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  清滝中町標準仕様 

  床材   ラシッサフロア 

※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。2016.02 

LIXIL共通のクリエカラーをラインアップ。 
スタイリッシュな空間を演出。 

靴下を脱いで、素足で暮らしたくなる床材が誕生しました。樹種
そのものの風合いを高めた「ラシッサフロア」。 
さまざまな天然木の表情と木肌を表現した床材です。自然の味わ
いを大切にしたフットフィール仕上げなので、歩く時はもちろん
のこと、床に座ったり、寝転んだりと、さまざまなシーンで独特
の触感をお楽しみいただけます。 
「ラシッサフロア」で、足ごこちのよい暮らしをはじめましょう。 

ほんのりFoot feel 
ウォルナット、オーク、シダーなど環孔
材が持つ手ざわりを表現。美しい木目を
立体的に表現することで、天然木のよう
な踏み心地のよい床材に仕上げました。
素足からほんのり伝わる味わいをご体感
ください。 

さらっとFoot feel 
メープルやチェリーなどのさらっとした
木肌を表現。導管がまんべんなく分布し
た散孔材ならではの質感を出すため、軽
く木肌にサンディングを施したような仕
上げをしました。なめらかな触感をお楽
しみください。 

ほんのり Foot feel 
クリエホワイトF 

さらっと Foot feel 
クリエペールF 

ほんのり Foot feel 
クリエモカF 

さらっと Foot feel 
クリエラスクF 

ほんのり Foot feel 
クリエダークF 

●フットフィール仕上げ 
木の質感は樹種により大きく異なります。すべすべしたものからゴツゴツしたものまで、
表情も手ざわりもさまざまです。「ラシッサフロア」は、天然木の無垢材が持つ質感を
特殊技法でありのままに表現。樹種に最適な、木肌感を2つ表現しました。 
それぞれの足ざわりのよさが魅力です。 

5 Color variation 

ECO & Design 
人と環境にやさしい住まいづくり。 
森林の生態系保全に配慮した木材の利活用にも努めています。 

早生植林木と、合法的に伐採されたラワ
ンを組み合わせた「植林木複合合板」を
基材として使用しています。 
 
早生植林木とは、5∼10年で伐採が可能となる早
生樹です。ファルカータやユーカリが代表的な
樹種で、スギの35年生の径と同じ太さになるの
に6∼10年程度という成長の早さです。短時間で
成長する早生植林木の活用は、地球レベルでの
木材資源の持続可能な供給・調達のしくみのモ
デルとなると考えられています。 

Lasissa  
FLOOR 

http://clip.intra.lixil.co.jp/top/


  清滝中町分譲地  標準仕様 

  床材   ラシッサＤ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。 

Lasissa  
Ｄ FLOOR 
最新のトレンドとデザイン重視の色柄で 
個性的でこだわりのある空間を演出。 

熟成された風合い、経年変化後の味わいなど今までにない
意匠にこだわって表現した色柄に、木の質感を表現した足
ざわり（フットフィール）を感じる床材です。上質で心地
よい個性あふれた至福の空間を演出します。 

ほんのりFoot feel 
ウォルナット、オーク、シダーなど
環孔材が持つ手ざわりを表現。美し
い木目を立体的に表現することで、
天然木のような踏み心地のよい床材
に仕上げました。素足からほんのり
伝わる味わいをご体感ください。 

さらっとFoot feel 
メープルやチェリーなどのさらっと
した木肌を表現。導管がまんべんな
く分布した散孔材ならではの質感を
出すため、軽く木肌にサンディング
を施したような仕上げをしました。
なめらかな触感をお楽しみください。 

ECO & Design 
人と環境にやさしい住まいづくり。 
森林の生態系保全に配慮した木材の利活用にも努めています。 

●フットフィール仕上げ 
木の質感は樹種により大きく異なります。すべすべしたものからゴツゴツしたものまで、表情も手
ざわりもさまざまです。「ラシッサＤフロア」は、天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありの
ままに表現。樹種に最適な、木肌感を3つ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。 

15 Color variation 

しっかりFoot feel 
チェスナットなど木目がハッキリと
した環孔材が持つゴツゴツとした触
感を表現。木目を際立たせる日本伝
統の浮造（うづくり）技法により、
強い立体感と素朴な味わいのある床
材に仕上げました。 

ほんのり Foot feel 
イタリアンウォルナットF 

ほんのり Foot feel 
ライトオークF 

さらっと Foot feel 
チェリーF 

ほんのり Foot feel 
ウォルナットF 

さらっと Foot feel 
メープルF 

ほんのり Foot feel 
ナチュラルオークF 

さらっと Foot feel 
ライトメープルF 

しっかり Foot feel 
チェスナットF 

ほんのり Foot feel 
ホワイトオークF 

ほんのり Foot feel 
スモークオークF 

ほんのり Foot feel 
ショコラオークF 

しっかり Foot feel 
ホワイトペイントF ※ 

フレンチヘリンボーン調  
※フットフィール仕上げなし 

早生植林木と、合法的に伐採されたラワ
ンを組み合わせた「植林木複合合板」を
基材として使用しています。 
 
早生植林木とは、5∼10年で伐採が可能となる早
生樹です。ファルカータやユーカリが代表的な
樹種で、スギの35年生の径と同じ太さになるの
に6∼10年程度という成長の早さです。短時間で
成長する早生植林木の活用は、地球レベルでの
木材資源の持続可能な供給・調達のしくみのモ
デルとなると考えられています。 

※ パーケット調、ホワイトペイントとフレンチヘリンボーン調は、 
    階段の踏板の設定がございません。 
    パーケット調はナチュラルオークでの対応を推奨しております。 

ほんのり Foot feel 
チークF 

ほんのり Foot feel 
パーケット調 

http://clip.intra.lixil.co.jp/top/


 清滝中町分譲地  標準仕様 

 室内建具        ウッディーライン クリエカラー 

※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。 

Color 

Private / Toilet Closet フリータイプ 

Handle シャインニッケル 

Living 

image photo 

プレシャス       クリエホワイト   クリエペール      クリエラスク     クリエモカ        クリエダーク 
 ホワイト 

□ＣＫ J                □ＣＫＫ               □ＣＫＬ               □ＣＫＭ               □ＣＫＮ               □ＣＦＳ               □ＣＫＴ 

□ＣＦＡ               □ＣＦＥ                                         □ＣＦＡ           

□スクエアＣ □サークルＥ 

角型表示錠 丸型表示錠 

引手 

表示錠 

クローゼット 把手 

アーチ型 ※トイレ・洗面所には、明り採りと 
表示錠を標準装備 

明り採り 

扉を開けるときも閉めるときも、縦枠に近づくと自
動的にブレーキがか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、指を挟
みにくくするなど、様々な生活シーンをサポートし
ます。 

Ｗソフトモーション（引戸） 

◆みえナイゾウストッパー 

◆Wソフトモーション 

ドアに内臓されたドアストッパー 
でっぱりがないので足を引っ掛ける 
心配もありません。 

引戸本体の開閉時に自動的に 
ブレーキが掛かり、ゆっくり静かに 
引き込みます。 

ドア把手 

引戸引手 

image photo 

http://clip.intra.lixil.co.jp/top/


 清滝中町分譲地  標準仕様 

 室内建具        VINTIA  ヴィンティア  

※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。 

Color 

Private Toilet Closet 

■ＣVA 
チーク              ナチュラルオーク  チャコールブラック  ネイビーブルー      ボトルグリーン 

サークルＧ 

クローゼット 把手 

ドア把手 引戸引手 

Handle 

角型引手 

アーチ型 

ドア用 
丸型表示錠 

アイアンブラック 

引戸用 
表示錠 

※トイレ・洗面所には、明り採りと表示錠を標準装備 

明り採り 

■ＣVC ■ＣVD ■CVA ■ＣVB 

Living 

image photo 

枠カラー 

プレシャスホワイト 

□ＷＣＤ－ＣＦＡ  縦木目 

把手 

◆4mmモール熱処理ガラス 

ガラス表面にストライプの柄が入った 
シャープな印象を与えるデザインガラス 
 
採用デザイン：CVC・CVD 

◆みえナイゾウストッパー 

◆Wソフトモーション 

ドアに内臓されたドアストッパー 
でっぱりがないので足を引っ掛ける 
心配もありません。 

引戸本体の開閉時に自動的に 
ブレーキが掛かり、ゆっくり静かに 
引き込みます。 

image photo 



 清滝中町分譲地   標準仕様 

 室内建具        Latteo  ラテオ  

※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。 

Color 

Private Toilet Closet 

■ＣXA 
イタリアン       チェスナット      ライトオーク     チェリー          ウォルナット     ショコラオーク 
ウォルナット 

サークルＡ 

クローゼット 把手 

ドア把手 引戸引手 

Handle 

角型引手 

アーチ型 

ドア用 
丸型表示錠 

シャインニッケル 

引戸用 
表示錠 

※トイレ・洗面所には、明り採りと表示錠を標準装備 

明り採り 

※洗面、トイレは 
   明かり採りスコープ、表示錠付 

■ＣXB ■ＣXC ■CXA 

Living 

□ＣＭＡ 縦木目 

アイアンブラック 

image photo 

枠カラー 

プレシャスホワイト 

●引戸ソフトモーション 

扉を閉めるときに、縦枠
に近づくと自動的にブ
レーキがかかりゆっくり静
かに引き込みます。 
開閉時の衝撃音、 
閉め忘れ防止等、
様々な生活シーンに役
立つ便利な機能です。 

Family Line 片引戸仕様 

●ドアストッパー 

Family Line ドア仕様 

ドアに取付けたストッパーの部品が
床に取付けた部品に近づくと、マグ
ネットによってフラップがあがり、 
本体が壁や家具などに当たるのを
防ぎます。 

□ＷＣＤ－ＣＦＡ  縦木目 

把手 

◆エッジング熱処理ガラス 

透明ガラスに薬品処理を施した、 
採光しながら視線を遮る機能を 
兼ねそなえているのが特徴です。 
 
採用デザイン：CXB・CXC 

◆みえナイゾウストッパー 

◆Wソフトモーション 

ドアに内臓されたドアストッパー 
でっぱりがないので足を引っ掛ける 
心配もありません。 

引戸本体の開閉時に自動的に 
ブレーキが掛かり、ゆっくり静かに 
引き込みます。 

image photo 

ソフトモーション ソフトモーション 



 清滝中町分譲地  標準仕様 

 階段・造作材       階段ユニット ベーシックタイプ（クリエカラー） 

※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。 

手すり 

笠 木 

踏 板 

蹴込板 

側 板 幅 木 

□ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク 

踏    板 

手  す  り 

□ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク 

蹴  込  板 

□ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク 

幅   木 （クッション幅木） 

側   板 

□ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク 

笠    木 

窓   枠 （四方タイプ） 

□ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク □ プレシャスホワイト 

□ プレシャスホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク □ クリエホワイト 

□ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク □ プレシャスホワイト 

http://clip.intra.lixil.co.jp/top/


 清滝中町分譲地  標準仕様 

 階段・造作材       階段ユニット ベーシックタイプ（ラシッサD フロア柄） 

※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。 

手すり 
笠 木 

踏 板 

蹴込板 

側 板 
幅 木 

踏    板 

手  す  り 

□ プレシャスホワイト □ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク 

幅   木 （クッション幅木） 

蹴 込 板  ・  側 板 

笠    木 

□ プレシャスホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク 

窓   枠 （四方タイプ） 

□イタリアンウォルナット □チェスナット □メープル 

□チェリー 

□ホワイトオーク 

□スモークオーク 

□ライトメープル 

□ナチュラルオーク □ウォルナット 

□ライトオーク 

□ショコラオーク 

※ フットフィール仕上げではありません。 
※木の持つ風合いや表情を再現した表面材のため、部位ごとに色柄が異なる場合があります。 
※ラッシッサDフロアのホワイトペイントとフレンチヘリボーン調の設定はございません。 

□ クリエホワイト 

□ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク □ プレシャスホワイト □ クリエホワイト □ クリエペール □ クリエラスク □ クリエモカ □ クリエダーク □ プレシャスホワイト 

□チーク 

http://clip.intra.lixil.co.jp/top/

