
コーエイ株式会社 仕様書 

リビングドア hapiaベイシス 

ＬＤＫ 洗面・トイレ 

＊プランボードはイメージになります。 実際の提案と異なる場合がございますので、必ずご確認くださいますようお願いします。 

０６design 

クローク収納X10hapiaベイシス 

フラット縦木目 

■ ハピアベイシス階段 床材〈フォレスティア〉 

汚れや傷に強い 

天然木化粧の床材です。 

階段 

００design 

洋室 

００design Ｕ０design 

〈Ｔシルバー〉 

収納開き戸hapiaベイシス 

色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。 

＊image photo 

玄関収納hapiaベイシス 

ラウンド型 

〈Ｔシルバー〉 

Ｈａｎｄｌｅ 

84デザイン 

空錠  

Tシルバー 

片開きドア 

引き戸 

フラット縦木目〈８尺高・800幅〉 

ＢＨ：ミューズホワイト ＭＬ：ミルベージュ ＭＦ：カフェブラウン 

ＭＴ：ティーブラウン 

ＭＫ：オフブラック ＭＷ：ダルブラウン 

ＹＣ：クリアオーカー ＣＬ：クリアハニー 

角座 

空座 

Tシルバー 

MF：カフェブラウン  MＫ：オフブラック  

ＣＬ：クリアハニー  

MT：ティーブラウン  

ＹＣ：クリアオーカー  

MW：ダルブラウン  BH：ミューズホワイト  

ML：ミルベージュ  

＊image photo 

Ｕ０design C4design Ｕ８design 

木目方向 お選びいただけます。 

縦木目 横木目 

ネオホワイト 

WH 
ミルベージュ 

ＭＬ 
クリアハニー 

ＣＬ 
ティーブラウン 

MT 
ダルブラウン 

MW 
オフブラック 

MK 

Ｙ４design 

００design Ｕ０design 

735幅 

Ｈａｎｄｌｅ 

Ｈａｎｄｌｅ 

後付けドアストッパー 

ＺＴセット 

ラウンド型 

〈Ｔシルバー〉 

Ｈａｎｄｌｅ 

木目方向 お選びいただけます。 

縦木目 横木目 

押入棚板Ｒ３ 

押入枕棚板 

  〈ホワイト〉 

ハンガーパイプセット〈シルバー〉  

■ システム手摺３５型 

丸棒ストレート 

ダルブラウン  

着脱ブラケット横用  

エンドキャップ  

着脱フレキシブル 

ジョイント  

2014/07/02 

押入枕棚板 

   〈シナ〉 

７５design ７６design ０１design ２１design 

床材〈ダイハードアートＥ ＲＥＰＲＥＡ〉 ＊オプション 

■マナーウォールナット 

■アンバードウォールナット ■神代ニレ白茶柄 ■フロスティーアッシュ 

■ハーベストバーチ 

■スモーク ドオーク柄 

■オーガニックチェリー ■レジーナアッシュ柄 

■ブルックアッシュ柄 

■ファンゴメープル柄 

個性的な空間を提案する銘木柄。特殊オレフィンシートを採用しているので 

直射日光や干割れがほとんどありません。 
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扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。 

引戸を閉める直前にゆっくり扉を引き込み，きっちりと扉を閉め， 

開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。 

扉を開けるときと閉めるときの両方に作動します。 

従来のレバーハンドルが３０°のストロークが必要であった 
のに対して、わずか約１０°動かすだけでドアが開閉できます。 

軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。 

< 引戸 > 両側ラクラクローズ（標準装備） 

戸先側（引手を付けた側） 戸尻側（引手のない側） 

写真は引違です。 
写真は引違です。 

ラクラクローズ機能 

< 片開きドア >  
    ショートストロークレバーハンドル 
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