
小林商事 標準仕様 ２０１９０８０６

ＶＥＲＩＴＩＳ 内装ドア

木味感を生かしたデザインで上質な空間づくりを実現します。

洋室
…

ＰＡ型 ＴＡ型

洗面・トイレ
…

ＬＤＫ
…

開き戸の特長

消音ラッチ・戸当たりクッション

ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、
ハンドル側の戸当たりには、クッション材を
設けています。

消音ラッチ

戸当たり
クッション
（ﾊﾝﾄﾞﾙ側縦枠）

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカ
バーで覆った、段差のない新形状です。

カバー蝶番

ハンドル
…

空錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表示錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表 側 裏 側

採光部
…

※イメージ写真です。

ＳＡ型 ＳＢ型 ＳＣ型

ＰＡ型 ＰＣ型 ＰＤ型 ＰＦ型 ＰＧ型

ＰＣ型 ＴＣ型ＰＦ型 ＴＦ型

カラー

バリエーション ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

メープル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄

ソフトウォールナット柄 ソフトチェリー柄

ソフトオーク柄

横木目は

マーク柄のみ対応。

横木目横木目

半透明アクリル板

SA型・SB型・SC型

横木目 横木目

※イメージ写真です。



小林商事 標準仕様 ２０１９０８０６

適材適所の収納で、すっきり広々と暮らしたい。

※イメージ写真です。

デザイン
…

PA型 フラット：

●サテンシルバー色
（塗装）

T２型 丸型：

取っ手
…

ピ
ポ
ッ
ト
＆
フ
リ
ー
対
応

扉が自由に動くので、右や左に振
り分けてフルオープンにできます。

〈ピポット固定〉 〈フリー走行〉

普段は両端を仮固定している
ので開閉が容易です。

スムーズな使い勝手を実現する

「ピポット機構＆フリー機構」

直付けレール３方枠

●レール：ブロンズ色 ●レール：シルバー色

カラーバリエーション

●ウォールナット柄 ●チェリー柄 ●オーク柄 ●メープル柄 ●ホワイトオーク柄 ●ホワイトアッシュ柄 ●しっくいホワイト柄●ソフトウォールナット柄 ●ソフトチェリー柄 ●ソフトオーク柄

下レールの色をブロンズとシルバーの２ 色から選ぶことができます。
直付けレールの厚みは４.５ｍｍで物の出し入れもスムーズにできます。

収納用建具 折れ戸 玄関用収納 コンポリア

耐震ロック

振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。
（扉を押すとロックが解除されます。）

通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

振動時 通常時

取っ手
…

●サテンシルバー色
（塗装）

T２型：丸型

扉デザイン
…

取っ手

取っ手がつくオーソドック
スなフラットデザイン。

フロートタイプ コの字プラン 幅1200mm

天袋ユニット

天袋ユニットは取っ手のない手がけ
仕様の扉を採用。天袋扉はユニット
下面より約２０mm伸びています。

棚 板

靴を見て選びやすく、取り出しやすい
斜め設置が可能。後ろのダボを60mm
までずらせます。※イメージ写真です。

ＶＥＲＩＴＩＳ インテリア建材



小林商事 標準仕様 ２０１９０８０６

カラーバリエーション 〈塗装〉

●オフ
ブラック色

●オーク色●ウォール
ナット色

●メープル色●チェリー色 ●ホワイト
オーク色

●ホワイト
アッシュ色

●ｿﾌﾄｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ色

●ソフト
チェリー色

●ソフト
オーク色

カラーバリエーション

踏
み
板

蹴
込
み
板

側
板

●しっくいホワイト柄●ホワイトアッシュ柄●ウォールナット柄 ●メープル柄 ●ホワイトオーク柄●オーク柄●チェリー柄

●ウォールナット柄 ●オーク柄 ●ホワイトオーク柄●チェリー柄 ●メープル柄 ●アイボリーアッシュ柄

システム階段〈スタンダードタイプ〉

※イメージ写真です。

ＶＥＲＩＴＩＳ インテリア建材

システム手すり 〈 連続手すり 〉

連続手すり ９００㎜ピッチタイプ

※イメージ写真です。

丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900㎜まで可能。
廻り階段のプラン等への設置がおすすめです。

ムクの味わいのある
木製手すりを採用。

硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。
汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

硬化コーティング仕様

踏み板はすべて滑りにくさに配慮。表面に微細な凹凸を施し、摩擦抵抗を高めて滑りにくい仕様にしています。
また、汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

木目の美しさを再現した樹脂化粧シートの階段です。

インテリアに美しく調和する階段・手すりをご用意しています。

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色
（塗装）

エンド部〈エンドブラケット〉 ブラケット〈壁付け用〉

ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ色
（塗装）

ホワイト色
（塗装）

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色
（塗装）

ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ色
（塗装）

ホワイト色
（塗装）

ブラケットカラーバリエーション

●チャコールオーク柄



小林商事 標準仕様 ２０１９０８０６

木を目指したのではない。木を超えることを目指しました。

造作部材

●ウォールナット柄 ●チェリー柄 ●オーク柄 ●メープル柄 ●ホワイトオーク柄 ●ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄 ●しっくいホワイト柄●ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ●ソフトチェリー柄 ●ソフトオーク柄

●幅木
（イメージ）※イメージ写真です。実際とは異なります。窓枠は当社製品ではありません。

●廻り縁
（イメージ）

リアルで味わい深い木の表情を再現。
美しい納まりを実現します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。
壁と床など面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア
全体の趣が深まります。ベリティスシリーズならではの厳選した10柄で、
洗練された空間を演出します。

天然木が持つ美しさを、さらに際立てました。

突き板仕上げ
Ｗ

※イメージ写真です。

すぐれた基本性能

電気カーペットが使える。

クラックに強い。

クラックの要因はさまざま。

クラックに強いことは、木の床にとって
最も大切な基本性能です。

塗装が剥げたり色落ちしにくいよう、塗
料にセラミック系の耐摩耗剤を配合して
います。美しい色合いを長く保ちます。

色落ちしにくい塗装仕上げだから、

摩耗に強い。

落ち着いた印象の

突き板仕様２本溝デザイン。

床材 フィットフロアー（２本溝・突き板）

カラーバリエーション

●スモークオーク色 ●ウォールナット色 ●チェリー色 ●オーク色 ●メープル色 ●ホワイトオーク色

椅子の引きずりや掃除機など
による、

傷がつきにくい。

お手入れはから拭きだけ。

ワックスなしで美しさ
が長持ち。

汚れが染み込みにくく、拭き取り
やすい床材です。油汚れや食べ
こぼしなどのお掃除の手間も軽
減されます。

ワックスがけなしで、お手入れはから拭
きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、
汚れや傷もつきにくくなっています。
※ スリッパ裏面は月に1～2回洗浄してください。
※ すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もありま
す。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。

緻密で、平滑な塗膜をもつ塗装
仕上げは、すり傷がつきにくく、
光沢感が長持ちします。
※1 ピ アノ、冷蔵庫などの重量物の場合
は傷がつくことがあります。

食べこぼしやらくがきなどの

汚れがつきにくい。

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

※1 ※2

コーディネートしやすいベーシックな突き板タイプ。

ベリティス
VERITIS

トイレ収納 アラウーノ手洗い 埋め込み収納

収納の目安

・トイレットペーパー ×12
・掃除用シート × 3
・サニタリー用品 × 3

《 収納例 》

カラーバリエーション

●ソフト
ウォールナット柄

●ソフトオーク柄 ●ホワイトアッシュ柄

カラーバリエーション

ストック収納に便利な壁面埋め込み収納。

● 棚は3段です（可変棚は2段）。

● 左右兼用です。
● 埋込寸法：110～140（mm）※1

●開口寸法：375×855（mm）

● 壁面に直接取り付け可能。
● 扉の吊元は現場施工で左右変更可能。
● プ ッシュラッチ式。
● 扉の開き角度約100度。
※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸
法の限りではありません。（埋込み収納には壁面
固定ネジ用の下穴開口はありません）電動ドライ
バーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径＋
15mm程度の埋込寸法（約80mm）が必要です。

※イメージ写真です。実際とは異なります。

ＶＥＲＩＴＩＳ インテリア建材




