
株式会社 県⺠共済住宅オリジナル

間口＝750ｍｍ洗面化粧台 MV [エムブイ]

01 いつもキレイ
新発想の水栓とカウンターでお掃除の手間を大幅に軽減。

01 いつもキレイ
新発想の水栓とカウンターでお掃除の手間を大幅に軽減。

排水口のお掃除も簡単だから、毎日のお手入れがとても楽になります。

ＭＶだけのキレイ

洗面器一体型のカウンターは

つなぎ目がなく、拭き掃除が簡単

上からの吐水だから水栓まわりに

水がたまらず、お掃除が簡単

02 いつでもエコ ⽔栓も、照明も、ミラーも、⾼い省エネ性能を発揮します。

意識しないでも、使っているだけで毎⽇エコロジーに配慮できます。

つなぎ目がなく、拭き掃除が簡単

消費電⼒ゼロの

くもり止めコート

間口＝７５０ｍｍ
低消費電⼒で⻑寿命の

スリムLED照明

微細シャワー
水ハネの少ない従来比20％の節水タイプ。 蛍光灯に比べ約75％省エネ。

03 スッキリ収納

水ハネの少ない従来比20％の節水タイプ。

整流吐⽔への切替もできます。
蛍光灯に比べ約75％省エネ。

デザインもすっきりしています。
電気を使わず表面コーティングで

くもりを抑えます。

お湯が混合する位置をクリックでお知ら

せ。無駄な給湯エネルギーを抑えます。

高さの違うものを、ピッタリしまえる〈３面鏡トレイアレンジ〉

カラーバリエーション 付属品

扉 カウンター

トレイは着脱容易で

水洗いもカンタン

ご提供価格（税込）￥113,850（取付工事費込）

グロスホワイト クリエダーク
⻭ブラシ⽴てタオル掛け・幅20cm

（上段引出し部）プレーンネオホワイト
＊上の写真は、間口９００㎜の場合の中央鏡部分になります。

＊2階、3階は別途荷揚げ費用がかかります。
＊期間 2021年12月末日迄の参考価格となります。



株式会社 県⺠共済住宅オリジナル

間口＝900ｍｍ洗面化粧台 MV [エムブイ]

01 いつもキレイ
新発想の水栓とカウンターでお掃除の手間を大幅に軽減。

01 いつもキレイ
新発想の水栓とカウンターでお掃除の手間を大幅に軽減。

排水口のお掃除も簡単だから、毎日のお手入れがとても楽になります。

ＭＶだけのキレイ

洗面器一体型のカウンターは

つなぎ目がなく、拭き掃除が簡単

上からの吐水だから水栓まわりに

水がたまらず、お掃除が簡単

02 いつでもエコ ⽔栓も、照明も、ミラーも、⾼い省エネ性能を発揮します。

意識しないでも、使っているだけで毎⽇エコロジーに配慮できます。

つなぎ目がなく、拭き掃除が簡単

消費電⼒ゼロの

くもり止めコート

間口＝９００ｍｍ
低消費電⼒で⻑寿命の

スリムLED照明

微細シャワー
水ハネの少ない従来比20％の節水タイプ。 蛍光灯に比べ約75％省エネ。

03 スッキリ収納

水ハネの少ない従来比20％の節水タイプ。

整流吐⽔への切替もできます。
蛍光灯に比べ約75％省エネ。

デザインもすっきりしています。
電気を使わず表面コーティングで

くもりを抑えます。

お湯が混合する位置をクリックでお知ら

せ。無駄な給湯エネルギーを抑えます。

高さの違うものを、ピッタリしまえる〈３面鏡トレイアレンジ〉

カラーバリエーション 付属品

扉 カウンター

ご提供価格（税込）￥118,140（取付工事費込）

グロスホワイト クリエダーク
⻭ブラシ⽴てタオル掛け・幅20cm

（上段引出し部）プレーンネオホワイト

＊2階、3階は別途荷揚げ費用がかかります。
＊期間 2021年12月末日迄の参考価格となります。



2020.07㈱県⺠共済住宅様 標準仕様書 －洗面ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ／Ｃライン Ｄ530 Ｗ750－

W750
調理家電をいかに使いこなせるか。大切なのは、コンセントの位置です。おおおお掃除掃除掃除掃除しやすいしやすいしやすいしやすい工夫工夫工夫工夫のカウンターのカウンターのカウンターのカウンター部部部部。。。。

おそうじおそうじおそうじおそうじ

ラクラクラクラクラクラクラクラク多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、
W750

ホワイト

調理家電をいかに使いこなせるか。大切なのは、コンセントの位置です。おおおお掃除掃除掃除掃除しやすいしやすいしやすいしやすい工夫工夫工夫工夫のカウンターのカウンターのカウンターのカウンター部部部部。。。。 ラクラクラクラクラクラクラクラク

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。

水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、

暮らしや空間に暮らしや空間に暮らしや空間に暮らしや空間に

フィットするフィットするフィットするフィットするＣＣＣＣライン。ライン。ライン。ライン。

使い勝手と

お手入れのしやすさに

すみずみまでこだわっています。

⽯鹸や濡れたものを置くのに便利な

「ウェットエリア」

継ぎ目がなく、
お手入れしやすい

「洗面ボール一体型カウンター」
165165165165㎜㎜㎜㎜

95959595㎜㎜㎜㎜

⽔栓まわりを３度傾斜設計に。

水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

【ささっと排水口】
掃除しにくかったフチのスキマ

をなくしました。

600600600600㎜㎜㎜㎜

360360360360㎜㎜㎜㎜

165165165165㎜㎜㎜㎜

【３°傾斜設計】

３°

水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

細細細細かいかいかいかい美容家電美容家電美容家電美容家電もももも大大大大きなきなきなきな

ヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきり入入入入るるるる。。。。 収納内部にコンセントを２個設置。
吸水コーティング加工を
施しました。

電動電動電動電動ハブラシなどをハブラシなどをハブラシなどをハブラシなどを

充電充電充電充電しながらしながらしながらしながら収納収納収納収納できるできるできるできる。。。。

ミラー

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

ヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきり入入入入るるるる。。。。

□スタンダードLED照明３面鏡
ミドルミラー（チャイルドミラー）

収納内部にコンセントを２個設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、内部
に設置したコンセントを使い、いつも
の収納場所で充電可能です。

お風呂上がりでも

ミラーがくもりにくい

※センターミラー部のみ

施しました。

※写真は新LED照明3面鏡

幅900mmの収納例です。

置き場所に困る美容家電を
出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。

コンセント３個コンセント３個コンセント３個コンセント３個

（うち収納内は２個）

【ミドルミラー】
お子様の目線高さに設置。

台に乗らずに⼀⼈で⾝⽀度

しやすい仕様。
※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

ミドルミラー（チャイルドミラー）
※センターミラー部のみ

幅900mmの収納例です。しやすい仕様。

水栓

おそうじおそうじおそうじおそうじ

ラクラクラクラクラクラクラクラク

本体キャビネット

引出引出引出引出しがドアしがドアしがドアしがドア枠枠枠枠にににに当当当当たらないたらないたらないたらない構造構造構造構造をををを採用採用採用採用

ドア枠に当たらないよう、引出しを

細かいものは引出しに。大きいものは開きに。吐水部吐水部吐水部吐水部をををを左右左右左右左右にににに

９０９０９０９０度首振度首振度首振度首振りできるりできるりできるりできる

洗顔や洗濯物を
手洗いするときも、

扉柄

□マルチシングルレバーシャワー

メタルタイプ（エコカチット） □引出しタイプ W750 

ドア枠に当たらないよう、引出しを
約１３ｍｍ回避しています。
（１０mmのドア枠まで対応）

手洗いするときも、
邪魔になりません。

お湯と水との境目を

クリック感でお知らせ。

●シャワーヘッドは
引き出せます。
●シャワー/直流整⽔の

ソフト

ウォールナット柄 ホワイト
タオル掛け

 Panasonic Corporation製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。 パナソニック株式会社パナソニック株式会社パナソニック株式会社パナソニック株式会社 ハウジングシステム事業部ハウジングシステム事業部ハウジングシステム事業部ハウジングシステム事業部 広域開発営業所広域開発営業所広域開発営業所広域開発営業所

メタルタイプ（エコカチット） □引出しタイプ W750 
●シャワー/直流整⽔の

切り替えが可能。
ウォールナット柄 ホワイト

タオル掛け

ご提供価格（税込） ￥99,770-（取付工事費込）
『2階、3階は別途荷揚げ費用がかかります』 ※期間：2021年12月末日までの参考価格となります。

㈱県民共済住宅



2020.07㈱県⺠共済住宅様 標準仕様書 －洗面ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ／Ｃライン Ｄ530 Ｗ900－

調理家電をいかに使いこなせるか。大切なのは、コンセントの位置です。おおおお掃除掃除掃除掃除しやすいしやすいしやすいしやすい工夫工夫工夫工夫のカウンターのカウンターのカウンターのカウンター部部部部。。。。
おそうじおそうじおそうじおそうじ

ラクラクラクラクラクラクラクラク多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、W900 調理家電をいかに使いこなせるか。大切なのは、コンセントの位置です。おおおお掃除掃除掃除掃除しやすいしやすいしやすいしやすい工夫工夫工夫工夫のカウンターのカウンターのカウンターのカウンター部部部部。。。。 ラクラクラクラクラクラクラクラク

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。

水栓まわりを傾斜させて、水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、多彩なプランで、

暮らしや空間に暮らしや空間に暮らしや空間に暮らしや空間に

フィットするフィットするフィットするフィットするＣＣＣＣライン。ライン。ライン。ライン。

使い勝手と

お手入れのしやすさに

すみずみまでこだわっています。

⽯鹸や濡れたものを置くのに便利な

「ウェットエリア」

継ぎ目がなく、
お手入れしやすい

「洗面ボール一体型カウンター」
165165165165㎜㎜㎜㎜

95959595㎜㎜㎜㎜

W900
ソフト

ウォールナット柄

⽔栓まわりを３度傾斜設計に。

水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

【ささっと排水口】
掃除しにくかったフチのスキマ

をなくしました。

600600600600㎜㎜㎜㎜

360360360360㎜㎜㎜㎜

165165165165㎜㎜㎜㎜

【３°傾斜設計】

３°

水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

細細細細かいかいかいかい美容家電美容家電美容家電美容家電もももも大大大大きなきなきなきな

ヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきり入入入入るるるる。。。。 収納内部にコンセントを２個設置。
吸水コーティング加工を
施しました。

電動電動電動電動ハブラシなどをハブラシなどをハブラシなどをハブラシなどを

充電充電充電充電しながらしながらしながらしながら収納収納収納収納できるできるできるできる。。。。

ミラー

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

□スタンダードLED照明３面鏡
ミドルミラー（チャイルドミラー）

ヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきりヘアドライヤーもすっきり入入入入るるるる。。。。 収納内部にコンセントを２個設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、内部
に設置したコンセントを使い、いつも
の収納場所で充電可能です。

お風呂上がりでも

ミラーがくもりにくい

※センターミラー部のみ

施しました。

※写真は新LED照明3面鏡

幅900mmの収納例です。

置き場所に困る美容家電を
出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。

コンセント３個コンセント３個コンセント３個コンセント３個

（うち収納内は２個）

【ミドルミラー】
お子様の目線高さに設置。

台に乗らずに⼀⼈で⾝⽀度

しやすい仕様。ミドルミラー（チャイルドミラー）
※センターミラー部のみ

幅900mmの収納例です。しやすい仕様。

水栓

おそうじおそうじおそうじおそうじ

ラクラクラクラクラクラクラクラク

本体キャビネット

引出引出引出引出しがドアしがドアしがドアしがドア枠枠枠枠にににに当当当当たらないたらないたらないたらない構造構造構造構造をををを採用採用採用採用

ドア枠に当たらないよう、引出しを

細かいものは引出しに。大きいものは開きに。吐水部吐水部吐水部吐水部をををを左右左右左右左右にににに

９０９０９０９０度首振度首振度首振度首振りできるりできるりできるりできる

洗顔や洗濯物を
手洗いするときも、

扉柄

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

□マルチシングルレバーシャワー

メタルタイプ（エコカチット） □引出しタイプ W900 

ドア枠に当たらないよう、引出しを
約１３ｍｍ回避しています。
（１０mmのドア枠まで対応）

手洗いするときも、
邪魔になりません。

お湯と水との境目を

クリック感でお知らせ。

●シャワーヘッドは
引き出せます。
●シャワー/直流整⽔の

ソフト

ウォールナット柄 ホワイト
タオル掛け

 Panasonic Corporation製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。 パナソニック株式会社パナソニック株式会社パナソニック株式会社パナソニック株式会社 ハウジングシステム事業部ハウジングシステム事業部ハウジングシステム事業部ハウジングシステム事業部 広域開発営業所広域開発営業所広域開発営業所広域開発営業所

メタルタイプ（エコカチット） □引出しタイプ W900 
●シャワー/直流整⽔の

切り替えが可能。
ウォールナット柄 ホワイト

タオル掛け

※期間：2021年12月末日までの参考価格となります。

㈱県民共済住宅ご提供価格（税込） ￥107,360-（取付工事費込）
『2階、3階は別途荷揚げ費用がかかります』
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