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• 社　　名：富士工業株式会社（FUJIOH）

• 新商品名：CO2換気機能搭載レンジフード
「SER-ECC」

• キャッチフレーズ：
CO2濃度を検知し、自動で換気。空気環境を快適に変える。

• 特　　徴：
　①調理時以外でも空気環境の改善を目指したCO2換気機能

換気の需要が高まる中、生活者が気付かないうちに室
内のCO2濃度が上昇しても、レンジフードがCO2濃度
を検知し自動で換気。快適な環境
に導きます。

②CO2濃度の状況に応じて、風量を
自動でコントロール
CO2濃度の状況に応じて「強」「中」

「弱」の風量レベルで換気を開始

するだけでなく、CO2濃度の上昇割合も同時に検知。
CO2濃度が低い状態でも急激な上昇を検知した場合に
は、強運転で急速に換気を行います。

※室内のCO2を完全に排出するわけではありません。
※部屋の大きさによりCO2換気動作開始時間に違いが生じます。

• メーカー希望小売価格：161,700円～

• 発売時期：2020年12月

• 社　　名：株式会社LIXIL
• 新商品名：樹脂窓 EW
• キャッチフレーズ：

持続可能な社会の実現に向け、住宅の高性能化・資源の循環利用
を推進　世界トップクラスの断熱性能の実現と、美しいフレーム
デザインでインテリア空間を演出

• 特　　徴：
　①優れた断熱性能

樹脂フレームの空間を分けることで熱の伝わりを抑制する
［多層ホロー構造］や、トリプルガラスなどの［高性能ガラス］
を採用したほか、プロファイン社の優れた形材押出技術によ
りフレームがスリム化することで従来品よりもガラス面積を
拡大しました。

　②美しいデザイン
木額縁のようなフレームが美しく際立つ木調色（内観色：チェ
リー色/オーク色）の「EW for Design」と、フレームが空間
に溶け込む内観色ピュアホワイト色の「EW」をご用意し、イ
ンテリア空間を美しく演出します。

　③資源の循環利用
資源の循環利用に向け、樹脂窓「EW」は、樹脂フレームのリ
サイクル材使用率を従来品よりも約３倍に拡大しています。

加えて、接着剤を使用せず樹脂フレームとガラスの分離回
収が容易に可能な[押縁仕様]を採用し、この他にも樹脂形材
と同時に再生利用ができる樹脂ラッピング材を使用してい
ます。

• メーカー希望小売価格：187,600円 

（単体引違い窓トリプルガラス/W1,690×H2,070/アングル） 無し/アルゴンガス入り/外観色ピュアホワイトの場合 
• 発売時期：2021年８月 ※販売地域限定

• 社　　名：タカラスタンダード株式会社
• 新商品名：コンパクト手洗い
• キャッチフレーズ：

抗ウイルスメラミンのカウンターとホーローボウルでいつでも
清潔。玄関などに設置しやすい「コンパクト手洗い」

• 特　　徴：
　①新型コロナウイルス感染症を契機に生じたニーズへの対応

新型コロナウイルス感染症を契機に生じた帰宅後すぐに手洗
い・うがいがしたいといったニーズや、来客時の利便性向上
などによる「セカンド洗面」への強い需要を受けて発売が決
定。玄関横などの限られたスペースにも設置できます。

　②アルコールを使用した拭き掃除も可能
カウンターに製品上のウイルスの数を24時間以内に99％以上
減少させる抗ウイルスメラミン（ウイルテクト）を採用。消毒液
を使用した拭き掃除にも強さを発揮し、高い抗ウイルス性能を
長く保ちます。ボウルはホーローでできているので、こちらも
アルコールや次亜塩素酸系消毒液での拭き掃除が可能です。掃
除もしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。

　③ミニマルでスタイリッシュなフォルム
家の顔とも言われる玄関をはじめ、廊下や寝室など場所を選
ばずインテリアにマッチするミニマルでスタイリッシュなデ

ザイン。限られた空間に納まるコンパクトな奥行ながらも、
キャビネット収納タイプも選択可能です。

• メーカー希望小売価格：
75㎝間口カウンタータイプ　92,500円～
※税抜き希望小売価格。搬入、取付費等別途 

• 発売時期：2021年８月30日（月）
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※1　初期設定にあたり、無線LANによるインターネット接続環境が必須。
※2　専用アプリ「MiSmart　Cam」のインストールが必要。
　　  （iPhone及びiPadの場合（iOS9.0以降）AppStoreからダウンロード可能）
　　  （Android端末の場合（Android4.4以降）Google playからダウンロード可能）
※3　録画可能容量を超えた場合は上書きされます。 
※4　録画可能時間は使用環境により大きく異なる場合があります。

• 社　　名：DXアンテナ株式会社
• 新商品名：録画機能一体型ワイヤレスカメラ
• キャッチフレーズ：もっとも手軽なセキュリティ対策が実現！

「録画機能一体型ワイヤレスカメラ」を新発売
• 特　　徴：
　①専用モニター・レコーダーが不要で設置が簡単

ワイヤレスカメラ本体に録画機能を内蔵しており、専用モニ
ター・レコーダーの設置がいらず、電源関係以外の配線工
事が不要なため、設置環境を選ばず省スペースでお手軽にセ
キュリティ対策が実現できる製品です。

　②録画・再生が可能な2種類の接続モード
インターネット環境がある場所では外出先からでも映像の録
画・再生が可能な「ステーションモード」や、インターネット
環境がない場所※1でも無線LANを接続して録画・再生が可能
な「ダイレクトモード」など、利用環境に合わせて接続モード
を選択できます。

　③スマートフォン・タブレットで手軽にみまもり
専用アプリ※2によりスマートフォン・タブレットから、記録し
た映像を確認できるなど、手間をかけずにご家庭や小規模店舗
などを安心安全にセキュリティサポートします。また、マイク
とスピーカーが搭載されており、外部と双方向同時通話が可能
で、訪問者への声かけや、侵入者の防止に活用できます。

　④録画機能内蔵で、内部ストレージ（128GB）へ自動録画
ストレージ容量128GB（録画可能容量116GB）※3、録画可
能時間目安約288時間※4

• メーカー希望小売価格：オープン価格 
• 発売時期：2021年８月16日

• 社　　名：三協立山株式会社
• 新商品名：通路シェルター「ファイブフォート」
• キャッチフレーズ：

リサイクル性の高いアルミ構造でスチール構造に匹敵する。
業界最大級の柱ピッチ５ｍと屋根張り出し量1.8ｍを可能にし
た通路シェルター。シンプルなフラット基調の屋根デザイン
と多彩な納まりバリエーションにより、どんな場所にも寄り
添う商品。

• 特　　徴：
①使い勝手を考慮し、アルミ製通路シェルターで業界初の柱

ピッチ５ｍを実現。
②建築物とシェルターの基礎同士の干渉を考慮した、最大約

1.8ｍの屋根張り出し。
③必要な強度と排水機能を両立させた薄型フラットな屋根で、

様々な景観との調和を考慮したプレーンな意匠。
• メーカー希望小売価格：79,500～93,000円（販売価格：ｍ単位） 
• 発売時期：2021年７月15日

• 社　　名：株式会社ノーリツ
• 新商品名：３ピース「ハイブリッド給湯・暖房システム」
• キャッチフレーズ：

ノーリツ初、集合住宅のメーターボックス内に設置可能な「ハイ
ブリッド給湯・暖房システム」を発売

• 特　　徴：
①熱源分離の３ピース構成によりメーターボックス内設置や
超高層対応を実現
貯湯ユニットをコンパクト化し、集合住宅のメーターボック
ス内設置だけでなく、狭小戸建て住宅などあらゆる住宅環境
に合わせた設置バリエーションに対応します。

②地球温暖化係数が低い自然冷媒採用のため、容積率緩和の適用
範囲に該当
対象法規は、建築基準法第52条第14項第１号。低炭素分譲
集合住宅の実現のため、自然冷媒ヒートポンプユニットは容
積率緩和の適用範囲に該当します。

③温水式床暖房を採用しても一次エネルギー消費量の大幅な削減
が可能、ＺＥＨ-Mの普及拡大に貢献
給湯・暖房は家庭で消費するエネルギーの約6割を占めるこ
とから、ガスと電気の力で効率よくお湯をつくり、一次エネ
ルギー消費量を削減できる「ハイブリッド給湯・暖房システ
ム」は、省エネ性能の高い住宅システムの構築を支えます。

④温水暖房付きガスふろ給湯器は、様々な機種から選べるため、
号数や機能等をお客様のニーズに合わせて選定が可能

業界で唯一、専用熱源機を必要としない分離型のシステムを
実現しました。これにより、お客さまの家族形態や生活様式
に合わせて、対応機種の中から号数・機能・排気バリエーショ
ンを選択し設置することが可能です。

• メーカー希望小売価格：  【SH-Q0700 /HP-2232】（集合・戸建て）

• 発売時期：2021年９月１日（水）

現行品
2 ピース構成

ヒートポンプ
ユニット

ヒートポンプ
ユニット

給湯器

貯湯ユニット
（給湯器内蔵）

貯湯ユニット

3 ピース構成
新製品

メーターボックス内の集合住宅用
「ハイブリッド給湯・暖房システム」のイメージ

3 ピース構成

分類 商品名 予定希望小売価格（税込）
貯湯ユニット SH-Q0700 BL 170,500円

ヒートポンプユニット HP-2232 BL 181,500円
マルチリモコン RC-G057PEW-2 マルチセット 60,280円

温水暖房付きガスふろ給湯器
（集合住宅用代表機種） GTH-C2460AW３H-T-1 BL 484,000円
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• 社　　名：文化シヤッター株式会社
• 新商品名：住宅用オーバースライディングドア 

「フラムヴェスタ」
• キャッチフレーズ：

車２台分の間口まで対応した“防火設備”のガレージ用オー
バースライディングドア

• 特　　徴：
①車２台分の間口６ｍまで対応したオーバースライディング
ドア
住宅用としては初めて最大６ｍの間口
まで対応いたしました。また防火設備
に適合していますので、防火地域や準
防火地域にも設置いただけます。

②ガレージに美しい表情をもたらす色、柄
屋外側は、無機質的な美しさを表現す
るメタリック系の濃淡２色と、ナチュ
ラルな木目柄の濃淡２色、計４色のカ
ラーバリエーションからお選びいただ
けます。

　③高速開閉と静音化で快適性が向上
高さ2.5ｍの開口部であれば、がわずか14秒で全開しな
がらも開閉時の異音を防ぐヒンジ構造によって開閉音を
65dBに抑制しています。

• 参考価格：1,796,000円 
※間口６ｍ、高さ2.5ｍ、メタリック系化粧鋼板の場合
※価格は消費税込みの製品代で、取付工事費及び運搬費は別途

• 社　　名：セイキ販売株式会社

• 新商品名：ルポウッド

• キャッチフレーズ：
リアルな木質感を表現した環境に優しい人工木材  

「ルポウッド」シリーズ

• 特　　徴：
①天然木の様な温もりが

感じられる木質感を再
現し心地よい癒しの空
間を演出します

②天然木に比べ、経年に
よる変色や色あせを少
なく抑え、腐食が起こ
りにくくシロアリの食
害にも強い

③無垢形状になっているため中空材に比べ局部的な衝撃に
強く、また木材同等の高い加工性と施工性があります。

• メーカー希望小売価格：
デッキ材 7,100円／本（L=2,500m）

• 発売時期：2020年５月

SB（サンドブラウン） CH（チャコールブラウン）

材質：PP＋木粉
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断面図 22

• 社　　名：立川ブラインド工業株式会社
• 新商品名：間仕切「プレイス」「プレイス スウィング」
• キャッチフレーズ：

毎日を快適で心地よく。
間仕切「プレイス」「プレイス スウィング」が叶える新しい暮らし。

• 特　　徴：
　①「ソフトクローズ機能」標準搭載 

引戸を開閉する際に、パネルが壁面やレール端部に近づくと、
「ソフトクローズ機能」が作動。自動的に、ゆっくりと静かに
閉まり、指の挟み込みを防ぎます。

　②「アウトセット納まり〈オプション〉」に“正面付け”が新登場 
袖壁工事無しでも取付け可能なオプション「アウトセット納
まり」に、壁面への取付けが可能な“正面付け”を対応拡充。
開き戸から引戸への取替えなど、出入りをスムーズにするリ
フォーム等に最適です。下地や取付け場所の条件にあわせて、
従来の「天井付け」との使い分けができて便利です。

　③「コーナー納まり〈オプション〉」拡充 
リビングの一角に、和室やリモートワークのスペースなど、
新たな空間をつくることができるオプション「コーナー納ま
り」に、パネルをたたみ込むとフルオープンになる「格納方式：
折戸＋出入りの方法：引戸」が加わりました。

　④「シリンダー鎌錠〈オプション〉」がリニューアル 
間仕切「プレイス」に、錠で施錠してプライバシーを守れるオ
プション「シリンダー鎌錠」がリニューアル。「格納方式：折戸
＋出入りの方法：引戸」にも対応拡充しました。

　⑤和の彩りが美しい「和紙調採光窓」３色新登場 
間仕切「プレイス スウィング」の和紙調採光窓に、「ハイザク
ラ」「アイ」「ウスクサ」の３色をラインナップしました。

• メーカー希望小売価格：幅1,900mm×高さ2,500mmの場合 
間仕切「プレイス」　　　　　　 245,000円～
間仕切「プレイス スウィング」　178,700円～
上記価格は、消費税、取付け･工事費等は含まれておりません。

• 発売時期：2021年10月１日

パネルをたためばフルオープンになる「コーナー納まり〈オプション〉」
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• 社　　名：リンナイ株式会社
• 新商品名：温水式 浴室暖房乾燥機  RBHＭ-C4101Kシリーズ
• キャッチフレーズ：

・カビの成長を99.9％抑制する「カビガードミスト」搭載 
　（「カビガードミスト」は東邦ガス株式会社との共同開発です） 
・業界初、人感センサーと温度センサーで、浴室を自動で暖房

• 特　　徴：
　①「カビガードミスト」（RBHMシリーズのみ） 

温水式の「カビガードミスト」機能を２週間に１回運転するだ
けで、浴室内のカビの成長を99.9％抑えて、浴室を清潔に
保ちます。面倒なおふろ掃除の負担を軽減し、ラク家事に貢
献します。

　②「安心暖房」 
浴室暖房乾燥機に搭載した人感センサーが、浴室内の人の動
きを感知。さらに温度センサーが浴室内の温度を感知し、自
動で最適な暖房運転を行います。寒い日のヒートショック対
策に有効です。

　③上質でスタイリッシュなリモコン 
装飾を抑えすっきりとした、フラットでスクエアなフォルム
のデザイン。シンプルさと機能性の両立に配慮しました。  
音声サポート機能の追加と大画面化で、操作性と視認性が向
上し、 誰もが使いやすいリモコンです。

• メーカー希望小売価格：
スプラッシュミストタイプ（RBHMシリーズ） 税込 264,000円～
スタンダードタイプ（RBHシリーズ） 税込 136,400円～ 

• 発売時期：2021年10月１日

「カビガードミスト」運転の概要

ミストと温水で高温・高湿に
保ち、カビの成長を抑制します。

黒ずみの原因となるカビ菌
を抑え、浴室を清潔に！

乾燥まで自動で運転。


