現したN E Wカラー。全5色、

そして、その特長はどのように組み合わせても、合わない色がない。それは、色調のトーンを

均等に整えた、住まいの空間をつなぐコンセプトカラー。ファミリーラインシリーズで、今まで

にない洗練されたインテリアコーディネートを実現します。

クリエカラーが参考にしたのは、美術やデザイン業界でもっとも

ポピュラーなマンセル・カラー・システム。色彩の三属性（色相・

明度・彩度）をもとに、各カラーの色みと明るさの間隔を整え、

鮮やかさを抑えつつ彩度のトーンカーブを調整しました。

色彩学に学んだクリエカラーの

カラーコーディネート

空間をつなげるカラー

内装建材をはじめ、キッチンや洗面化粧台などの扉材

まで設定をご用意。同色をコーディネートし空間を
つなげるLIXIL独特のカラー提案です。

Door Design
そこに“ある”だけで空気感まで変えてしまう、

それがデザインの魅力

あるデザインを施されたアイテムは、他と影響し合い、特有の

空気感を創造します。シャープすぎないツートーンやハンドメ

イド風、遊びのあるアクセントなど、今まで“ありそうでなかっ

た”デザインを多彩なラインナップで展開します。

素材の質感や色にこだわったスタイリッシュでクォリティーの高いデザイン。よりモダ

ンな印象の横木目をさらにスタイリッシュに表現する、ツートーンのカラーデザインの

採用等、様々なインテリア空間をお洒落に演出します。ファミリーラインのドアは開

口部のデザインを始め、ガラスの素材にもこだわり、インテリアを構成する、重要な

ファクターに昇華。また、表面デザインを印象づける溝を塗装から、樹脂モールに変

更し、より繊細で、より美しいデザインディテールを追求しました。

リビング建材

ファミリーラインファミリーラインファミリーラインファミリーライン

クリエホワイト　CML

クリエペール　CMM

クリエラスク　CMH

クリエモカ×ダーク　CMS

クリエダーク×モカ　　CMK

Color

White Tone

クリエホワイト
Color

Pale Tone

クリエペール

Color

Light Tone

クリエラスク
Color

Medium Tone

クリエモカ

Color

Dark Tone

クリエダーク

ひとつのひとつのひとつのひとつの答答答答えはえはえはえは、、、、クリエカラークリエカラークリエカラークリエカラーにあるにあるにあるにある

Color



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 101225

Interior Coordinate

Style MAP
好みのスタイルを、こだわってみるのも面白いかもしれない

ファミリーラインなら、スタイリッシュな雰囲気も、手作り感のあるナチュラルなテイストも、

全体のイメージが見えてきます。だから、スタイリングの成功率はグーンと高くなります。

訪れたゲストの羨望の眼差しを体感できるでしょう。

現代風現代風現代風現代風××××スタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュスタイリッシュ

建具／クリエダーク×モカ　CMK

床／クリエホワイト

現代風現代風現代風現代風××××ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルA

建具／クリエペール　CMM

床／クリエペール

洋風洋風洋風洋風××××ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル
建具／クリエホワイト　 CML

床／クリエラスク

現代風現代風現代風現代風××××ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルB

建具／クリエラスク　CMH

床／クリエペール

現代風現代風現代風現代風××××シックシックシックシック
建具／クリエモカ×ダーク　CMS

床／クリエダーク

L I X I L 各商品のデザインやカラーコー

ディネートを、9 つのスタイルで統一。内装

建材だけでなく、水廻りや玄関、サッシなど

が同じスタイルで選べます。家一棟分の

コーディネートをもっと選びやすく。それが、

L I X I L T H D e s i g n s t y l eです。

ファミリーラインでは、9つの中から、ボ

リュームゾーンの4つのスタイルで、人気

のナチュラルカラーを重点的に5つのコー

ディネートをご提案します。

LIXIL TH TH TH TH Design styleDesign styleDesign styleDesign style

リビング建材

ファミリーラインファミリーラインファミリーラインファミリーライン



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 101225

室内建具 ファミリーライン

間口や暮らし方に合わせて、

機能性・操作性に優れた

標準ドア、トイレドア、

親子ドアをご用意。 バリアフリーに対応する

様々な下枠下枠下枠下枠

埋込沓摺りと2種類の薄沓摺りをご用意しています。

埋込沓摺り

施工しやすいツバ付の

アルミ製沓摺り

１１１１

ドアの開閉音を小さくする

消音消音消音消音ラッチラッチラッチラッチ

ラッチ部に消音設計を採用。

ドアの開閉時の音が小さくな

り、気になりません。ラッチ受

けは、施工後にもドライバーで

調整ができる仕様です。

２２２２

木質ならではの反りに対応できる

3333次元調整丁番次元調整丁番次元調整丁番次元調整丁番

施工後の微調整が簡単な、3

次元調整機能が付いた丁番

です。上下、左右、前後の調
整がドライバー1本で簡単に

できます。

※ 木質建具は温度と湿度の影響を受け

やすく反りが発生する場合があります。

当社の建具は、建付け調整ができ

る機能が付いています。

丁番の保持力を高める

連装埋込連装埋込連装埋込連装埋込ナットナットナットナット

MDF枠は木ねじにより高い

保持力を持ちますが、さらに安

全性を高めるために連装埋

込ナットを使用し、丁番を枠に

しっかりと固定しています。

３３３３

４４４４

縦枠加工が不要な枠設定枠設定枠設定枠設定

■薄沓摺りをご使用の場合

施工の手間がかかりません。

どの納まりにも対応する寸法になっています。

５５５５

６６６６ゆっくり引き込んでピタッと閉まる

コンパクトドアソフトモーションコンパクトドアソフトモーションコンパクトドアソフトモーションコンパクトドアソフトモーション

ドアを自動的にゆっくり引き込

んで、ピタッと閉まるソフトモー

ション機能。閉め忘れ防止、

閉まる時の衝撃音の軽減な

ど、様々な生活シーンに便利

な機能です。従来よりさらに

すっきりとコンパクトになり、

後付けも可能になりました。

●開閉の際にコンという部品の作動音が生じます。　●バネを採用している

為、扉を開ける際に途中扉が重く感じる部分があります。　●扉の重量、建付

け状況により、扉の引き込み速度が異なる場合があります。　●重量の重い扉

を強めに閉めると、ブレーキ感が弱く感じる場合があります。　●重量の軽い扉

を勢いよく閉めると、扉本体の跳ね返りが生じる場合があります。　●気密性

の高い部屋では、空気の抵抗が強くなるため、扉が閉まりきらない場合がありま

す。　●オイルダンパー（緩衝装置）を使用している為、夏季と冬季（部屋の温

度差）で引き込み速度が異なる場合があります。　※新規にドア枠を取り付け

る場合は、枠と一緒に納品・施工するのがお勧めです。

お子様を危険な場所から守る

チャイルドロックチャイルドロックチャイルドロックチャイルドロック
７７７７

小さなお子様が届かない高さ

（床面から1,500mm）に両

側から施錠ができる錠を設置

できます。親が気付かない間

に危険な場所へ入らないため

のもうひとつの錠です。

※親子ドア、両開きドア（特注対応）は対応できません。
※枠外高さ2023mm未満は対応できません。　

※チャイルドロックの取付位置変更対応はできません。

室内ドア　商品特長



W
クリエホワイト

D
クリエダーク

M
クリエモカ

L
クリエラスク

P
クリエペール

床材 ＳＹ－１２

天然木突板塗装の短所を克服した、スタンダードフロア。

おすすめ床造作材 ： ハーモニアス用床造作材ハイパーフィルム6つの機能

ハイパーフィルムの使用で色柄のバラツキがなく、まとまりの美しい張り上がりに。
価格面でも使いやすいスタンダードフロアです。

商品コード

木目タイプ ［151］/SY-2B

LZY□SY2BJ（1坪・6枚入り）

※□には右記商品色記号を入れてください

価格 ： 24,000円/坪（3.3㎡）
梱包 ： 1ケース6枚入り（3.3㎡）
寸法 ： 厚み12×幅303×長さ1,818（mm）

サイズ（mm）
幅×長さ×厚み

基　材 表面材 耐干割れ処理 ホルムアルデヒド対策 抗菌処理 工　法

303×1,818×12 環境配慮型合板 ハイパーフィルム ○ F☆☆☆☆ ○ 根太張り

■仕様

ブラックチェリー柄 クリエラスク

基材に合板を使用しているため、結露や漏水・水こぼし・床下からの湿気により表面のフクレ、基材のはがれや腐れ・突上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。

シダー柄 メープル柄
ブラック
チェリー柄

ブラック
ウォルナット柄

※SY-12には耐キャスター、耐へこみ性能はありません。ご使用にあたっては、予めご注意ください。
※SY-12は床暖房には対応していません。
※SY-12は表面に汚れが付着しにくいよう、特殊処理を施していますので、保護目的のワックスがけは不要です。
※SY-12にワックスがけをすると光沢が出て、表面のムラが目立ちやすくなります。ワックスがけをされる際は、予めご了承ください。

※商品の詳細特長や注意事項はリビング建材カタログをご覧ください。

根太工法 ・ 一般フロア

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 121128



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 101225

室内建具 エコスレンド

標準標準標準標準ドアドアドアドア ガラスドアガラスドアガラスドアガラスドア トイレトイレトイレトイレ（（（（表示錠表示錠表示錠表示錠・・・・明明明明かりかりかりかり採採採採りりりり付付付付きききき））））

FTHFTHFTHFTH----CMACMACMACMA FTHFTHFTHFTH----CMBCMBCMBCMB FTHFTHFTHFTH----CMCCMCCMCCMC FTHFTHFTHFTH----CMDCMDCMDCMDFTHFTHFTHFTH----CMECMECMECME

FTHFTHFTHFTH----CMFCMFCMFCMF FTHFTHFTHFTH----CMGCMGCMGCMG
FTHFTHFTHFTH----CMPCMPCMPCMP

FTHFTHFTHFTH----CMHCMHCMHCMH FTHFTHFTHFTH----CMCMCMCMＪＪＪＪ FTHFTHFTHFTH----CMKCMKCMKCMK FTHFTHFTHFTH----CMLCMLCMLCML FTHFTHFTHFTH----CMMCMMCMMCMM

FTHFTHFTHFTH----CM4CM4CM4CM4 FTHFTHFTHFTH----CMTCMTCMTCMT FTHFTHFTHFTH----CMSCMSCMSCMS FTHFTHFTHFTH----CM5CM5CM5CM5 FTHFTHFTHFTH----CM7CM7CM7CM7

FTLFTLFTLFTL----CMACMACMACMA FTLFTLFTLFTL----CMECMECMECME

室内ドア　デザイン一覧

■■■■ドアドアドアドア把手把手把手把手
標準

■■■■錠錠錠錠

サークルA

［シャインニッケル］

サークルB

［シャインニッケル］

表示錠

［シャインニッケル］

標準

トイレドア標準


