
ＶＥＲＩＴＩＳ 内装ドア 〈スタンダード仕様〉

木味感を生かしたデザインで上質な空間づくりを実現します。

開き戸の特長

消音ラッチ・戸当たりクッション

ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、
ハンドル側の戸当たりには、クッション材
を設けています。

消音ラッチ

戸当たり
クッション
（ﾊﾝﾄﾞﾙ側縦枠）

※イメージ写真です。

ＬＤＫ
…

ＳＡ型

居室
…

ＳＢ型 ＳＣ型 ＷＡ型 ＷＢ型 ＷＣ型

ＬＡ型 ＬＢ型 ＬＣ型 ＬＤ型

ＰＣ型 ＰＤ型

洗面所・トイレ
…

半透明合わせガラス

ＷＡ型・ＷＢ型
ＷＣ型

採光部
…

半透明アクリル板

ＳＡ型・ＳＢ型
ＳＣ型・ＬＡ型
ＬＢ型・ＬＣ型
ＬＤ型・ＤＢ型
ＤＣ型

スタンダード仕様の開き戸は、カバー蝶
番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差
のない新形状です。

カバー蝶番

ハンドル
…

空錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表示錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表 側 裏 側

引手
…

空錠 Ｃ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表示錠 Ｃ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

ＰＡ型 ＰＥ型 ＴＡ型 ＴC型

採光タイプＷＡ型 採光タイプＷＣ型

お部屋同士の一体感をつくる
採光タイプのドアをラインアップ。

フレームレスデザイン

カラーバリエーション

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄スモークオーク柄 しっくいホワイト柄

無垢材を使ったような立体感のある
デザインや、木目を美しく見せる横木目
デザインのドアをラインアップ。

パネルタイプＰＥ型

無垢調デザイン



VERITIS インテリア建材

木を目指したのではない。木を超えることを目指しました。

収納用建具 折れ戸 〈スタンダード仕様〉

※イメージ写真です。

取っ手
…

T２型 丸型：

●ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

デザイン
…

PA型 フラット：

システム階段 〈スタンダードタイプ〉

※イメージ写真です。

木目の美しさを再現した樹脂化粧シートの階段です。

踏み板は滑りにくさに配慮。表面に微細な凹凸を施し、摩擦抵抗を高めて滑りにくい仕様
にしています。
また、汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

すべり止めＵ溝（２本）
硬化コーティング仕様

硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高
めた表面仕上げ。
汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

玄関用収納 コンポリア 〈スタンダード仕様〉

フロートタイプ コの字プラン 幅１２００mm

ハンドル
…

●ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

T２型

扉デザイン
…

取っ手がつくオーソド ックスな
フラットデザイン。
どんなインテリアにもシンプルに調
和し、飽きのこないデザインです。

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ取っ手

天袋ユニットは取っ手のない
手がけ仕様の扉を採用。

天袋ユニット

カラーバリエーション

ウォール
ナット柄

スモーク
オーク柄

ﾁｪﾘｰ柄 オーク柄 ﾒｰﾌﾟﾙ柄 ホワイト
オーク柄

側板・桁・幅木・
蹴込み板は
しっくいホワイト
柄も選べます。

ウォール
ナット柄

ﾁｪﾘｰ柄 オーク柄 ﾒー ﾌ゚ﾙ柄 しっくい
ﾎﾜｲﾄ柄

カラーバリエーション

ホワイト
オーク柄

スモーク
オーク柄

ウォール
ナット柄

ﾁｪﾘｰ柄 オーク柄 ﾒー ﾌ゚ﾙ柄 しっくい
ﾎﾜｲﾄ柄

カラーバリエーション

ホワイト
オーク柄

スモーク
オーク柄

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構＆フリー機構」

〈ピボット固定〉
普段は両端を仮固定
しているので、折れ開
閉が容易です。

〈フリー走行〉
扉が自由に動くので右
にも左にも振り分けて
フルオープンできます。

※イメージ写真です。合成画像

扉全面を姿見として使え
るミラー扉もご用意。
身支度の際などに便利
です。

ミラー扉

棚板

振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。
（扉を押すとロックが解除されます。）

通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

通常時振動時

靴を見て選びやすく、
取り出しやすい斜め
設置が可能。後ろの
ダボを６０mmまでず
らせます。

棚板は取り外して
水洗いできる樹
脂製。
非塩ビ系樹脂（グ
レー色）です。



床材 フィットフロアー 〈１本溝〉

ムクの風合いと深みを表現した自然を感じられる木質床材です。

※イメージ写真です。

すぐれた基本性能

電気カーペットが使える。

クラックに強い。

クラックの要因は電気カーペットや
温風ヒーターによる熱、エアコンによる
過乾燥や結露による水漏れなど、さま
ざま。クラックに強いことは、木の床に
とって最も大切な基本性能です。

人が歩きまわったり、物をひきずったり
する環境下で、塗装が剥げたり色落ち
しにくいよう、塗料にセラミック系の
耐摩耗剤を配合しています。美しい
色合いを長く保ちます。

色落ちしにくい塗装仕上げだから、

摩耗に強い。

お手入れはから拭きだけ。

ワックスなしで美しさが
長持ち。

ワックスがけなしで、お手入れはから拭き
だけでＯＫ。表面の光沢が長持ちし、汚れ
や傷もつきにくくなっています。
※スリッパ裏面は月に1～2回洗浄してください。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあり

ます。また、傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。

「フィットボード」は基材の木質部分に
建築廃材などをリサイクルした木質材料を
１００％（接着剤は除く）使用、地球環境に配慮
した新素材です。

新さね形状

「さね」を新形状に変更

目地と同じ色で着色

「さね」部分を浅く設計

新さね
形 状

寸 法
安 定

材料特性を活かし、施工
性 も 配 慮 し た 新 「 さ ね 」
形状。

防湿バリア層で下地から
の水分を抑え、寸法・形状
変化しにくい構造。

軽量化
従来の「硬質チップボー
ド」に比べ約５％の軽量化
を実現。

※フィットボードは材料の特性上、一般のチップ
ボードと同様に木質材料以外の材料が微量で
はありますが混入する可能性があります。

フィットボードはヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。

基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入する広葉樹も古材のため、
虫（ヒラタキクイムシ）の養分となるデンプン質が少なく、
虫害を受けにくい床材です。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい
床材です。油汚れや食べこぼしなどの
お掃除の手間も軽減されます。

食べこぼしやらくがきなどの

汚れがつきにくい。

椅子の引きずりや掃除機などによる、

傷がつきにくい。

緻密で、平滑な塗膜をもつ塗装仕上げは、
すり傷がつきにくく、光沢感が長持ちし
ます。
※ピアノ、冷蔵庫などの重量物の場合は傷がつくことがあります。

カラーバリエーション

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄スモークオーク柄



真・価値建材 VERITIS ～ ベリティス ～

木の良さを知り、木を愛してやまない、日本人に向けたパナソニックの新提案。

［STYLISH MODERN スタイリッシュモダン ］ ［JAPANESE MODERN ジャパニーズモダン ］

［CASUAL カジュアル ］ ［NATURAL ナチュラル ］

［VILLA RESORT ヴィラ・リゾート ］

［VINTAGE ヴィンテージ ］ ［FRENCH CHIC フレンチ・シック ］

［MODERN CLASSIC モダンクラシック ］

パナソニックの「８つのインテリアスタイル。」さまざまなお客様の指向を幅広くカバー。

シンプル デコラティブ

カジュアル

ラグジュアリー


