
　天板 キッチンパネル―

◆ホーロー製　Hタイプ

ﾛｯｼｭ
ﾎﾜｲﾄ

ﾛｯｼｭ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾏｲﾙﾄﾞ
ﾎﾜｲﾄ

ライト
ﾍﾞｰｼﾞｭ

食器洗い乾燥機

◆EW-DP45S

レンジフード

◆VNS-901

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

SYSTEM　KITCHENSYSTEM　KITCHENSYSTEM　KITCHENSYSTEM　KITCHEN
＆COLOR＆COLOR＆COLOR＆COLOR TAKARA　　　　STANDARD

◆天板　人造大理石

シャインベージュ

シャインホワイト

シャイングレー

ナチュラルホワイト

◆ＴＮ55AＶ60ＣＢ

ガスコンロ

クリアパールブラッククリアパールブルー

クリアパールグレークリアパールピンク

クリアパールホワイト

KU-6000CMQU-1604CM KU-6500CMQTU7830CM KU-6118CM KU-6522CM KU-6613CM ANU2767CM

NYU1932CM AYU2666CM AU-2598CM LNU2664CM NYU2682CM ANU2580CM

ANU2567CM

ANU2684CM ANU2596CM

ANU2568CM ANU2597CM AU-5903CM

TYU464C ANU274CM

ANU2665CM TYJ2255CTYU2250CTYC469C TJK470C TYU2252C TYU2261C

HU-7158CM

◆S-F402TT (S)

◆オールスライドタイプ　扉：メラスクープ仕様　ヘティヒソフトクローズ（キッチンのみ）・ホーロー底板（キッチンのみ）

◆トールユニットW900　家電収納W900

131023KBTH前川

◆ＣＳ－ＫＧ32M

IHクッキングヒータ―

※イメージにつき、実際の仕様とは異なります。

※イメージにつき、実際の仕様とは異なります。



｜壁パネルカラー｜〈アクセント張り〉

浴室側をパッキンレスに

してカビの発生を抑え、ド

ア下の換気開口をタテ向

きにしたのでホコリがた

まらず外観もスッキリに

なりました。

タテ型ガラリとパッキンレスで
すべてのドアがおそうじラクラク。

パッキンレスゴムパッキン

換気開口

従来のドア キレイドア

ＦＲＰ浴槽 ※巻きフタ付

フロフタ 鏡＆収納 浴室ドア

洗い場側水栓天井＆照明 換気設備

※カラー＆小組み P@SS×108 で収まります。

｜浴槽カラー｜FRP ｜エプロンカラー｜ ｜床カラー｜単色

３形状からお選び頂けます。

スライドフック付握りバー

カウンター

うずのチカラで、排水口のおそうじラクラクポイント 汚れやすかった部分をなくしておそうじラクラクポイント

くるりんポイ排水口

光熱費をかけずに、足裏の「ヒヤッ」を解消ポイント

キレイサーモフロア

キレイドア

皮脂汚れがつきにくく、落としやすい床。

光熱費をかけずに、足裏の「ヒヤッ」も解消。

※イメージ図です。

断面図

表面処理層

〈親水基〉水となじむ成分

〈撥油基〉油をはじく成分

水はけの良い溝パターン

中空バルーンを含む断熱層

床本体を構成する基材層
ラウンドライン浴槽 ストレートライン浴槽

ストレート
ライン浴槽

エコベンチ浴槽
ラウンドライン浴槽

エコベンチ浴槽

プッシュワンウェイ
排水栓<メタル調>

操作ボタン 排水栓

浴槽内握りバー<グレー>

ｸﾞﾗﾆｯﾄﾎﾞｰﾀﾞｰ
ﾎﾜｲﾄ

HN471
ﾓﾉｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN481
ｸﾞﾘｼﾞｵｾﾗﾄﾞﾝ

HN491
ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ

HN173
ｼｬﾝﾊﾟｰﾆｭ

HN174
ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ

HN181
ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

HT311
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

HT312
ｸﾘｴﾓｶ

HT241
ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ

HT231
ﾋﾟｴﾄﾗｱｽﾞｰﾙ

アクセントパネル：Ｌパネル（鏡面）

ベースパネル：Ｌパネルアクセントパネル：Ｌパネル（ＨＴ）

HT211
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ

HT212
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

HN641
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾀﾞｰｸ

HN442
ﾏｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸ

HN441
ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ

HN171
ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN172
ﾋﾟﾝｸｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN151
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾎﾜｲﾄ

HN891
ｱﾗﾍﾞｽｸﾌﾞﾗｯｸ

HN461
ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

HN451 HN642
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN651
ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

ゴミをまとめて、お掃除ラクラク。
うずのチカラでキレイな
排水口。

※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水 
　位が150㎜以上必要です。

ゴミ捨ては たったの２ステップ

浴槽から
の排水

ヘアキャッチャー

排水トラップ

排水 ※イメージ

うず流

シンプル形状に進化

もっとお掃除がカンタンに

STEP1 STEP2

くるりんポイ排水口従来の排水口

クランクレス水栓<メタル調>
+スイッチ付エコフルシャワー<メタル調>

ドレッサーカウンター（スタンダード）

平天井+ネオサークル照明（蛍光ランプ）

100V換気乾燥暖房機

：常時換気機能付

キレイ鏡は特殊コーティングで水や汚れ
をはじき、シリカ汚れの固着を防ぎます。 

高級収納棚180W(2段)

折り戸[11mm段差](800W)

スライドフック付
握りバー<メタル調>

シャワーホース
フック〈メタル調〉

タオル掛<メタル調>

巻フタ

※写真はイメージです。
　見積り内容とは異なる場合があります。

LE301
ﾎﾜｲﾄ(ﾏｯﾄ)

LE701
ﾎﾜｲﾄ(EB)

NW1
ﾎﾜｲﾄ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

G94
ｸﾞﾘｰﾝ

P91
ﾋﾟﾝｸ

N86
ﾎﾜｲﾄ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

U61
ｸﾞﾚｰ

FW1
ﾎﾜｲﾄ

N11
ﾌﾞﾗｯｸ

EFD-G1-1A（１灯）

UFD-110A

NT-180A(7)-2S/C03+CH

VDY-8002006R(73)

CKNB(7)-B-L1000/CH

KF-61S-PU1

BL-SC75154-R

LAP-1582-T (1 本 )

ランドリーパイプ

ワイドミラー
KGM-13240S-C

HT313 ※A
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

PRPSC0-131023-016a

※写真はイメージです。

スタンダード仕様 (2013 年仕様 )

システムバスルーム　キレイユ

TYPE：1616 サイズ　BJDS-1616LBZ



排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフラ

ンジをなくして拭き掃除もカンタンです。

大口径サイズ

フランジあり フランジレス

ゴミをキャッチ

ヘアキャッチャー

通水部

新形状
ヘアキャッチャー

フランジ

フランジ

排水栓は着脱式なので

部品をばらしてキレイ

に洗えます。

水栓金具

※カラー＆小組み P@SS×108 で収まります。

奥行き５００㎜のコン

パクト設計でありな

がら、洗面器容量１６

Ｌと、仮置きスペース

や洗面器の大開口を

両立しました。

滑らかなカウンターから

ボウルへのスロープ。

ゆったりとしたカーブの

ボウル。

ビルトイン水栓で、ハイ

バックガードのお手入れ

しやすさがアップ。

洗面器開口

４３５㎜

カウンター奥行

５００㎜

ハイバックガード

仮置きスペース

LF-HC397SY-MB

水ハネの少ない微細シャワー吐水で、従

来比20％の節水タイプ〈4人家族の場合、

1日バケツ1.5杯分(約14L)〉｡

吐水切替(シャワー吐水) 吐水切替(整流吐水) ホース収納式

シングルレバーシャワー水栓

水栓は、お掃除もしやすいビルトインタイプ

従来のシングルレバー混合水栓

は、レバーハンドル正面の位置で

お湯が出るため、無意識のうちに

無駄なお湯を使っていました。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

従来品

混合

湯 水

お湯が混合する

位置はクリックで

お知らせします。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を出す省エネ設計。

混合

湯

水カチッ

エコハンドル

化粧台本体 ミラーキャビネット

無駄なお湯を節約ポイント

エコハンドル

3面鏡(全収納・蛍光灯照明)

５㎝刻みで高さを自由にアレンジ。入れる

ものの高さにピッタリ合わせられます。

トレイ３段 トレイ２段

５㎝

背の低いものの場合 背の高いものの場合

LCJ2HK-905SY MLCJ1-903TXU

引出タイプ

取り出したいものがひと目で見つけられ

る引出収納がついたキャビネットです。

けこみ部は、動きやす

いだけでなく踏み台な

ども収まる高さです。

けこみ高さ
１５０㎜

900 500

800

1,060

900
176

904

｜扉カラー｜ ｜カウンターカラー｜

スタンダードハイグレード

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

取っ手タイプ

※ハンドル仕様の場合
ハイグレード扉は取っ手の色がシルバー、
スタンダード扉は取っ手の色がホワイトに
なります。

VP1
ﾎﾜｲﾄ

VR1
ﾌﾞﾗｳﾝ

奥行きコンパクトでスタイリッシュポイント 大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープポイント

スタイリッシュカウンター てまなし排水口

取っ手レス仕様 ハンドル仕様

PRPSC0-131023-016b

スタンダード標準仕様（2013 年仕様）

洗面化粧台エルシィ ＜Ｍセレクション＞

TYPE：間口 900mm　LCJ2HK-905SY/MLCJ1-903TXU
※写真はイメージです。



｜カラーバリエーション｜ ｜リモコン｜

アクセサリー

片手でカンタンにペーパーの交換が
できるワンタッチ式です。

ワンタッチ式紙巻器
CF-22H

寸法：136(φ8)×37×156
タオルリング
スタンダードシリーズ
KF-91

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ポイント 汚れがつきにくくお掃除
ラクラクで「キレイ」

ポイント

超節水ＥＣＯ５ すっきりキレイ

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色 (納期約２週間 )

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

使わないときはノズルを収納。

男子小用時などの汚れの心配も

なく、ノズルはいつも清潔。

着脱式でお手入れも簡単です。

ノズルシャッター

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座

裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便

座です。

キレイ便座

従来便座 キレイ便座

サッとひと拭きした状態

※1989～2001年発売品

（おフロ１杯を180Lで計算）

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。

従来品※(大１３Ｌ)と比べ、約６９％の節水を実現。

２日でオフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。

また、水道料金なら年間約１３,８００円 もお得です。

勢いのよい水流で、グルッと

強力に洗い流します。

写真は洗浄イメージです。

まる洗い洗浄 ハイパーキラミック

高硬度のジルコンを釉薬の表面

まで含んでいるので、キズがつき

にくく、陶器の美しさ

を長く保てます。

擬似汚物を塗布 洗　浄 洗 浄 後

汚物汚れに強い

コンパクト設計 女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。

おしりノズル

レディスノズル

二つの節電の併用で、電気

料金大幅節約！

しっかりエコ

■スーパー節電

■ワンタッチ節電
スイッチ操作で一定時間、

ヒーターをオフにして節

電します。

使わないときは、自動的

に便座温度と湯温を下げ

て節電します。

防露便器・防露タンク

防露便器、防露タンクは、

高い防露効果を持ち結露の

発生を大幅に軽減できます。

防露便器 防露タンク

タンクが３０㎜ 薄くなり、

トイレ空間をより広く。

３０㎜

７６０㎜

ゆったり
大型便座
３０６㎜

スタンダード仕様 (2013 年仕様 )

PRPSC0-131023-016c

ベーシア シャワートイレ <1F>

TYPE：BC-B10SU　DT-B281U
※写真はイメージです。



アクセサリー

片手でカンタンにペーパーの交換が
できるワンタッチ式です。

ワンタッチ式紙巻器
CF-22H

寸法：136(φ8)×37×156
タオルリング
スタンダードシリーズ
KF-91

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ポイント ポイント

暖房便座

本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるの

で、便座とのすき間掃除にも困

りません。

ゆっくり閉じて安心・快適の

スローダウン便座。ゆっくり閉

まり、不快な音を防止します。

スローダウン機構

ハイパーキラミック

高硬度のジルコンを釉薬の表面

まで含んでいるので、キズがつき

にくく、陶器の美しさ

を長く保てます。

擬似汚物を塗布 洗　浄 洗 浄 後

汚物汚れに強い

タンクの横幅が従来品より２０㎜

スリムになりました。

シンプルデザイン

横幅
２０ｍｍ
スリムに

３８０㎜

スローダウン機構付暖房便座（大型）

ゆっくり閉じて安心のスローダウン

便座・便フタ機能を搭載しています。

CF-18ALJ

上から１００％流して
汚れを残さずしっかり洗浄。

超節水ＥＣＯ６ しっかり洗浄

（おフロ１杯を180Lで計算）

大洗浄６Ｌ、小洗浄４．５Ｌの「超節水ＥＣＯ６トイレ」。

従来品※(大１３Ｌ)と比べ、約６２％の節水を実現。２日でオフロ１杯分以上

（248L）節約できます。また、水道料金なら年間約１２,５００円 もお得です。

便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から

１００％ぐるりと流す強力な洗浄方式により、

便器内の汚れをまるごと洗い流します。

※1989～2001年発売品

Ｌセレクション従来型ゼット口付便器

｜カラーバリエーション｜

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色 (納期約２週間 )

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

スタンダード仕様 (2013 年仕様 )

PRPSC0-131023-016d

Ｎｅｗ  ＬＧ便器 <2F>

TYPE：C-100S　DT-4850
※写真はイメージです。実際とは異なります。




