•社

名：TOTO株式会社

• 新商品名：システムキッチン「THE CRASSO」
（ザ・クラッソ）
• キャッチフレーズ：美しい、使いやすい、きれい「THE CRASSO」
•特
徴：
①４年ぶりのフルモデルチェンジ
キッチンがリビングの一部として調和するよう、
「デザイン
と機能の融合」
をさらに進化させました。
②美しさ：クリスタルカウンター
余分な凹凸を徹底的にそぎ落し、リビングに調和する新しい
形を目指しました。カウンター端部にはクリアエッジ仕上げ
を施し、光を取り込む材質の特性を最大限に生かして空間に
明るいアクセントを加えます。
③使いやすさ：たっぷりラクラク収納
フロアキャビネットの基本設計を変更し、よく使うものをす
べて上段の引き出しに収納し、主要な調理動作ではほぼ腰を
屈めずに出し入れができるようになりました。引出しの総収
納面積は従来品よりも22％アップしています。
③きれいさ：
排水口をシンク奥の隅に配置した「スクエアすべり台シン
ク」
。排水口に向かってシンク底に勾配をつけることで、水
やゴミを１か所に集めやすくしています。また、スリムな

•社

名：フジテック株式会社

• 新商品名：新標準型エレベータ・エクシオールの
非接触ボタン
• キャッチフレーズ：
タッチレスで操作ができる新しいエレベータ
•特

徴：

外観とお手入れのしやすさが特長の「ゼロフィルターフード
eco」
が進化、10年間ファンのお手入れが不要になりました。
• メーカー希望小売価格（写真セット）
：2,788,000円
・フラット対面型（アイランド）2740ｍｍ
・扉カラー：ペルラホワイト
・カウンターカラー：クリスタルペールグリーン
・税抜、周辺ユニット部除く、組立費別途
• 発売時期：2020年９月１日～

③タッチレス操作用のセンサーを小型化し、プッシュ式
のボタンと一体化することに成功。かご内の操作盤上
でセンサーに必要だったスペースをボタンの設置にあ
てることができるので、既設の停止フロア数の多い高
層の建物へも導入が可能になりました。
• 発売時期：2020年４月

①非接触ボタンは、赤外線ビーム式のセンサーを用い
ており、操作盤に手をかざすなどして物体を検出す
ると、エレベータの呼び登録や行き先階登録ができ
ます。ボタンに触らずエレベータを操作できるため
衛生的です。
②通常のボタン式とほぼ同じ操作手順のため、簡単か
つスピーディーに操作でき、年齢を問わず手軽に利
用できます。

•社

名：未来工業株式会社

③オリジナルデザインが楽しめる、デザインシール付です。

• 新商品名：USメット（超軽量タイプ）

• メーカー希望小売価格：6,800円

• キャッチフレーズ：驚きの軽さで、作業者の負担軽減。

• 発売時期：2020年５月１日

•特
徴：
①圧倒的な軽さと（270g）強さを兼ね備えた超軽量タイ
プです。
（強いABS製）
②素早く、確実なサイズ調整が可能なE Gヘッドバンド付の
内装で頭部にジャストフィット！疲労感を少なくしました。

ALIA NEWS vol.169  2020.11

67

•社

名：株式会社ハウステック

• 新商品名：ミニマルキッチン

MKシリーズ

• キャッチフレーズ：
これ１台で、キッチンも洗面も。

• メーカー希望小売価格：173,900円（税抜）
～

•特
徴：
①キッチンに洗面化粧台としても使用できる機能を―
水栓は標準で洗面化粧台と同じホース内蔵＆リフトアップ
機能を備えたものを採用しました。また、壁面オプション
ではキッチン用の水切りとして使用できる「スクエアラッ
ク」の他、シンプルな「洗面鏡」、「シェルフ」、吊戸棚の内側
に回転鏡のついた「ミラー BOX収納」などをラインナップし
ました。
②これまで20㎡程度の賃貸アパートでは、お風呂・トイレ・
洗面が１つになった３点式システムバスにミニキッチンを
組み合わせる間取りが主流でしたが、ミニマルキッチンで
キッチンと洗面を１つにし、３点式システムバスをシャワー
ルームとトイレに分けることで、入居者の要望が多い「ト
イレ別」物件にすることができます。また、水まわりの面積
を最小限にして、居室の広さ・開放感を重視した間取りや、
洗濯機外置き物件に室内洗濯機スペースをつくるといった
プランも考えられるようになります。

• 発売時期：2020年７月21日

•社

• 希望小売価格：

名：西部ガス株式会社

• 新商品名：快適ウォッチSMART
• キャッチフレーズ：
ガス警報器に「みまもり機能」がつきました！
•特
徴：
①おうちをみまもる
ガス漏れや一酸化炭素が発生すると、警報器から警報が鳴
り、かつスマホに通知します。簡易セキュリティ機能とし
てコネクトセンサーを玄関ドアや窓に設置をして開閉があ
ると、スマホに通知します。
②家族をみまもる
帰宅確認機能として、コネクトセンサーを持ったお子さま
が帰宅時、外出時にスマホへ通知します。ご両親などの家
族のみまもり機能として、コネクトセンサーを取り付けた
ドアの開閉が長時間行われないと、スマホへ通知します。
※みまもり機能は専用アプリのダウンロードが必要です。
※コネクトセンサー１台につき、一つのみまもり機能が使用
できます。

•社

名：株式会社ノーリツ

• 新商品名：Curara touch（クララタッチ）
• キャッチフレーズ：
お手入れのしやすさ・低騒音性がアップしたスリム型レンジ
フード
•特
徴：
①お手入れのしやすさが向上
本体内部のオイルトレーとシロッコファンの表面は、
“フッ素
ナノコート”でコーティングされており、油を水滴状にはじ
きます。ついた汚れは拭き取りや、中性洗剤での洗い落とし
が簡単にできます。オイルトレーは、従来の回転式からマグ
ネット式に改良することで、脱着時の手間を簡素化しました。
②“美術館”並みの低騒音化を実現
※1
運転時の騒音値は独自の排気構造により、44dB（強運転時）
を実現しました。これは、日常生活の騒音レベルと比較す
ると、“美術館の館内”の音の大きさと同等のレベルです※2。
料理をしながらも会話やテレビ視聴などが楽しめます。
③新機能／ LED照明の色味や明るさのユーザー設定が可能
照明は消費電力が少ないLED
（７W）
を使用。昼白色、
電球色、
温白色の３種類の色味と、３段階の明るさから選択してカ
スタマイズすることができます。

68

③コーディネートがしやすい木目柄を中心に扉バリエーショ
ンは６柄、キャビネット（下台）のタイプは用途やお好みに
合わせて選べる６タイプをご用意しました。
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型

式

現金販売価格

※下台のみ。

リース料金（月々）

「XW-735G1」警報器
・コネクトセンサー 1 台

28,500 円（税別）

700 円（税別）

「XW-735G2」警報器
・コネクトセンサー 2 台

38,500 円（税別）

900 円（税別）

「XW-735G3」警報器
・コネクトセンサー 3 台

48,500 円（税別） 1,100 円（税別）

• 発売時期：2020年９月

快適ウォッチ SMART

専用アプリと連動した Wiﬁ 対応
ガス・CO 警報器

コネクトセンサー

温湿度・扉の開閉・帰宅確認を
感知するマルチセンサー

④新機能／操作パネルにキッチンタイマーを搭載
レンジフードの操作パネルの右端にキッチンタイマーを搭
載。パスタをゆでる時などに活用できます。料理中にキッ
チンタイマー探す手間が省け、キッチンスペースもすっき
りとし、電池交換の煩わしさも解消しました。
• メーカー希望小売価格：163,000円（税抜）
～
• 発売時期：2020年９月14日（月）

※１ 騒音値の測定は、JIS C 9603による
※２ 全国環境研究協議会騒音調査小委員会による騒音の目安より

•社

名：パナソニック株式会社

• 新商品名：ホームエレベーター「1414ソフィーネH」
• キャッチフレーズ：
・パナソニックエレベーター株式会社設立15周年記念製品
・光や内装デザインなどにこだわり、上質で居心地の良い空
間を追求した個人住宅向けホームエレベーター
•特
徴：
①間接照明の柔らかく陰影のある光により、上質で居心地の
良い空間を演出
・ルーム内の天井両サイドにスリムなライン型のLEDを間
接照明として採用し、温かみがある明るい空間を実現
②大型窓タイプのドアをオプションに追加し、エレベーター
の意匠性をさらに向上
・外部の光を取り込めるため、搭乗時に閉塞感を感じにく
く、意匠性も向上
③天井埋込形ナノイー発生機を標準装備、併せて手すりや大
型操作ボタンなどを抗菌処理
・脱臭効果に優れた天井埋込形ナノイー発生機「エアイー」
を標準装備

•社

名：株式会社淀川製鋼所

• 新商品名：医療用検査スペースユニット
• キャッチフレーズ：
コンパクトに検査ができるユニット企画の検査スペース
•特
徴：
①検査スペースとして使用可能なオプションを新発売
検査グローブ用ホール付きパネルを発売
②部屋の中を間仕切り、室内を間仕切ることで医療従事
者と患者が接触することなく検査を行える「検査ボード
付きT型間仕切り」
仕様の特注タイプを追加。
③現地組み立て式のため設置場所を選ばずに設置可能
様々なサイズバリエーションもあり、設置場所に合わ
せたサイズを選べます。
④壁と天井にウレタン材を使用している優れた断熱性を
有するヨド蔵MD（多目的物置）
をベースにしております。
ヨド蔵MDの豊富なオプションも検査スペースユニット
に取り付けが可能となっております。

•仕
様：
・駆動方式：ロープ式（巻胴式）
・定員／積載上限：３名／200㎏
・最高速度：上昇時：毎分20m、下降時：毎分30m
・昇降行程（最大停止数）：13ｍ以下（５ヶ所）
：950×1150×2000㎜
・ルーム内サイズ（間口×奥行×高さ）
・ルーム内カラー／乗り場ドアカラー：２柄／７柄
• メーカー希望小売価格：3,480,000円～（税抜）
• 発売時期：2020年９月１日

• メーカー希望小売価格：
DZB-1818HEKS
540,000円（税抜）
DZB-2922HETM 1,750,000円（税抜）
• 発売時期：2020年10月１日

DZB-1818HEKS

DZB-2922HETM

※詳しくはhttp://www.yodomonooki.jp/kspace/
index.htmlにてご確認いただけます。
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