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品 質 と 価 格 と 満 足 が 命 で す株式会社 一成

スタイリッシュモダンスタイル

安全で健やかな空気環境を実現するため、お子さまの
アレルギーの原因の一つであるホルムアルデヒドの
低減はもちろん、ノントルエン、ノンキシレンも達成して
います。

ダイオキシン汚染に配慮した、環境にもやさしい建材で
す。

⑴非塩ビシート仕様

⑵低ホルムアルデヒド仕様

建築基準法改正に対応して、2003年3月に改正され放散規格が変更されるとともに F☆…で表示及び規格の統一が図られ
ています。対象商品:合板・木質系フローリング・構造用パネル・集成材・MDF・パーティクルボード

●JIS,JASのホルムアルデヒド放散量

表示区分 平均値
ホルムアルデヒド放出量（水中濃度）

旧JIS,JAS
平均値

F☆☆☆☆
F☆☆☆
F☆☆
F☆

0.3mg/ 以下
0.5mg/ 以下
1.5mg/ 以下
5.0mg/ 以下

0.4mg/ 以下
0.7mg/ 以下
2.1mg/ 以下
7.0mg/ 以下

新設

E0,FC0

E1,Fc1

E2,Fc2

「内装仕上げ部分」がF☆☆☆☆等級の材料か
ら構成されている住宅部品、設備、建具、収納商
品などに対する、「住宅部品表示ガイドライン」に
基づいた表示です。

当社はお施主様の健康や環境を考えました。低ホルムアルデヒド仕様商品
はあたりまえの時代です。パナソニック電工のリビエシリーズは業界初、シッ
クハウス症候群対策としてトルエン、キシレンを大幅に抑制しています。だから！
パナソニック電工のリビエシリーズを標準仕様としました。

F☆☆☆☆とは？

合板に使われる接着剤や壁紙用接着剤などに利
用されてきました。目がチカチカしたり、のどが痛く
なるなどの病状が出ることがあり、シックハウス症
候群の原因の一つとして早くから注目されてきまし
た。JISやJASにより放散量の基準値が設定され
ています。又、使用出来る面積に制限ができました。

ホルムアルデヒドとは？

ナチュラルモダンスタイル

スタンダードスタイルジャパニーズモダンスタイル クラシックスタイル

エレガントな色合いがあるチェリー柄の建具は、モダン
な空間に気品と風格を醸し出します。

ライフスタイルに
合わせた

５つのインテリア
スタイル

当社では、F☆☆☆☆にこだわった建材を使用しています。
エ フ ・ フ ォ ー ス タ ー

空間に溶け込むホワイトカラーの建具と自然の色合い
豊かな床をあわせた、明るく颯爽とした空間です。

木目が際立つエクセルライト柄の建具でコーディネート。
清潔感ただよう明るいインテリアを演出します。

リビング空間に、ナチュラルな木目柄のドアをコーディ
ネート。爽やかで落ち着いた空間が、くつろぎ感を深め
ます。

ダークカラーの収納と建具に、明るい色の床で柔らか
な印象を演出。和の趣があるシンプル空間です。
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床材: オリジナルフロアーパナソニック
ビルダーズグループ 標準仕様F☆☆☆☆低VOC対策

傷や汚れに強いのに、ワックスがけが要らない床です！

床材に大切なのは性能。住みはじめてから気づくのでは、遅すぎます。
「傷つきにくい床にしておけば…」と後悔しないように、

当社はノーワックス、傷付きにくい最高級のフロアーを標準仕様としました。

高結合ナチュラル
ハイコート塗装

エコ配慮素材を基材に採用！

パナソニッ
ク

ビルダーズ

オリジナル
パナソニッ

ク

ビルダーズ

オリジナル

オリジナルフロアーは全て解決！

パナソニックビルダーズグループ オリジナルフロアー（3/1発売）

エクセルダーク エクセルミディアム エクセルライト グレインホワイトチェリー バーチ ナチュラルバーチ クリア

オリジナルフロアーは高結合ナチュラルハイコート塗
装が床の美しさを保ち、汚れも付きにくくなっています。
従来の床材をはるかに凌ぐ耐久性と光沢を持つフロ
アーです。

ワックス掛け不要！カラ拭きだけで光沢が長持ち。いつまでも
新築気分です。

硬度が高く、床そのものが堅いので傷がつきにくい!キャスターにも強い！

家具のへこみや傷が残っ
てしまいます。子供のミニ
カー遊びで傷が付く事も。

一般の床では汚れが黒い
シミになる事も。

光沢感が失われています。
半年に１度のワックスが必
要。

休日が
ワックス掛けで
潰れてしまう事が
なくなるね！
家族でどこか
出かけよう！

へこまない！ワックス不要！

水や汚れがしみこまないから、お子さま
の落書きもラクラク落とせます。

汚れにくい！

ペットがうっかり粗そうをしてしまっても、耐アンモ
ニア塗装仕上げなので汚れがしみ込みません！

ペット対応！

従来の床の悩み・・・

従来の床材をはるかに凌ぐ
耐久性と光沢を持つ
フロアーです。

ボクの
ミニカー
遊びも
大丈夫！

持続可能な森林材を利
用したPEFC-CoC認証
床材。オリジナルフロアー
の基材に使用してるユー
カリ合板は、持続可能な
森林であることを認証す
る、世界的な組織、PEFC
森林認証プログラムによ
り認証された木材です。
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エクセルリアルシート（※）

無処理

大腸菌

黄色
ブドウ球菌

抗菌処理

引戸にソフトクロージング機構搭載。

ハンドルは細菌の
増殖を抑える
抗菌処理を
施しています。

耐汚染性、耐スリキズ性を高めたシートを採用。
毎日のお手入れがラクで傷も付きにくいので

いつまでも美観が長持ちします。
既存の場合

リビエの場合

抗菌処理

ソフトクロージング

本物を感じる木肌感と、傷に強く美しさが続く
「エクセルリアルシート」を採用しました。

傷にも汚れにも強い！

表面をガードする樹脂膜加工にEB（電子線照射）
を導入。従来シリーズ以上に優れた耐傷・耐汚染・
褪色性、そしてデザイン性を実現しながら、製造時
のCO₂排出量を低く抑えました。

ファインガードシート（※）

EBコート層

木目柄印刷層1
（木肌・照り演出層）

木目柄印刷層2
（下柄）

シートベース層

※対応柄/エクセルダーク・エクセルミディアム・エクセルライト ※対応柄/チェリー・バーチ・ナチュラルバーチ・グレインホワイト柄

カラーセレクト＆ハンドル・引手デザイン

引戸を強く閉める場
合に「跳ね返る」「音
がうるさい」などのコ
ンプレインがある。

扉が閉まる際、衝撃
を押さえ込んで納ま
る為、跳ね返らず音
も静か。

木目を活かした、深い色合いは
重厚な存在感を演出します。

すっきりとした縦ラインがシャープな印象を演出。
2方框デザインが軽快な空間をつくります。

お好みに合わせて、2タイプのデザインをご用意し、内装ドアのデザインやカラーもご自由にお選びいただけます

2方框

縦の2本ラインが
軽快なイメージ

フラットにこだわったシンプルなデザインはスタイ
リッシュでモダンな空間に違和感なくとけ込み、落
ち着きを感じさせる空間を演出します。

インタルシオモデルノタイプ

落ち着いた印象の
高級感漂うモダンな空間

エクセルダーク

ハンドル/引手
パールシルバー色

拭き取りテスト
当社従来品 リビエ

スリキズテスト 当社従来品 リビエ

当社従来品 リビエ 当社従来品 リビエ

あざやかな木目が映える色柄は、
ナチュラルモダンのインテリア
にぴったり。

エクセルミディアム
木目がきわ立つ淡い色柄は、明
るく爽やかな空間を創造します。

エクセルライト
赤みのある味わい豊かな色柄
には、繊細な美しさがあります
エレガントな、またシックな落ち
着きのあるインテリア空間の主
役となる色柄です。

チェリー

健康的な色柄はカジュアルなイ
ンテリア空間にぴったり。家族
のぬくもり、親しさが感じられる
あたたかな雰囲気たっぷりの部
屋がつくれます。

バーチ
木目の目立たないすっきりとした
色柄が現代的で洗練された表
情を見せます。ナチュラルな白木
のような味わいがありカントリー
調や和の暮らしにも似合います。

ナチュラルバーチ
ソフトな木目が入ったホワイトは、
明るく開放的なインテリアを演
出します。また、白を基調としたシ
ンプルな空間は、清楚で上品な
がらも若 し々さを表現します。

グレインホワイト柄

標準仕様F☆☆☆☆低VOC対策内装ドア・トイレドアリビエ
シリーズ

リビング 寝室
子供室

引戸

W1型 F1型 F4型L1型 L4型

W3型 F2型（※） F5型（※） W1型 F1型（※） F4型（※） L1型（※） L4型（※）L2型（※） L5型（※）

トイレ
洗面

W4型 F3型（△） F6型（△） L3型（△） L6型（△）

（※のタイプのドア幅は780サイズになります。△のタイプのドア幅は755サイズになります。メーターモジュール対応サイズはご用意できませんのであらかじめご了承ください。）


