
お願い：商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。試算条件は別紙を参照下さい。

living

安心・安全・清潔で
家族が健やかに過ごせる
健康な家

・家族がいつも健やかに過ごせる住まいにしたい！
・清潔で安全なものを選んで使いたい！
・アレルギー対策やシックハウス対策をしっかりしたい！

家族みんなが安心して使える、清潔性、安全性の高い
機能を選ぶことがポイントです。

デリケートな部分に使うものだからこそ
清掃性・清潔性にとことんこだわったトイレ

key09005

みんなが口にする「水」にこだわった
高性能浄水器をキッチンに

有害物質やニオイを吸着し
ダニやカビの発生も抑える健康建材

bathroom

清潔でリラックスできるだけではなく
家族みんなの健康面にも配慮したバスルーム

システムバスルーム　ラ・バス セレクトキッチン　イストkitchen

toilet タンクレスシャワートイレ　サティス 健康建材　エコカラット

こんな方におすすめ

おいしい水を安心してたっぷりお使いいただける、業界
最高水準の高性能カートリッジを採用しています。

■

お餅のカビの増殖にも差がでました！

■

アレルギーの原因である、カビ・
ダニの繁殖も抑えて、家族の健
康を守ります。

■

ホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着して低減させる
エコカラット。

[浴室換気乾燥暖房機 ] [ アクアジェット：4穴 ]

マッサージ効果とあたため効果で一日の疲れを芯から
ほぐすアクアジェット。

■

■浴室をあたためてヒートショックの危険から家族を
守る浴室換気乾燥暖房機。カビの発生を抑える効果
があり衛生的です。

エコカラットビニールクロス

カビ繁殖

[ レディスノズル ]

おしり洗浄とビデ洗浄が別々のツインノズルで清潔
設計。女性にやさしいレディスノズル。

■

■ノズル本体とノズルを守るノズルシャッターは着脱
式なので、こまめなお掃除が可能です。

センサーに手をかざすだけで吐
水・止水ができる。家族みんな
が使いやすいユニバーサル設計
のタッチレス水栓。

■

汚れやすいノズルまわりは外してきちんとお掃除できます。
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bathroom

ふつうに暮らすだけで
節水・省エネを実現できる
エコな家

・この先の地球のことを考えて、しっかりエコに取り組みたい！
・無理のない範囲で、できることからエコにチャレンジしてみたい！
・とにかく光熱費を節約したい！

エコすることがストレスにならない、
普通に暮らすだけでエコを実現できる設備選びがポイントです。

[ 超節水 ECO5] [ 省エネ暖房便座 ]

従来の使いやすさはそのままで
節水・省エネができる洗面化粧台

key09006

節水・省エネできてさらに家事ラク
楽しくエコできるキッチン

あったかさをキープする快適機能で
エコロジーも実現

toilet

大幅節水・節電を実現した
今話題の最新エコロジートイレ

■

たった５ℓでしっかり洗浄！水道代金が年間
13,500 円もお得な超節水 ECO5 トイレ。

■

使うときだけあたためる、省エネ暖房便座・
省エネ温水シャワーで電気代年間6,000円
お得。

タンクレストイレ　サティス セレクトキッチン　イスト

使用感は変わらずに、使うお水は従来品に比べ年間 1,200 円節水で
きる微細シャワー水栓。

■

■

電気を使わないくもり止めコーティングを採用。従来のくもり止め
ヒーターの15W分を節電。

[くもり止めコート ]

（都市ガスの場合）

■ 吐水・止水がこまめにできるタッチレス水栓
ナビッシュで出しっぱなしを解消。水道代、ガス代
合わせて年間10,700円もお得。

■ 食器洗い乾燥機は家事軽減だけでなく、手洗
いよりも節水・省エネできる優れものです。

[タッチレス水栓ナビッシュ][ 食器洗い乾燥機 ]

■

お湯の温度が冷めにくいサーモバスライトは追いだき回数が減らせ
て、ガス代年間 3,800円お得。

■

吐水・止水がこまめにできるプッシュ水栓。水道代、ガス代合わせ
て年間 12,700円お得。

お湯の温度が冷めにくい、サーモバスライト [ プッシュ水栓 ]

（都市ガスの場合）

（都市ガス・スプレーシャワーの場合）

シャワー吐水 整流吐水 ホース収納式

kitchen

powder room 洗面化粧台　エルシィ システムバスルーム　ラ・バス

こんな方におすすめ
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powder room bathroom

お手入れのしやすさに
とことんこだわった
家事ラクな家

・家事に掛かる時間を軽減して、ほかの事に時間を使いたい！
・ちょっとのお手入れで、ずっとキレイが続く住まいにしたい！
・おそうじをもっとカンタンにしたい！

お手入れのしやすさはもちろん、美しさが続く素材や機能を
上手に取り入れた設備を選ぶことがポイントです。

お洗濯や家事がラクになる
機能や工夫が満載の洗面化粧台

key09007

毎日のちょっとしたお手入れで
いつもきれい、いつも清潔なキッチン

お掃除をカンタンにするアイデアが
いっぱいのバスルーム

toilet

汚れのつきにくさ、お掃除のしやすさに
とことんこだわった「きれいトイレ」

タンクレスシャワートイレ　サティス セレクトキッチン　イストkitchen

洗面化粧台　エルシィ システムバスルーム　ラ・バス

こんな方におすすめ

お願い：商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品の見本でお確かめください。

・家事に掛かる時間を軽減して、ほかの事に時間を使いたい！
・ちょっとのお手入れで、ずっとキレイがつづく住まいにしたい！
・おそうじをもっとカンタンにしたい！

こんな方に
おすすめ

お手入れのしやすさにとことんこだわった、家事ラクな家

毎日のちょっとしたお手入れで
いつもきれい、いつも清潔なキッチン

kitchen

PRPSC0-090730-009b

お手入れのしやすさはもちろん、美しさが続く素材や機能を上手に取り入れた設備を選ぶことがポイントです。

お掃除をカンタンにするアイデアが
いっぱいのバスルーム

bathroom

お洗濯や家事がラクになる
機能や工夫が満載の洗面化粧台

powder room

[一体成形カウンター ]

toilet

汚れのつきにくさ、お掃除のしやすさに
とことんこだわった「きれいトイレ」

[ 電動お掃除リフトアップ ][ キレイ便座 ] [ キレイ便器 ]

■

継ぎ目がないからサッとひと拭きでキレイになるキレイ便座。■

■

ボタンひとつで機能部がリフトアップ！気になるすき
間もしっかりお掃除できる電動お掃除リフトアップ。

水アカ汚れ、キズ・細菌汚れを解消してくれるキレイ便器。

お洗濯時に大活躍！ランドリータイプのトールキャビネット。

■ 洗濯物や洗濯グッズをすっきり収納できる
ランドリータイプのトールキャビネット。

■ 継ぎ目がない洗面ボウルでお手入れラクラ
クな一体成形カウンター。

お手入れカンタンなバリアコートワークトップ！

■

汚れやすい継ぎ目部分をなくしたお手入れ
しやすいおそうじラクシンク。

■

コンロまわりの気になる油汚れもサッとひ
とふきでキレイになるバリアコートワーク
トップ。

[キレイ床 ][ くるりんポイ排水口 ] [ キレイドア ]

■

水はけがよく、皮脂汚れがこびり付きにくい、
最新技術のキレイ床。

■

汚れやすいパッキンをなくしたお掃除カンタ
ンキレイドア。

■排水口のお掃除がラクなくるりんポイ排水口。

従来品 キレイ便器

[ おそうじラクシンク ]

対応シリーズ サティス

対応シリーズ エルシィ　　／ ラルージュ

対応シリーズ イスト　　／ グランピアッセ

対応シリーズ ラ・バス　　 ／ ラ・バス テイスト
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powder & bathroom

量だけではなく
質までしっかり考えた
収納上手な家

・収納スペースはできるだけたくさん欲しい！
・デッドスペースも無駄なく収納したい！
・細かいものをキチンと収納できる場所が欲しい！

収納量はもちろん、適材適所にキチンとしまえるかしこい収納を
多くもつ設備を選ぶことがポイントです。

暮らしに欠かせない「洗面」「洗濯」「入浴」に必要な収納が揃った、洗面化粧台とバスルーム

key09004

タンクレストイレだから実現できる
収納たっぷりのトイレ空間

kitchen

キッチン用品・食器はもちろん
リビング空間で使いたい物も収納できるキッチン

リビングキッチン　グランピアッセ トイレ手洗　キャパシアtoilet

洗面化粧台　ラルージュ システムバスルーム　ラ・バス

こんな方におすすめ

■

■ ■

・収納スペースはできるだけたくさん欲しい！
・デッドスペースも無駄なく収納したい！
・細かいものをキチンと収納できる場所が欲しい！

こんな方に
おすすめ

量だけじゃなく質までしっかり考えた、収納上手な家
収納量はもちろん、適材適所にキチンとしまえるかしこい収納を多くもつ設備を選ぶことがポイントです。

世界最小コンパクトサイズのサティスとの組合せる事で
収納たっぷりの手洗カウンターが設置できます！
※メーターモジュール（間口 870ｍｍ以上）の空間が必要です。

トイレブラシやペーパー、
生理用品まで、これ1台で
たっぷり収納できます！

書籍や小物をしっかり収納できる対面側収納。 ［サービスカウンター］

これだけ
収納できます

けこみ部分は体重計収納踏み台内部にも収納可能

■ 化粧台本体に踏み台を内蔵した
ステップスライドキャビネット。
踏み台内部も収納スペース。

■ かさばる洗濯物や洗濯グッズを
スッキリ隠して収納する、トール
キャビネット [ ランドリータイプ ]。

■ 家族みんなのお風呂用品
がスッキリ納まる間仕切
りユニット [ 収納タイプ ]。

洗面側からの取り出しも可能なスルー窓付き

リビング空間で使うものを収納できる、対面側収納。

たっぷり収納できて座って家事作業できるオープンタイ
プのサービスカウンター。


