
リビング建材
Latteo（ラテオ）コンセプトブック
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カラーは最新トレンドの6色をご用意。いずれも低彩度な色調のグレイッシュカラーです。

木目方向は空間に連続性を生み、実面積以上に広く見せる効果のある「横目使い」としました。

さらに、欲しい仕様を選ぶことも可能。

La t t e oで、あなたの心にフィットした気持ちのよい空間をつくってください。

Latteoのコンセプトは、住まう人の感性にフィットする空間づくり。珈琲とミルクをブレンドしてお好みのカフェ・ラテ（Caffè Latte）を

つくるように、微妙に色合いの異なるグレイッシュな木目カラーの中からお好みのスタイルをチョイスすることができるでシリーズです。
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La t t e oなら、色、デザイン、仕様を選べます。

Chapter .1

C O N T E N T S

Chapter.2

Latteo 4style

Select Specifications

P.02

P.37

スタイルから選ぶ

色・デザイン・仕様から選ぶ

P.40アップグレード

P.41コーディネート商品

P.42スペックリスト
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Chapter .1
Latteo 4style

ス タ イ ル か ら 選 ぶ

LIXILではトータルコーディネートのしやすいLIXIL TOTAL 

HOUSING STYLEを提案。自分らしい、肌なじみの良い 

空間が手軽に創造できます。スタイリングのイメージは、 

Latteoの特長を生かした4つをコーディネートしました。



Interior Coordinate Style MAP
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現代風 ×スタイリッシュ 現代風 × ナチュラルBP.04 P.20

P.12 P.28現代風 ×ナチュラルA 現代風 ×シック

ソリッド・ラフ
solid×rough

ナチュラルコンシャス
natural conscious

ノースフォレスト
north forest

レジデンシャス
residencious
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コントラストが美しいモダンスタイル。研ぎ澄まされた都会的な雰囲気と、

おおらかでくったくのない無垢感のある素材をミックスさせました。過剰な

装飾をそぎ落とした、いつまでも飽きのこないシンプルでダイナミックな

空間づくりが魅力です。

ソリッド・ラフ
solid × rough

現代風 ×スタイリッシュ

グレイッシュカラーの木目トーンにしっくりなじむ、スモーキー
イエローをアクセントカラーに。木目に含まれている色味と
同系色なので、味わい深い空間づくりが楽しめます。
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チェスナット

チェスナットのざくざくした木肌を甘みのあるグレイッシュトーンに仕上げ
ました。すっきりとした柾目にのぞく、自然なテリがニュアンスを加えて
くれます。

ウォルナット

ウォルナットならではの変化に富んだ表情を、深みのあるグレイッシュ
カラーで仕上げました。ざくざく感となめらかさが相まって、独特の風合いを
醸し出します。
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Door:LTH-CXC/Walnut

Handle:SquareL/Shine Nickel

Curtain:FELTA Shade Curtain FT0006

Floor:LasissaD FLOOR/ChestnutF

Stairs:Basic type/Chestnut

室内ドア：ＬＴＨ－CXC/ウォルナット

ドア把手：スクエアL/シャインニッケル

カーテン：フェルタ シェードカーテン FT0006

床：ラシッサD フロア/チェスナットF

階段：ベーシックタイプ/チェスナット
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現代風 ×スタイリッシュ

Walnut
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現代風 ×スタイリッシュ

Chestnut

Door:LTH-CXA/Chestnut

Handle:SquareL/Shine Nickel

Closet door:LCF-CX1/Chestnut

Curtain:FELTA Drape Curtain FT0013

Floor:LasissaD FLOOR/ChestnutF

室内ドア：LTH-CXA/チェスナット

ドア把手：スクエアL/シャインニッケル

クローゼットドア：折れ戸 LCF-CX1/チェスナット

カーテン：フェルタ ドレープカーテン FT0013

床：ラシッサD フロア/チェスナットF
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端正なデザインが印象的な階段。シンプルゆえに殺風景になりがちな空間も、

光と影のコントラストにより深みのある雰囲気に。光がやさしく広がるカラーで

まとめることで、よりモダンな空間に仕上がります。

Stairs:Basic type/Chestnut

階段：ベーシックタイプ/チェスナット
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スタイリッシュなＬＤＫは、色数を抑えてコーディネートするのがポイント。

建材や家具の質感が映える空間が生まれます。一人で過ごす静かな時間も、

家族や友人と語りあう時間もスマートに楽しめます。

Door:LTH-CXC/Walnut

Handle:SquareL/Shine Nickel

Curtain:FELTA Shade Curtain FT0006

Floor:LasissaD FLOOR/ChestnutF

Stairs:Basic type/Chestnut

研ぎ澄まされた／端正な／ミニマル／ソリッド／ドライ／人工的／都会的

現代風 ×スタイリッシュ
solid×rough

室内ドア：ＬＴＨ－CXC/ウォルナット

ドア把手：スクエアL/シャインニッケル

カーテン：フェルタ シェードカーテン FT0006

床：ラシッサD フロア/チェスナットF

階段：ベーシックタイプ/チェスナット
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シンプルで透明感のあるモダンスタイル。北欧の景色に映えるやさしく

ナチュラルなデザイン空間です。インテリアカラーでアクセントをつける

など、遊び心を楽しめるのもメリット。可愛らし過ぎず、クール過ぎない、

すっきりとした印象の住まいづくりに。

ノースフォレスト

現代風 ×ナチュラルA

north forest

ライトトーンの木目には、彩度を抑えたスモーキー
ブルーをアクセントカラーに。補色関係にあるため、
お互いの色を引き立てあいながらも、穏やかな雰囲気に
まとまります。
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ライトオーク

素朴で緻密な木目のオーク材を明るい色合いで仕上げました。シャープな
柾目と緩やかな半板目がほどよくブレンドされた、すっきりと美しい
ナチュラルテイストです。

イタリアンウォルナット

ウォルナットのやさしい木肌をふんわり温かなミルクホワイトに仕上げ 
ました。時折みせる焦げ茶色の木目がアクセントとなり、スタイリッシュな
空間に仕上がります。
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現代風 ×ナチュラルA

Light Oak

Door:LTH-CXC/Light  Oak

Handle:SquareL/Shine Nickel

Counter :Light  Oak

Curtain:FELTA Drape Curtain FT0034

Floor :LasissaD FLOOR/Ital ian WalnutF

室内ドア：LTH-CXC/ライトオーク

ドア把手：スクエアL/シャインニッケル

シートカウンター： ライトオーク

カーテン：フェルタ ドレープカーテン FT0034

床：ラシッサD フロア/イタリアンウォルナットF
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現代風 ×ナチュラルA

Italian Walnut

Sliding Door:LKH-CXA/Italian Walnut

Handle:Shine Nickel

Closet door:LCR-CXA/Italian Walnut

Handle:Shine Nickel

Counter:Light Oak

Curtain:FELTA Drape Curtain FT0101

Floor:LasissaD FLOOR/Light OakF

室内引戸：LKH-CXA/イタリアンウォルナット

引手/シャインニッケル

3枚連動引戸：LCR-CXA/イタリアンウォルナット

引手/シャインニッケル

シートカウンター： ライトオーク

カーテン：フェルタ ドレープカーテン FT0101

床：ラシッサD フロア/ライトオークF
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シートカウンターのロングスパン使いで、壁面を飾りながら収納できるスペースにすると、本や小物も

インテリアの一部に。明るい色合いでまとめた空間が、スッキリとした印象をつくります。

Door:LTH-CXC/Light Oak

Handle:SquareL/Shine Nickel

Counter:Light Oak

Floor:LasissaD FLOOR/ItalianWalnutF

室内ドア：LTH-CXC/ライトオーク

ドア把手：スクエアL/シャインニッケル

シートカウンター： ライトオーク

床：ラシッサD フロア/

イタリアンウォルナットF
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イタリアンウォルナットとライトオークのコンビネーションによるナチュラルな空間を、アクセント

カラーで楽しげに演出。シートカウンターをデスクに使い、勉強スペースをつくってみました。

自然素材／北欧デザイン／遊び心／カラフル／有機的／自然派／森

現代風 ×ナチュラルA
north forest

室内引戸：LKH-CXA/イタリアンウォルナット

引手/シャインニッケル

シートカウンター： ライトオーク

床：ラシッサD フロア/ライトオークF

Sliding door:LKH-CXA/Ital ian Walnut

Handle:Shine Nickel

Counter :Light  Oak

Floor :LasissaD FLOOR/Light  OakF
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温かみのある木質を基調にした心やすまるシンプルスタイル。家族の

コミュニケーションスペースを暮らしの中心に据え、くつろぎの質と

暮らしやすさを追求します。自然を愛し、自然とのふれあいを楽しむ

家族にぴったりのナチュラルなデザインです。

ナチュラルコンシャス

現代風 ×ナチュラルB

natural conscious

ミディアムトーンの温かな木目には、オリーブグリーンをアクセント
カラーに。木の色に色相を近づけ、彩度を抑えることで、より
ナチュラルなイメージに仕上がります。
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チェリー

時を経て深みを増したアメリカンチェリーの木味をそのままに、こっくりと
深い色合いで仕上げました。節や強い木目と手ざわりで、自然な深みを表現
しています。
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Door:LTH-CXB/Cherry

Handle:SquareL/Iron Black

Curtain:FELTA Drape Curtain FT0412

Floor:LasissaD FLOOR/CherryF

室内ドア：LTH-CXB/チェリー

ドア把手：スクエアL/アイアンブラック

カーテン：フェルタ ドレープカーテン FT0412

床：ラシッサD フロア/チェリーF
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Cherry
現代風 ×ナチュラルB



24



25

Cherry
現代風 ×ナチュラルB

Door:LTH-CXB/Cherry

Handle:SquareL/Iron Black

Floor:LasissaD FLOOR/CherryF

室内ドア：LTH-CXB/チェリー

ドア把手：スクエアL/アイアンブラック

床：ラシッサD フロア/チェリーF
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みんなが集まるリビングは、自然を感じる色合いでまとめて心やすまる空間に。

素材感のある空間が、家族の時間をやさしく紡いでいきます。
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玄関ホールは、家族やゲストを招きいれる包容力のある空間に。温かみのある

木目でやさしい印象に仕上げました。「いってきます」と「ただいま」の元気な

声が聞こえてきそうです。

Door:LTH-CXB/Cherry

Handle:SquareL/Iron Black

Shoes Closet:LGS-DAA/Cherry

Floor:LasissaD FLOOR/CherryF

自然素材／シンプルデザイン／コミュニケーション空間／家庭菜園／有機的／自然派

現代風 ×ナチュラルB
natural conscious

室内ドア：LTH-CXB/チェリー

ドア把手：スクエアL/アイアンブラック

玄関収納：LGS-DAA/チェリー

床：ラシッサD フロア/チェリーF
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重厚感のあるラグジュアリーなスタイル。

優美でエレガントなカラーとデザインで、

クラシカルな家具にもコンテンポラリーな

家具にもマッチする、オーセンティックな

空間を創出します。円熟世代にふさわしい

落ち着きと華やぎを持つ空間が、ホテル

ライクの毎日へエスコートしてくれそうです。

レジデンシャス

現代風 ×シック

residencious

落ち着いた上質感のあるダークトーンの空間には、
深みのあるマルサラレッドをアクセントカラーに。
木目の赤みと心地よく調和し、うっとりするような
優雅な印象をつくります。
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ショコラオーク

オークの緻密な木目と、ダイナミックなグラデーションが、落ち着いた
色味の中でも豊かな表情をつくり出しています。暗くし過ぎずニュアンスを
感じられるよう仕上げました。
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現代風 ×シック

Chocolat Oak

Door:LTH-CXC/Chocolat Oak

Handle:SquareL/Iron Black

Counter:Chocolat Oak

Curtain:FELTA Drape Curtain FT0004

Floor:LasissaD FLOOR/WalnutF

室内ドア：ＬＴＨ－CXC/ショコラオーク

ドア把手：スクエアL/アイアンブラック

シートカウンター： ショコラオーク

カーテン：フェルタ ドレープカーテン FT0004

床：ラシッサD フロア/ウォルナットF
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現代風 ×シック

Chocolat Oak

Sliding Door:LKH-CXA/Chocolat Oak

Handle/Iron Black

Counter:Chocolat Oak

Curtain:FELTA Drape Curtain FT0099

Floor:LasissaD FLOOR/Chocolat OakF

室内引戸：LKH-CXA/ショコラオーク

引手/アイアンブラック

シートカウンター： ショコラオーク

カーテン：フェルタ ドレープカーテン FT0099

床：ラシッサD フロア/ショコラオークF
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テーマは、大人の格好よさを具現化すること。

食器棚も生活感をなくしてショップ風にする

ことで、ラグジュアリーな雰囲気に。審美眼に

かなうものだけに囲まれて暮らせる、心華やぐ

住まいです。

Door:LTH-CXC/Chocolat  Oak

Handle:SquareL/Iron Black

Counter :Chocolat  Oak

Floor:LasissaD FLOOR/WalnutF

室内ドア：ＬＴＨ－CXC/ショコラオーク

ドア把手：スクエアL/アイアンブラック

シートカウンター： ショコラオーク

床：ラシッサD フロア/ウォルナットF
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慌ただしい毎日だからこそ、プライベート空間の質にこだわりたいもの。豊かな

表情の建具でシックにコーディネートすれば、感性に合った心地よい空間を創出

することができます。

Sliding Door:LKH-CXA/Chocolat Oak

Handle/Iron Black

Counter:Chocolat Oak

Floor:LasissaD FLOOR/Chocolat OakF

本物・本格志向／贅を尽くす／直線的／ホテルライク／邸宅

現代風 ×シック
residencious

室内引戸：LKH-CXA/ショコラオーク

引手/アイアンブラック

シートカウンター： ショコラオーク

床：ラシッサD フロア/ショコラオークF
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Chapter .2

Select  Specif icat ions

色 ・ デ ザ イ ン ・ 仕 様 か ら 選 ぶ

P.38

P.39

色から選ぶ

仕様から選ぶ

P.38デザインから選ぶ
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色 か ら 選 ぶ

デ ザ イ ン か ら 選 ぶ

S e l e c t  C o l o r

S e l e c t  D e s i g n

低彩度でグレイッシュな色調の6色からお選びいただけます。

1色使いはもちろん、組み合わせても調和するので、あなた好みのブレンドを見つけることができます。

木目方向は空間に連続性を生む、「横目使い」です。3デザインからお選びいただけます。

DS/イタリアンウォルナット

DX/チェスナット

DP/ライトオーク

DY/チェリー

DZ/ウォルナット

DR/ショコラオーク

CXA CXB CXC



動画でCHECK!

動画でCHECK!

ソフトモーション

ソフトモーションソフトモーション

動画でCHECK!

動画でCHECK!

ブレーキ
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仕 様 か ら 選 ぶ

S e l e c t  F u n c t i o n S p e c i f i c a t i o n s

Latteoでは、ドア・引戸の仕様も自由に選ぶことができます。これから先のライフスタイルを想像し、それぞれのドア2仕様・引戸3仕様から

必要な仕様をお選びください。内蔵されたドアストッパーやゆっくり静かに閉まるソフトモーションなど、人気の高い仕様をご用意しています。

※品種・デザインによる設定の有無、および価格については、スペック
リスト（P42、P43）をご確認ください。

※ムービーの商品はウッディーラインまたはファミリーラインです。

勢いよく閉めても ゆっくり閉まる

勢いよく閉めても ゆっくり閉まる

閉めきらなくても 最後までピタッと閉まる

開ける

閉める

閉める

Wソフトモーション仕様みえナイゾウドアストッパー有

シングルソフトモーション仕様（戸尻ブレーキ有）

戸先ブレーキ仕様

引戸本体を開けるときも閉めるときも、
縦枠に近づくと自動的にブレーキが掛かり、 
ゆっくり静かに引き込みます。開閉時の衝撃音、
閉め忘れ防止、また指を挟み 
にくくするなど、様々な生活
シーンに役立つ便利な機能です。

ドアに取り付けたストッパーの部分が、床に取り付け
た部品に近づくと、フラップがあがり、本体が壁や
家具などに当たるのを防ぎます。
すっきりとドアに内蔵されたドア
ストッパー。出っ張りがないので
足を引っ掛ける心配もありません。

みえナイゾウドアストッパー無

みえナイゾウドアストッパーの無い仕様です。お好み
で、後から有償部品のドアストッパーを取り付ける
ことが可能です。

引戸本体を閉めるときに自動的にブレーキが掛かり、ゆっくり引き込むソフトモーション機能が働きます。閉め忘れ
防止、開閉時の衝撃音の軽減、指を挟みにくくするなど、様々な生活シーンに役立つ便利な機能です。

引戸本体が縦枠に近づくと、上部に取り付けてあるブレーキ機構により減速します。引戸本体のはね返りが少なく
なり、枠とぶつかった際の衝撃音が小さくなります。

■室内引戸（3つからお選びください）■室内ドア（2つからお選びください）
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U p g r a d e

ア ッ プ グ レ ー ド

スクエアL / アイアンブラックスクエアL / シャインニッケル

空間になじむ、人の手になじむをコンセプトに
デザインした新ハンドルをご用意しました。

Upgrade 03 〈把手〉

ガラスを透明に変えると空間が広く感じます。
光もよく通るので、空間がより明るくなります。

Upgrade 04 〈ガラス種類変更〉

エッチング熱処理ガラス
（標準）

透明熱処理ガラス

角型L / アイアンブラック角型L / シャインニッケル

必要な箇所に、上質を追求をすることで美しさや快適さへのこだわりが反映できます。

H20

H23

H24
高さや幅を変更することができます。
Upgrade 01 〈特注寸法対応〉

コンパクトなピボット丁番は、ドアのデザインを
損なわず、すっきりと納まります。

Upgrade 02 〈ピボット丁番〉

リフォームなどでも、間口にあった納まりにする
ことができます。

玄関収納

W:  1mm単位　
H :32mm単位

2016年6月対応開始
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C o o r d i n a t e

コ ー デ ィ ネ ー ト 商 品

シートカウンター

床 （ラシッサD フロア）

階段 （ベーシックタイプ） 玄関収納

システムキッチン（アレスタ）共通カラー：チェスナット、チェリー、ウォルナット

La t t eoで、あなたの心にフィットした気持ちのよい空間をつくりませんか。床や、システムキッチン アレスタとの色合わせも可能です。

お部屋全体を統一されたカラーでコーディネートができるので、すっきりとしたスタイリッシュなインテリア空間が生まれます。

Upgrade
Coordinate



CXA

CXB

CXC

標準ドア みえナイゾウドアストッパー有 みえナイゾウドアストッパー無

￥57,000

￥83,000

￥95,000

Size(mm)  
H2023 X　
W734・754・780・824・868

CXA

トイレドア
￥59,000

￥67,000

￥93,000

￥105,000

￥69,000Size(mm)   
H2023 X
W648・780・824

Wソフトモーション仕様 シングルソフトモーション仕様 戸先ブレーキ仕様

CXA

CXB

CXC

￥69,000

￥90,000

￥105,000

￥74,000

￥95,000

￥110,000

￥64,000

￥85,000

￥100,000

￥84,000

￥105,000

￥120,000

￥69,000

￥90,000

￥105,000

￥84,000

￥105,000

￥120,000

※価格は規格サイズ共通です。　※ノンケーシング枠（ドアは沓摺なし）、錠なしセット価格を表記しています。
※ケージング付枠の価格、サイズ、枠、見込み、下枠等の詳細、またそれ以外の仕様については、ラテオカタログ（VJ7100）を参照のうえ、発注ください。
※1 アウトセット方式には、W1454の設定はありません。　※2 アウトセット方式は、W1324のみの設定になります。

￥108,000

￥150,000

￥180,000

￥103,000

￥145,000

￥175,000

￥123,000

￥165,000

￥195,000

￥133,000

￥175,000

￥205,000

￥239,000 ￥249,000

￥333,000

￥393,000

￥133,000

￥175,000

￥205,000

￥73,000￥78,000 ￥68,000￥88,000 ￥73,000￥88,000

￥96,000￥96,000

Size(mm)  
H2023（Vレール・上吊）X
H2030（アウトセット）
W1454・1644・1824※1

CXA

CXB

CXC

引違い戸２枚建
Size(mm)   
H2023 X
W1644・1824

引違い戸3枚建
CXA

CXB

CXC

Size(mm)   
H2023 X
W2429

引違い戸4枚建

CXA

CXB

CXC

Size(mm)  
H2023 X
W2339・3251

室内ドア

室内引戸

CXA

片引戸幅狭 ・ トイレ
Size(mm)   
H2023（Vレール・上吊）X
H2030（アウトセット）
W1188・1324・1454・1644※2

W23 W32 W23 W32 W23 W32

特 ￥188,000特 ￥168,000特

特

特

特

￥201,000

￥146,000 ￥126,000￥159,000CXA

CXB

片引戸2枚建
Size(mm)   
H2023 X
W2429

特￥239,000特￥269,000￥290,000

￥206,000 ￥176,000￥227,000

特￥220,000￥276,000

￥187,000 ￥157,000￥213,000

CXA

CXB

片引戸3枚建
Size(mm)   
H2023 X
W3214

特 特注対応

￥224,000 ￥234,000

￥318,000

￥378,000

特

特￥250,000

￥308,000￥323,000

￥184,000 ￥194,000

￥278,000

￥338,000

特￥268,000

W12・13 W12・13

W14・16

￥86,000

W12・13

W14・16W14・16

￥81,000￥76,000

W12・13

W14・16

W12・13

W14・16

片引戸標準 Vレール方式

Vレール方式 Vレール方式 Vレール方式

上吊方式 アウトセット方式 Vレール方式 上吊方式 Vレール方式 上吊方式
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S p e c  L i s t

ス ペ ッ ク リ ス ト

※CXCは仕様の違いにより、上下フレームの寸法が異なります。
　詳しくはラテオカタログ（VJ7100）をご参照ください。

デザインバリエーション
D e s i g n  V a r i a t i o n

室内引戸
可動間仕切（引戸）

クローゼットドア（引戸）
引手/シャインニッケル

クローゼットドア（折れ戸、開き戸）
玄関収納

アーチ型/シャインニッケル

室内ドア
サークルA/シャインニッケル

CXA CXB CXC※



Wソフトモーション仕様 Wソフトモーション仕様

Wソフトモーション仕様 シングルソフトモーション仕様 戸先ブレーキ仕様

室内引戸

玄関収納

￥114,000

￥156,000

￥186,000

￥134,000

￥176,000

￥206,000

￥143,000

￥185,000

￥215,000

CXA

CXB

CXC

Size(mm)   
H2023 X
W3251

￥94,000

￥115,000

CXA

CXB

引込み戸※3

Size(mm)   
H2023 X
W1454・1644・1824

可動
間仕切り引戸※4

￥231,000CXASize(mm)   
H2306 X
W2429

片引戸2枚建

￥349,000CXASize(mm)   
H2306 X
W3214

片引戸3枚建

￥330,000CXASize(mm)   
H2306 X
W2429

引違い戸3枚建

￥392,000CXASize(mm)   
H2306 X
W3251

引違い戸4枚建

￥218,000CXASize(mm)   
H2306 X
W3251

引分け戸

クローゼット
ドア

￥89,000

￥103,000

Size(mm)   
H2023・2306 X
W734・824・1183・1323
1643・1823・2443・2581・2713

折れ戸フリータイプ

￥91,000

￥105,000

CXA

CX1

Size(mm)   
H2023・2306 X
W734・824・1183・1323
1643・1823・2443・2581・2713

折れ戸ピボットタイプノンレール仕様

￥109,000

￥123,000

CXA

CX1

Size(mm)   
H2306 X
W734・1183・1643

折れ戸すっきりタイプ

￥55,000CXAH878・1178・1823
2023・2306 X
W734・824・1183

両開き戸タイプ

￥145,000CXASize(mm)   
H2023・2306 X
W1643・2443

引戸連動タイプ

￥83,000CXASize(mm)   
H2030 X
W1644

引戸アウトセットタイプ

引分け戸

CXA

CX1

※掲載価格はサイズ呼称1623

※掲載価格はサイズ呼称1623

※掲載価格はサイズ呼称1623

※掲載価格はサイズ呼称0723

※掲載価格はサイズ呼称1623

￥113,800DAA
把手タイプ

ロッカー型/ミラーなし/台輪納まり ※掲載価格はW1200 D400 H17

シート
カウンター ￥51,000カウンター本体

端部受桟

カウンタータイプ ※掲載価格はL1800 D300
※掲載価格はサイズ呼称1620

※3 引込み戸は、メンテナンスができるようにソフトモーション機能は戸先側のみとなり、戸尻ブレーキも付きません。
※4 価格はガイドピン仕様のセット価格を表記しています。サイズ、枠見込み、下枠等の詳細、またはそれ以外の仕様については、Latteoカタログ（VJ7100）でご選択の上、発注ください。

Vレール方式 上吊方式

上吊方式

Vレール方式 Vレール方式
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DS/イタリアンウォルナット DX/チェスナット DP/ライトオーク DY/チェリー DZ/ウォルナット DR/ショコラオーク

カラーバリエーション C o l o r  V a r i a t i o n

Spec List
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お好みのテイストを自由に選んで、香り豊かな、あなただけの
素敵なインテリア空間をLa t teoでブレンドしてみてください。
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私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

業務用 VJ7000 01 2015.12.1発行

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）
TEL.  0120-126-001　FAX.03-3638-8447
●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は　旭トステム外装（株）サービスデスクナビダイヤル　TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで　受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）
TEL.  0120-413-433　FAX.  0120-413-436　http://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。
いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、
その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、
当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2016年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。
会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで   http://www.lixil.co.jp/
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