
カウンター下収納棚 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 HS3150730-3-4 

壁（アクセントパネルプラン） 

システムバス オプションシート（１）   

カウンター 

浴槽 ハンドグリップ 

床 

※ワンプッシュ排水栓  ※浴槽内ステップ付き 

ラウンド浴槽 

※ワンプッシュ排水栓  ※浴槽内ステップなし 

スクエア浴槽 

  浴槽形状 

クレイドル浴槽 

※ワンプッシュ排水栓  ※浴槽内ステップなし 

照明 

＋ ¥60,000（税抜） 

  お掃除ラクラクほっカラリ床  

タイル調 石目 

単色 

キューブ形 

ハイクオリティ照明 

（ＬＥＤランプ） 

丸形 

ハイクオリティ照明 

（ＬＥＤランプ） 

半球形照明 

（ＬＥＤランプ） 

ダウンライト 

（ＬＥＤランプ） 

 ダウンライト（電球色）   壁付け（電球色）  

± ¥0（税抜） 

＋ ¥21,000（税抜） 

± ¥0（税抜） 

＋ ¥21,000（税抜） 

２灯 

＋ ¥21,000（税抜） 

１灯 

± ¥0（税抜） 

+ ¥57,000（税抜） 

３灯 ２灯 

１灯 

２灯 

１灯 

プレミアムグレード 

ハイグレードⅡ 

  アクセントパネル   周辺パネル 

プリエホワイト 
 ボーテグリーン  ブリック 

ナチュラル 

 フォルクローレ 

 ホワイト 

 ユウベニ 

 ノーブルレッド 

 フローラピンク 

デュエット 

ブラウン 

＋ ¥10,000（税抜） 

＋ ¥20,000（税抜） 

＋ ¥30,000（税抜） ± ¥0（税抜） ＋ ¥50,000（税抜） 

カウンター下ワイヤーシェルフ 

１個 

＋ ¥12,000（税抜） 

シャワーヘッド 

エアインシャワー 

（ホワイト） 

-¥7,000（税抜） 

エアインシャワー丸形 

（メタル調） 

± ¥0（税抜） + ¥11,600（税抜） 

エアインシャワー120 

（メタル調） 

エアインクリックシャワー 

（メタル調） 

+ ¥8,000（税抜） 

エアインクリックシャワー 

（ホワイト） 

+ ¥1,000（税抜） 

ワンダービートクリックシャワー 

（メタル調） 

+ ¥7,400（税抜） 

ワンダービートシャワー 

- ¥3,000（税抜） 

スプレーシャワーS 

- ¥9,000（税抜） 

カウンター下収納棚 １個 

●収納棚カラー： 

   ホワイト／ベージュ／ブラック／ブラウン 

＋ ¥2,500（税抜） 

※収納棚のカラーはカウンターと同色に 

  なります。グラーノマリンを選択された場合、 

  収納棚の色はホワイトになります。 

カウンター上収納棚 鏡 

  お掃除ラクラク鏡  

お掃除ラクラク鏡 

フレーム付ハーフワイドミラー 

（W820×H400） 

フレーム付 

ハーフワイドミラー 

- ¥3,000（税抜） 

縦長ミラー 

- ¥16,100（税抜） 

お掃除ラクラク鏡 

縦長ミラー 

（W298×H1200） 

※写真はイメージです 

※収納棚のカラーはカウンターと同色になります。グラーノマリンを選択された場合、収納棚の色はホワイトになります。 

「縦長ミラー」の場合 

ホワイト ベージュ 

ブラック ブラウン 

＋ ¥7,000（税抜） 

フラット収納棚ガードバー付 

１段 

「フレーム付きワイドミラー」（標準仕様）、 

「フレーム付きハーフワイドミラー」の場合 

３段 ＋ ¥7,500（税抜） 

収納棚 

２段 ＋ ¥5,000（税抜） 

ホワイト ベージュ 

ブラック ブラウン 

セパレート収納棚・W１８０  

３段 ＋ ¥10,500（税抜） 

２段 ＋ ¥7,000（税抜） 

ホワイト ベージュ 

ブラック ブラウン 

横型ハンドグリップ 

（ステンレス製・メタル調） 

+ ¥48,000（税抜） ２本：ラウンド浴槽 

+ ¥24,000（税抜） １本：クレイドル浴槽、 

      スクエア浴槽 

  浴槽材質・カラー  

お掃除ラクラク人大浴槽 

ＦＲＰバス 

± ¥0（税抜） 

+ ¥120,000（税抜） 

ジュエリー 

ホワイトN 

ジュエリー 

ブラック 

ジュエリー 

クリーム 

ジュエリー 

ライトグレー 

ジュエリー 

ピンクＮ 

ジュエリー 

アクア 

ベージュ ホワイト 

ピンク 

アクア 

  浴槽エプロンカラー 

± ¥0（税抜） 

ホワイト ベージュ 

ライトグレー ブラック 

アクア 

ピンク 

横型ハンドグリップ 

（樹脂製・シルバー） 

+ ¥16,000（税抜） ２本：ラウンド浴槽 

+ ¥8,000（税抜） １本：クレイドル浴槽、 

      スクエア浴槽 

キリムレッド 

キリコサクラ 

ハープベージュ 

タルシア 

ベージュ 

ストリッシュ 

ブルー 

マテリアル 

アロマグリーン 

アースブラック 

ティントグリーン 

マテリアル 

アロマピンク 

セイラン 

モロッコミント 

アロマブラウン 

ファルティウッド 

スレンダー 

アクア 

スレンダー 

ベージュ 

ジオブラウン 

ブーケット 

ホワイト 

クレアライト 

グレー 

チアフル 

人工大理石 

グラーノホワイト 

ホワイト ホワイト 

ホワイト グラーノマリン 

グラーノベージュ 

グラーノブラウン 

グラーノブラック ホワイト 

ブラウン 

ベージュ 

ブラック 

木目 単色 

  お掃除ラクラクカウンター  

エプロン 

お掃除ラクラク人大エプロン 

ジュエリー 

クリーム 

ジュエリー 

ブラック 

ジュエリー 

アクア 

ジュエリー 

ピンクＮ 
ジュエリー 

ライトグレー 

ジュエリー 

ホワイトN 

+ ¥30,000（税抜） 

※「お掃除ラクラク人大エプロン」を選択される場合、 

 必ず「お掃除ラクラク人大浴槽」も同時選択して下さい。 

※別途、施工費がかかります。 
 



浴室テレビ 

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 HS3150730-3-4 

スライドバー 

調光システム 水中照明 

システムバス オプションシート（２）   

エアインオーバーヘッドシャワー インテリア・バー 

降り注ぐシャワーが 

身体を心地よく包み込む 

天井にすっきり 

納まる形状 

断熱 

オーディオ 

ブローバス 

明 中 暗 

スピーカー 

■ヒカルリモコン 

  （付属品） 

ブルーダウンライト 

背中側２ヵ所からパワフルに 

空気と湯水が噴出されます。 

心までほぐれるくつろぎの 

ひとときが味わえます。 

イメージ写真 

ドア 

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機 

イメージ写真 

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機 

ランドリーパイプ 

（1本付き） 

洗面所リモコン 浴室リモコン 

エアインオーバーヘッドシャワー 

+ ¥98,000（税抜） 

折戸 

（W８００･高さ２０００） 

ホワイト - ¥15,000（税抜） 

シルバー + ¥10,000（税抜） 

ブラック + ¥10,000（税抜） 

片引戸 

（W８００･高さ２０００） 

２枚引戸 

（W８００･高さ２０００） 

開き戸（透明強化ガラス） 

（W８００・高さ２０００） 

ホワイト + ¥75,000（税抜） 

シルバー + ¥100,000（税抜） 

ブラック + ¥100,000（税抜） 

ホワイト + ¥60,000（税抜） 

シルバー + ¥85,000（税抜） 

ブラック + ¥85,000（税抜） 

ホワイト + ¥95,000（税抜） 

シルバー + ¥120,000（税抜） 

ブラック + ¥120,000（税抜） 

断熱材パック（１６１６サイズ） 

お掃除ラクラクほっカラリ床用 + ¥17,000（税抜） 

カラリ床用 + ¥28,000（税抜） 

ブローバスＳＸⅡ（２穴タイプ・防振脚なし） 

+ ¥234,000（税抜） 

  浴槽横 Ⅰ型手すり（L=600）  

シルバー 

+ ¥20,600（税抜） 

Ⅰ型手すりL=600 

+ ¥15,600（税抜） 

タオル掛け ドア外タオル掛け 

角形（L=400・メタル調） 

＋ ¥3,000（税抜） 

ホワイト 

+ ¥5,500（税抜） 

ブラック 

+ ¥5,500（税抜） 

ドア外タオル掛け 

メタル調 

+ ¥10,000（税抜） 

ドア外タオル掛け（角形） 

 ＜ 開き戸専用 ＞ 角形（メタル調） 

ホワイト 

Ⅰ型手すりL=600 

スライドハンガー付 

インテリア・バー 

メタル調（Ｌ=1000）  

+ ¥22,000（税抜） 

+ ¥80,000（税抜） 

バスルームいっぱいのミストを浴びてリフレッシュしませんか？ 噴流に身をゆだねる心地よさ 

浴室テレビ(１６型ワイド） 

ゆったり湯につかりながら 

テレビが楽しめます。 

高画質＆ワイドな地上デジタル放送を 

バスタイムに。 

ホワイト（16型ワイド） 

+ ¥230,000（税抜） 

ブラック（16型ワイド） 

+ ¥230,000（税抜） 

※ワイドミラーと同時選択できません。 

浴室オーディオ 

天井から臨場感ある音楽や音声が 

バスルームいっぱいに広がります。 

+ ¥98,000（税抜） 

■ヒカルリモコン（付属品） 

※エアインオーバーヘッドシャワーと同時選択できません。 

水中照明 

１０色の幻想的な光浴で、リラックス空間を演出します。 

LEDを使用しているので経済的です。 

ブルーダウンライト 

浴槽を照らすブルーライトで 

リラックス空間を演出します。 

調光システム（LEDダウンライト用） 

ダウンライト（ＬＥＤ）の明るさを、 

お好みにあわせて調節できます 

LEDダウンライト用調光機能付き + ¥154,000（税抜） 

浴室内操作、LEDダウンライト用調光機能付き 

+ ¥70,000（税抜） 

調光機能なし + ¥129,000（税抜） 

※ダウンライト（LEDランプ）を 

  同時選択してください。 

■ヒカルリモコン 

  （付属品） 

水中照明は 

浴槽内側面への 

取り付けとなります。 

（埋め込みではありません） 

※水中照明、 

  調光システムと 

  同時選択できません。 

浴室内操作、 

調光機能なし 
+ ¥41,000（税抜） 

洗面所操作 + ¥28,000（税抜） 

■ヒカルリモコン 

   （付属品） 

※ダウンライト（LEDランプ）を 

  同時選択してください。 

※接続したオーディオ機器、 

  浴室テレビの操作や 

  音声切り替えはできません。 

+ ¥42,000（税抜） 

■ヒカルリモコン 

  （付属品） 

※調光専用 

  ダウンライト（LED） 

  となります。 

※ダウンライト（LEDランプ）を同時選択してください。 

※水中照明、ブルーダウンライトと 同時選択できません。 

※ブルーダウンライト、 

  調光システムと 

  同時選択できません。 

イメージ写真 

断熱天井 

断熱壁 

断熱床 

断熱トラップ 

イメージ写真 

浴室を断熱材で包みます。 

イメージ写真 

イメージ写真 

イメージ写真 

イメージ写真 

※別途、熱源機が必要となります。 

※別途、施工費がかかります。 


