
                      

引戸・片引  【 ハピアベイシス シリーズ 】 

                                             

■Door 室内ドア 

■ ＬＤＫ ■ 居室 ・ 洗面 ■ トイレ （明かり窓・表示錠） 

００Design ００Design 

WH 

ML 

Image  Photo   

Ｃ４Design 

●採光 

型板ガラス（ミスト調半透明） 
Ｃ４デザイン 

MW 
MT 

片開きドア  【ＲＳシリーズ】 

■ ＬＤＫ ■ 居室 ・ 洗面 ■ トイレ （明かり窓・表示錠） 

■引戸 引手 

●ドアストッパー 

本体＋受けｾｯﾄ  

Tシルバー 

Tシルバー 

角座  空座 

Ｔシルバー 

表示カマ錠座 

Ｔシルバー 

【 ハピアベイシス シリーズ 】 

００Design ００Design Ｃ４Design 

フラップタイプ 

扉上付けタイプ 

木目になじむ透明な明かり窓です。 

●明かり窓 

                      

Color  Variation    

ネオホワイト 

 

木肌のナチュラル感を少しを 

残したホワイト色で統一され 

た空間は､明るくフレッシュな 

印象のインテリアです。 

ミルベージュ 

 

自然な木のやすらぎ感を取 

り込んだナチュラルテイスト。 

上質で洗練されたインテリア 

です。 

WH 

［ドア］ 

ML 

Image  Photo   

ダルブラウン 

 

落ち着きのある重厚感ある 

カラー。都会的でシンプルな 

感覚にまとめた、大人感覚 

の上質なインテリアです。 

MW 

ティーブラウン 

 

温かみのある木質感をいかし 

たブラウン系のミドルトーン。 

落ち着きのあるベーシックな 

インテリアです。 

MT 

  標 準 仕 様 書                                   

●採光 

Ｃ４デザイン ※取り外し不可 

アクリル系樹脂（ミスト調半透明） 

●敷居 

標準敷居 

●床見切 

開き戸用 

■ドア レバーハンドル 

65ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

Tシルバー 空錠 

表示錠 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ丁番 

Ｔシルバー 

■丁番 

■引戸 両側ラクラクローズ 

 【ＲＳシリーズ】 【 ハピアベイシス シリーズ 】 

※イメージ写真は印刷のため、実際と色が異なります。 色柄は現物でご確認下さい。   



                      

  標 準 仕 様 書                                   

                                             

WH 

ML 

Image  Photo   

MW 
MT 

                      

Color  Variation    

ネオホワイト 

 

木肌のナチュラル感を少しを 

残したホワイト色で統一され 

た空間は､明るくフレッシュな 

印象のインテリアです。 

ミルベージュ 

 

自然な木のやすらぎ感を取 

り込んだナチュラルテイスト。 

上質で洗練されたインテリア 

です。 

WH 

ML 

Image  Photo   

ダルブラウン 

 

落ち着きのある重厚感ある 

カラー。都会的でシンプルな 

感覚にまとめた、大人感覚 

の上質なインテリアです。 

MW 

ティーブラウン 

 

温かみのある木質感をいかし 

たブラウン系のミドルトーン。 

落ち着きのあるベーシックな 

インテリアです。 

MT 

［階段・手摺･床材 ］ 

こだわり性能 ●トイレ以外箇所 

※image photo 

※イメージ写真は印刷のため、実際と色が異なります。 色柄は現物でご確認下さい。   

ML ： 〈ミﾙベージュ〉 

ＭＴ ： 〈ティーブラウン〉 ＢＨ ： 〈ミューズホワイト〉 

MW ： 〈ダルブラウン〉 
※image photo 

■Floor 特殊加工化粧シート床材 

ルームアート ＪＡＨ 
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 

  
 に強さを発揮します。 汚染性に優れ、WAXがけが不要です。 

色のばらつきを抑える特殊オレフィンシートを採用。 

木質のやさしい雰囲気はそのままに、統一感のとれた仕上がりを実現します。 

美しい仕上がり 

安全性への配慮 

滑りにくい仕様で溝を大きくしたノンスリップ溝。 
段鼻部は角に丸みを持たせ、ソフトな感触にしています。 

■Stairs 階段 

■ハピア ベイシス階段 （化粧シート階段） 

木質感と滑りにくさが魅力の階段。 

 

ＢＨ ： 〈ミューズホワイト〉 

ML ： 〈ミﾙベージュ〉 

【 ハピアベイシス シリーズ 】 

※image photo 

ＭＴ ： 〈ティーブラウン〉 

MW ： 〈ダルブラウン〉 

■handrail 手摺部材 

■ システム造作部材 笠木 

笠木 固定式 

ＭＤＦ基材 

笠木 エンド部材 

ＡＢＳ樹脂 

笠木 水平コーナー部材 

ＡＢＳ樹脂 

※image photo 

■ システム手摺３５型 

丸棒ストレート 

ゴム集成材タイプ 

着脱ブラケット横用 

Ｔ  シルバー 

着脱エンドブラケット 

Ｔ  シルバー 

着脱エンドキャップ 

ゴム集成材 

手になじむ木質感。 

にぎりやすさや玄関の段差にも配慮した天然木の手摺です。 

 

【 ハピアベイシス シリーズ 】 

【 ハピアベイシス シリーズ 】 

床暖房対応 



                      

  標 準 仕 様 書                                   

■Shoes  Cabinet 玄関収納 【ＲＳシリーズ】 

                                             

WH 

ML 

Image  Photo   

MW 
MT 

                      

Color  Variation    

ネオホワイト 

 

木肌のナチュラル感を少しを 

残したホワイト色で統一され 

た空間は､明るくフレッシュな 

印象のインテリアです。 

ミルベージュ 

 

自然な木のやすらぎ感を取 

り込んだナチュラルテイスト。 

上質で洗練されたインテリア 

です。 

WH 

ML 

Image  Photo   

ダルブラウン 

 

落ち着きのある重厚感ある 

カラー。都会的でシンプルな 

感覚にまとめた、大人感覚 

の上質なインテリアです。 

MW 

ティーブラウン 

 

温かみのある木質感をいかし 

たブラウン系のミドルトーン。 

落ち着きのあるベーシックな 

インテリアです。 

MT 

［造作部材 ］ 
［クローゼット・玄関収納 ］ 

■Closet クローゼット 【ＲＳシリーズ】 

フラット縦木目タイプ 

ラウンド型 Ｔシルバー 

■クローク把手 

吊元固定 

折戸は一方向にのみ 

折れて開きます。 

●三方枠（下レールレス） 

下レールがないので掃除 

がしやすく、キャスター付 

収納の出し入れも簡単。 

扉の振れ止めが付いてい 

るので開け閉めもスムーズ 

使い勝手の良い 

やさしい機能 

指挟みしにくい扉断面。 

折戸 

拭くだけで、簡単に汚れが 

落とせます。樹脂製なので 

水洗いも可能です。  

耐荷重４ｋｇ/枚 

フラット縦木目タイプ 

W７２０幅タイプ  

天袋＋下部収納   

フロート施工 

アーチ型 Ｔシルバー 

■収納 把手 ●棚板 開き戸 

※床置き施工にされる場合（台輪は同梱されています） 

巾木Ｊ 気密  

ＭＤＦ基材 

窓枠 Ｉ型固定式 アングルしゃくり付 

ＭＤＦ基材 

笠木 固定式 

ＭＤＦ基材 
※膳板使用 

■Interior  fittings 造作部材 

■ システム造作部材 

■ メラミン ポストフォームカウンター  

【 ハピアベイシス シリーズ 】 

カウンタートップ 

メラミンポストフォームカウンター 

傷や汚れ、水がかりに強く、お手入れも  

※image photo 

基材：耐水ＭＤＦ 

表面：高圧メラミンシート 

●トイレ裏 棚板 

木目柄は指紋が目立 

ちにくい表面仕上げに 

なっています。 

ラクなメラミン化粧タイプのカウンターです。 

  

■ 押入枕棚板セット / ハンガーパイプセット  【 ＲＳ シリーズ 】 

ハンガーパイプセット 押入枕棚板セット 
パイプハンガーセットを棚板や枕棚板に取 

り付ければハンガー吊るした洋服がかけら 

れます。30kgまで衣類などを吊るせます。 
※image photo 

押入枕棚板 

押入棚板 

※イメージ写真は印刷のため、実際と色が異なります。 色柄は現物でご確認下さい。   



※記載収納足数は目安になります。　その他オプション詳細につきましては、カタログをご確認ください。写真はイージです。

                      

■玄関収納     ユニットやオプションを追加して、収納力と使いやすさをアップ！  

WH 

ML 

Image  Photo   

MW 
MT 

                      

Color  Variation    

ネオホワイト 

 

木肌のナチュラル感を少しを 

残したホワイト色で統一され 

た空間は､明るくフレッシュな 

印象のインテリアです。 

ミルベージュ 

 

自然な木のやすらぎ感を取 

り込んだナチュラルテイスト。 

上質で洗練されたインテリア 

です。 

WH 

［ドア］ 

ML 

ダルブラウン 

 

落ち着きのある重厚感ある 

カラー。都会的でシンプルな 

感覚にまとめた、大人感覚 

の上質なインテリアです。 

MW 

ティーブラウン 

 

温かみのある木質感をいかし 

たブラウン系のミドルトーン。 

落ち着きのあるベーシックな 

インテリアです。 

MT 

  オプション品 

※イメージ写真は印刷のため、実際と色が異なります。 色柄は現物でご確認下さい。   

拭くだけで、簡単に汚れが 

落とせます。樹脂製なので 

水洗いも可能です。  

耐荷重４ｋｇ/枚 

フラット縦木目タイプ 

W７２０幅タイプ  

天袋＋下部収納   

フロート施工 

アーチ型 Ｔシルバー 

■収納 把手 ●棚板 

標準仕様  Ｗ７２０巾 

※床置き施工にされる場合（台輪は同梱されています） 

■ Ｗ８００巾 

■ Ｗ１２００巾 

■ Ｗ１６００巾 

Ｈ２０４５  ４９足 Ｈ２０４５  ２３足 Ｈ２３４５  ２９足 

Ｈ２０４５  ５９足 Ｈ２０４５  ４５足 Ｈ２３４５  ４１足 

Ｈ２０４５  ３０足  Ｈ２３４５  ２８



※写真はイージです。

                      

   オプション品  

Image  Photo   

ハピアフロア 石目柄  【鏡面調仕上げ】 
美しい鏡面仕上げの最高級グレードの床材。 

リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です｡ 

SG〈グレイッシュセルベ柄〉 

SE〈セルベジャンテ柄〉 

SX〈ホワイトオニキス柄〉 SN〈ビアンコ柄〉 

SP〈エンペラドールダーク柄〉 SF〈フィオリートベージュ柄〉 SW〈ディペスコホワイト柄〉 

ＹＥ３３-■■ 
 

￥３７,０００ /梱  （6枚・ 3.3㎡） （¥10,610/㎡） 

お手入れ簡単！ 

■モダンな印象の空間を演出する
広幅デザインが魅力です。（石目

■床材     洗面、トイレにおすすめ！玄関ホール、居室にも使用できます。 

 こだわり 

性能 

SD〈ネロマルキーナ柄〉 

鏡 面 調 仕 上 げ      



■ ｸﾛｰｾﾞｯﾄ I型 6尺間口ﾌﾟﾗﾝ 

                      

■  

Image  Photo   

  オ プ シ ョ ン 品  (収納 内部ユニット)                                  

■  

 リラクロ 

カンタナ 

探しやすく､出しやすく｡整理がゆき届いた収納スペースに 

シンプルで機能的な内部ユニットで、クローゼット内を気軽にカスタマイズ。 
スペースにぴったりだから使いやすさが違います。  

■ ｳｫｰｸｲﾝｸﾛｰｾﾞｯﾄ L型 1坪ﾌﾟﾗﾝ 
W1,478～1,757×W1630 Ｈ2,027ｍｍ  (中

型) 定価 ¥162,500 

●カラー  

■ ﾊﾟﾝﾄﾘｰ I型 6尺間口ﾌﾟﾗﾝ 
W1,475 Ｈ2,027ｍｍ  (中型)  

定価 ¥143,300 

W1,478～1,757 Ｈ2,027ｍｍ  (中型)  

定価 ¥121,300 

(天板･棚板･引出し) 

安全に配慮した 
天板･棚板･引出し 

便利で使いやすい､さまざまなアイテム。  

WH <ﾈｵﾎﾜｲﾄ> ML <ﾐﾙﾍﾞｰｼﾞｭ> 

Ｒ形状の丸みをつけて 

安全に配慮しました｡ 

ｺｰﾃｲﾝｸﾞ処理を施し 

ているため､中性洗剤 

で拭くだけで汚れが落 

とせます｡ フロート引出し 

引出しやすい高さに設置できる 
フロート引出し｡掃除がしやすく、
ホコリが発生しやすいクローゼッ
ト内部を清潔に保ちます。 

中型 深型 

シンプルで､使いやすい｡豊富な収納量 

玄関・納戸向けのボックス型収納ユニット。クローゼットにも使用可能。 
フロート施工が可能になり､土間を傷めず施工できます。  

■ ｼｭｰｽﾞｲﾝｸﾛｰｸ I型ﾌﾟﾗﾝ (ﾌﾛｰﾄ施工) 
W2,059 Ｈ1,829～H1,843ｍｍ 

定価 ¥110,900 

FA9SW01WH 

FA9S42809WH 

■ ｸﾛｰｾﾞｯﾄ I型 4.5尺間口ﾌﾟﾗﾝ 
W1,198～W1,477 Ｈ2,027ｍｍ  (中型)  

FA9S22801WH 
定価 ¥60,200 

イメージ写真は印刷のため、実際と色が異なります。 色柄は現物でご確認下さい。  掲載商品は一例です。 詳しい情報はＤＡＩＫＥＮホームページでもご紹介しています。 

設置寸法470以上 設置寸法590以上 

FA9S42811WH 

置型引出し 

スペースに無駄を作らない 

ベーシックな置型タイプです。 

キッチン用品や食料品などまとめて収納 

便利な機能をリーズナブルに実現。  

■ ｼｭｰｽﾞｲﾝｸﾛｰｸ L型ﾌﾟﾗﾝ  
W758～W812 ×～Ｗ1,645 Ｈ1,829～H1,843ｍｍ 

定価 ¥93,200 

■ ｼｭｰｽﾞｲﾝｸﾛｰｸ Ｉ型ﾌﾟﾗﾝ  
～Ｗ1,645 Ｈ1,829～1,843ｍｍ 

定価 ¥63,900 

設置必要寸法 

(奥行) 560mm以上 

設置必要寸法 

(奥行) 320mm以上 

設置必要寸法 

(奥行) 812mm 

■ 収納庫向け I型ﾌﾟﾗﾝ  
～Ｗ1,226 H1,829～Ｈ1,843ｍｍ 

(ﾌﾛｰﾄ施工) (ﾌﾛｰﾄ施工) 

(床付け施工) 
設置必要寸法 

(奥行) 560mm以上 

定価 ¥47,200 定価 ¥65,500 

床付け施工 

フロート施工 

土間で本体を固定する 

のではなく、壁に取り付 

けた受桟で支えるため 

土間に傷がつきません。 

お掃除も楽です。 縦パネルに同梱のアジャスターで床に設 

置します。高さ調整もでき、コンクリートの 

床などにも取り付け可能。（アンカー同梱） 

樹脂棚板 

中性洗剤で拭くだけで 

汚れを簡単に落とすこと 

ができます。 

ブーツハンガー 

大切なブーツを型くずれ 

させることなくスマートに 

収納できます。 

棚板 

木製棚板 樹脂棚板 



                       

  

http://www.daiken.jp/ 

■Closet クローゼット 【ＲＳシリー

■Door 室内ドア 

■ ＬＤＫ 

フラット縦木目タイプ 

折戸 

■Shoes  Cabinet 玄関収納 【ＲＳシリーズ】 

拭くだけで、簡単に汚れが 

落とせます。樹脂製なので 

水洗いも可能です。  

耐荷重４ｋｇ/枚 

フラット縦木目タイプ 

W７２０幅タイプ  

天袋＋下部収納   

フロート施工 

■ドア レバーハンドル 

65ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

Tシルバー 空錠 

アーチ型 Ｔシルバー 

■収納 把手 

ラウンド型 Ｔシルバー 

■クローク把手 

吊元固定 

折戸は一方向にのみ折れて 

開きます。 

●棚板 

■ 居室 ・ 洗面 ■ トイレ （明かり窓・表示錠） 

開き戸 

００ Design ００ Design 

●三方枠（下レールレス） 

下レールがないので掃除がしやすく、 

キャスター付収納の出し入れも簡単。 

扉の振れ止めが付いているので開け 

閉めもスムーズです。 

使い勝手の良い 

やさしい機能 

指挟みしにくい扉断面。 

Color  Variation    

ネオホワイト 

 

木肌のナチュラル感を少しを 

残したホワイト色で統一され 

た空間は､明るくフレッシュな 

印象のインテリアです。 

ミルベージュ 

 

自然な木のやすらぎ感を取 

り込んだナチュラルテイスト。 

上質で洗練されたインテリア 

です。 

WH 

［ドア ・ クローゼット ・ 玄関収納 ・ 造作部材］ 

ML 

                       

※床置き施工にされる場合（台輪は同梱されています） 

Image  Photo   

Ｃ４ Design 

表示錠 
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ丁番 
Ｔシルバー 

●採光 

型板ガラス（ミスト調半透明） 
Ｃ４デザイン 

ダルブラウン 

 

落ち着きのある重厚感ある 

カラー。都会的でシンプルな 

感覚にまとめた、大人感覚 

の上質なインテリアです。 

MW 

ティーブラウン 

 

温かみのある木質感をいかし 

たブラウン系のミドルトーン。 

落ち着きのあるベーシックな 

インテリアです。 

MT 

  標 準 仕 様 書                                   

片開きドア  【ＲＳシリーズ】 引戸・片引  

■ ＬＤＫ ■ 居室 ・ 洗面 ■ トイレ （明かり窓・表示錠） 

■引戸 引手 ●ドアストッパー 

本体＋受けｾｯﾄ  

Tシルバー 

Tシルバー 角座  空座 

Ｔシルバー 

表示カマ錠座 

Ｔシルバー 

００ Design ００ Design Ｃ４ Design 

フラップタイプ 扉上付けタイプ 

木目になじむ 

透明な明かり窓です。 

●明かり窓 
トイレドア / 引戸 

                      

  

※イメージ写真は印刷のため、実際と色が異なります。 色柄は現物でご確認下さい。   

折戸 

Color  Variation    

ネオホワイト 

 

木肌のナチュラル感を少しを 

残したホワイト色で統一され 

た空間は､明るくフレッシュな 

印象のインテリアです。 

ミルベージュ 

 

自然な木のやすらぎ感を取 

り込んだナチュラルテイスト。 

上質で洗練されたインテリア 

です。 

WH 

［ドア ・ クローゼット ・ 玄関収納 ・ 造作部材］ 

ML 

                       

Image  Photo   ■丁番 

ダルブラウン 

 

落ち着きのある重厚感ある 

カラー。都会的でシンプルな 

感覚にまとめた、大人感覚 

の上質なインテリアです。 

MW 

ティーブラウン 

 

温かみのある木質感をいかし 

たブラウン系のミドルトーン。 

落ち着きのあるベーシックな 

インテリアです。 

MT 

  標 準 仕 様 書                                   

●敷居 

標準敷居 

■Floor 特殊加工化粧シート床材 

サンロードアートＨ ■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 

  
 に強さを発揮します。 汚染性に優れ、WAXがけが不要です。 

  

ML ： 〈ミﾙベージュ〉 

ＭＴ ： 〈ティーブラウン〉 

ＢＨ ： 〈ミューズホワイト〉 

MW ： 〈ダルブラウン〉 

※image photo 

●床見切 

開き戸用 

●トイレ以外箇所  
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