
■ 洗面器置きカウンター

直線にこだわるフォルムと機能性を両立させたデザイン
のカウンターです。水栓の上部はちょっとした小物置きに
なります。壁付水栓は高級感あふれるメタル調。
（浴槽水栓なし）

■ 壁付水栓（メタル調セット）

＆ワンストップシャワー

直線にこだわるフォルムで空間をスタイリング。

システムバスルームのご提案

■使い勝手にあわせて 『選べる浴槽バリエーション』

ベンチを設けて半身浴に使える ラウンドバス

a c

満水容量が２８０ℓ。従来モデルより約１割削減させ、

給湯にかかる光熱費が節約できる「エコ」な浴槽です。

ポップアップ排水栓

b:半身浴ベンチ

c : 満水容量

b

a:ヘッドレスト

a

b

ゆったりつかれるような、

心地よい傾斜。

足を伸ばしてゆったりとお湯につかれるの、

まるでリゾート地にいるような最上の心地よさ。

c

c:足が伸ばせる底部寸法

b:ゆとりの肩幅寸法

従来よりも広い670ｍｍ。
リラックス浴が可能です。

ポップアップ排水栓

従来よりも広い1100mm設計。
足を伸ばして入浴できます。

足を伸ばしてゆったり入れる スクエアバス

a:ヘッドレスト

ゆったりつかれるような、

心地よい傾斜。

従来の浴槽より約２０リットル削減。

使用する水の量が減ってエコで節約。

お子様も座りやすいので、

親子で入浴も楽しめます。

■ ミクロストップ

浴槽底の凸部に微細な砂目加工を施しすべり
にくくすることで、お子様からお年寄りまで安心
して入浴できるようになりました。

※イメージ合成画像です。
お客様の仕様とは異なります。

簡単にポイｯ！

■ 『楽すてヘアキャッチャー』
洗い場排水の勢いだけで
流れた髪の毛が自然にまとまる！

ツマミを持ち
反時計まわり
にまわします。

ヘアキャッチャー
を持ち上げます。

スポンジが入り込み
やすいなめらか形状で
お掃除もしやすい！

髪の毛がまわり込んで流れるため、
からまずにまとまとまりやすい
「楽すて」形状です。

安心・安全・心地よさを追求した
「スマイルフロア」。濡れた状態で
もすべりにくく、小さなお子さまや
お年寄りにも安心です。

■ スマイルフロア 断熱仕様■ 保温浴槽 （断熱クミフタ・折りたたみフック）

４時間たっても、
浴槽の湯温低下はわずか２.５℃以内！

追いだきが減り、光熱費の節約にもなる
お得な省エネ仕様です。

浴槽を断熱構造にしました！
■ 断熱クミフタ

フロフタ

■ フロフタフック
（ホワイト系）

Style M
1616サイズ（1坪）

System Bathroom

システムバスルーム フェリテ

ＦＲＰ浴槽／エプロン
壁：Ｊパネル（鏡面・エンボス＆プレーン）

フロントチェンジプラン

【ベースパネル】

ステップホワイト

床

スマートホワイト

スマートブラック

スマートベージュ

スマートホワイト

コーラルピンク

フォレストグリーン

ＦＲＰ浴槽カウンター

ブラック

ホワイト

ワイドシェルフ

浴槽形状

ラウンドバス

スクエアバス

エプロン

ブロックオリーブ モザイクピンク

ブロックグリーン モザイクミント オークナチュラル

ブロックブラウン チェックグレー オークミディアム

ブロックブラック チェックボルドー オークダーク

ミディアムグレー

ミディアムベージュ

ディープグレー

洗面器置台：スマートホワイト
ベース：スマートホワイト

洗面器置台：スマートホワイト
ベース：スマートブラック

洗面器置台：スマートブラック
ベース：スマートホワイト

洗面器置台：スマートブラック
ベース：スマートブラック

■ 折戸（すっきりタイプ）

ロック付
５㎜段差

カビの生えやすいドアパッキンがなく
汚れが溜まるガラリがないからお掃除簡単

■ スリムミラー１１００

全身をカバーするスリムミラー1100は、
こだわり空間に最適です。

SUSフレーム付
W＝300㎜ H＝1140㎜

■ 洗面脱衣室用タオル掛け（Ｗ６００）

ＫＦ－６３Ｓ

■ ｽﾗｲﾄﾞｼｬﾜｰﾌｯｸ付
握りﾊﾞｰ （メッキ）

Ｌ＝1000㎜

位置を調整で
きるシャワー
フックがついた
握りバーです。

■ ポップアップ排水栓

ワンプッシュで、ラクに排水。

■ タオル掛け

メッキブラケット

■ 天高２２００
＆フラット天井

断熱仕様

結露しにくい断熱仕様＆広
がりを感じる天井高2200㎜

■ リフレクト照明

１灯

スクエアな形で新しいデザイン

蛍光灯用

■ 換気扇（標準タイプ）

■ ワイドシェルフ（２段）

収納棚の幅を広げ、収納力をＵＰ。
一般的なボトルが３本置けます。
また簡単に取りはずせるので、
お手入れも簡単です。

内寸222ｍｍ

内
寸

90
ｍ
ｍ



横長ミラー

鏡への浴室内の映り込みが、
広々とした空間を演出します。

スタイリッシュ水栓
（Style R）

洗い場をすっきりとみせる
凹凸の少ないデザイン。

くもり止めヒーター

９インチバステレビ
（地上デジタル放送標準対応）

お風呂の中で色鮮やかな
高画質の映像を楽しめます。

334×180×34mm
（幅×高さ×奥行き）
ＶＢ－Ｊ９０１－ＨＴ

リモコン付

足元ラック

置き場所に困る洗剤や
スポンジなど浴室用の
お掃除グッズをすっきり
収納できます。

ワイドシェルフ
（１段追加）

一般的なボトルが３本入る
ゆったりサイズの小物棚。
簡単に取り外せます。

Ｉ型握りバー
（１本追加）

４００㎜／ホワイト系／浴槽横

※イメージです。

＋ ¥6,000 ＋ ¥16,000

ＬＥＤ ダウンライト
（4灯）

＋ ¥25,000

＋ ¥70,000 ＋ ¥700 ＋ ¥4,000 ＋ ¥4,000

開き戸

使い勝手に優れた、
インテリア性の高い框戸。

ロック付
５㎜段差

汚れが溜まるガラリが
ないからお掃除簡単

＋ ¥6,000

片引戸

浴室内に人がいても
開閉しやすい片引戸。

汚れが溜まるガラリが
ないからお掃除簡単

ロック付
５㎜段差

＋ ¥30,000

ゆったりと出入りのできるワイド
なドアは、開閉しやすい引戸。

３枚引戸

汚れが溜まるガラリが
ないからお掃除簡単

ロック付
５㎜段差

＋ ¥38,000

電気代も抑えられて大変省エネ。
長寿命・低消費電力のＬＥＤ照明

プラズマクラスター付
100V換気乾燥機

浴室のカビの発生やニオイを
除菌イオン機能で抑制します。

ＢＳ－１４１ＥＨ－ＣＸ－２－１６００

リモコン付

＋ ¥60,000

100V換気乾燥機

システムバスルームのご提案【オプション】

System Bathroom

システムバスルーム フェリテ

鏡裏面にヒーターを貼り付け、
ヒーターの熱で鏡のくもりを
抑えるためのセットです。

換気・暖房・乾燥など、魅力満
載です。２４時間換気機能付。

Ｖ－１４１ＢＺ－ＨＴ－１６００

＋ ¥38,000

リモコン付

シャープなデザインが特長
です。

照明
（１灯追加）

＋ ¥7,000

蛍光灯用

＋ ¥33,000

※イメージ画像
（奥の照明は壁の映りこみです）
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