
　

【MODERN ＆ SIMPLE Type 】  

建具・床材・標準仕様  

株式会社 miraizu 

INTERIOR DESIGN   hapia  



Ｄｏｏｒ   

■ショートストロークレバーハンドル（開戸） 

軽く触れるだけでドアの開け閉めができるショートストローク機構。 

高齢者や力の弱い方でも使いやすいレバーハンドルです。 

84デザインハンドルは、袖口をひっ 

かけにくいデザインです。また、座を 

目立たなくすることで、ドアの意匠 

をより際立たせます。 

■両側ラクラクローズ（引戸） 

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。 

ラクラクローズ機能 

戸尻側 

ラクラクローズ機能 

戸先側 

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。 

油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい撥油効果の 

高い表面シートを採用しました。 

■耐汚染性能の表面シート 

▲
 

空錠 表示錠 間仕切錠 

 84デザイン <Ｔシルバー>  塗装タイプ 角座 <Ｔシルバー> 

空錠 表示錠 間仕切錠 
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WH 
ネオホワイト 
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MJ 
 

クリアベージュ 

MG 
トープグレー 

トイレドアには明かり窓（スコープ）がつきます。 

■明り窓 
キッズデザイン協議会が表彰した 

子供たちの安全・安心に貢献 

するデザインです。 

Ｇ1デザイン 00デザイン 

パネルタイプ（縦木目） 

01デザイン 
（写真はMA色） （写真はMJ色） （写真はMT色） 

Ｇ5デザイン Ｌ9デザイン 24デザイン 

採光タイプ（縦木目） 

（写真はTH色） （写真はWH色） （写真はML色） 

Ｃ4デザイン 
（写真はMＴ色） 

Ｄ4デザイン 
（写真はMA色） 

21デザイン 
（写真はML色） 

E7デザイン 
（写真はWH色） 

0Ｓデザイン 
（写真はＭＬ色） 

   カラーバリエーション 

 ドア仕様 

キッズデザイン賞 受賞 
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   カラーバリエーション 

扉の面取り形状を大きくし、 

指を挟みにくい形状になっています。 

大きな物の出入れに便利な、開口部が広い折戸ユニット。 

■下レール付三方枠 
5ｍｍ厚の薄型直付レールなので、床に 

埋め込む必要がありません。 

■指はさみしにくい扉 

クローク収納 折戸ユニット 

３尺間口（縦木目）／８尺高 

階段下のデッドスペースなど有効活用できる開き戸です。 

クローク収納 折戸ユニット 

４．５尺／６尺間口（縦木目）／８尺高 

高さ1800ｍｍ以上の場合、必要です。 

■下枠 ■下部ドアストッパー 

Ｓｔｏｒａｇｅ    

収納開戸 
幅735／８尺高   

 クローク収納  折戸ユニット  収納開戸 

■フリー・ピボット兼用タイプ 

4.5尺間口以上の両端扉は仮固定ストッパーにより、 

ピボット扉として使用でき、必要に応じてはずすことが 

可能です。 

下枠なしでモノの出し入れもスムーズです。 

ラウンド型 <Ｔシルバー> 

折戸ユニット 
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 仕様 

収納開戸 

■ハンドル 

ラウンド型 <Tシルバー> 

■ハンドル 

シンプルなラウンド型。 

縦付け・横付けが可能です。 

横付け 【標準設定】 

縦付け 
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   カラーバリエーション 

樹脂成形品ですので汚れても容易に 

拭き取れます。（耐荷重４kg／枚） 

 

扉全面をミラーにしました。 

身支度の際の姿見として使えて便利です。 
引手はスタイリッシュな通し引手です。 

■棚板 ■全面ミラー扉 

Ｓｈｏｅｓ Ｃａｂｉｎｅｔ    
 玄関収納  開戸ユニット 

 仕様 

ラウンド型 <Ｔシルバー> 

フラットタイプ／ミラー付き 

（写真はＷ1200ｍｍ／H8尺タイプ） 

 

シーズン小物やスポーツ用品の収納に便利。 

天袋 
空間演出と収納力を両立する下部収納。 

カウンター角はソフトな丸みをもたせています。 

下部収納［開戸タイプ］ 

お手持ちの靴に合わせて自在棚を移動できます。 

シューズ収納 サイズ 

（写真はイメージです） 
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■ハンドル ■表面シート 



Ｓｔａｉｒｓ    
 踏板カラーバリエーション 

 仕様 

hapia 階段（ベーシック） 
色のばらつきを抑えた美しい仕上がりの化粧シート。 

ＭＴ 〈ティーブラウン〉 

ＢＨ 〈ミューズホワイト〉 

ノンスリップ溝の大型化。 

従来品よりもノンスリップ溝を 
大きくし、より安全性に配慮し 
た仕様です。 

Ｒ面取り 

ノンスリップ溝 

ＭＬ 〈ミルベージュ〉 

ＭＷ 〈ダルブラウン〉 

ＭＡ 〈ライトオーカー〉 

●システム手摺35型 
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WＨ 〈ネオホワイト〉 

MJ 〈クリアベージュ〉 

MG 〈トープグレー〉 

PK 〈マロンブラン〉 

モダンな印象に仕上げます。 

●モダンスタイル 

安全な上り下りのために。 

滑りにくい特殊オレフィンシート 
とノンスリップ溝の２つの効果で 
滑りにくくしました。 

足ざわりもやさしく。 

角を丸くして足があたった際の感触を 
ソフトにしました。見た目にも優しい 
印象になります。 



Ｆｌｏｏｒ    
 カラーバリエーション 

 仕様 

ルームアートＪＡ 

 

■ 幅が広く高級感ある意匠。 

■ 合板＋特殊ＭＤＦの複合基材の採用により、 

    キャスター傷や落下傷に強さを発揮。 

■ 汚染性に優れ、ワックス掛けが不要。 

ミルベージュ柄 

ルームアートＪＡ  一般フロア ルームアートＪＡ 一般フロア 

ルームアートＪＡ 一般フロア 

ルームアートＪＡ 一般フロア 

キャスター傷がつきにくい 

落下傷がつきにくい 

BＨ ミューズホワイト 

ＭＬ ミルベージュ 

ＭＡ ライトオーカー 

ＭT  ティーブラウン 

MＧ トープグレー 

ＭＷ ダルブラウン 

ＭJ クリアベージュ 

ＰＫ マロンブラウン ※床材・階段材のみの色柄です。 

WＨ ネオホワイト 
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こだわり 

性能 


