
SYSTEM BATHROOM 標準仕様標準仕様標準仕様標準仕様

※写真は壁ブロックブラック＆リーガホワイトのイメージです。

SJM-1616

の４つの視点で、

シンプルで有用的なデザインを考えています。

Utility design

清掃性清掃性清掃性清掃性 エエエエ ココココ安心機能安心機能安心機能安心機能 収納機能収納機能収納機能収納機能

日常にそっと寄りそう

特別なひとときを。

●●●● くつろぎくつろぎくつろぎくつろぎ浴槽浴槽浴槽浴槽 LUXZLUXZLUXZLUXZ（（（（ラグゼラグゼラグゼラグゼ））））８００８００８００８００

満水容量320Ｌ

心身心身心身心身ののののリラックスリラックスリラックスリラックスはははは新新新新・・・・バススタイルバススタイルバススタイルバススタイルからからからから。。。。

足を少し上げてリラックスして座れるオットマン付ソファのように

心地よく入浴できます。また姿勢を保つための足止めとしても

お使いいただけます。

100㎜

フットレストフットレストフットレストフットレスト

足を伸ばして入浴できるフットレスト。

ⓐⓐⓐⓐ

ⓑⓑⓑⓑ

ⓒⓒⓒⓒ

ⓓⓓⓓⓓ

ヘッドレストヘッドレストヘッドレストヘッドレスト

首筋から頭のラインに

馴染む形状を浴槽のカタチに

取り入れました。

ⓒⓒⓒⓒ

ⓓⓓⓓⓓ

ⓔⓔⓔⓔ

200㎜

家族家族家族家族でゆったりでゆったりでゆったりでゆったり親子親子親子親子のふれあいがのふれあいがのふれあいがのふれあいが楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます。。。。

小さなお子様と同じ目線で、向き合って対話ができます。

半身浴を楽しむスペースとしても使用できます。

●●●● ファミリーファミリーファミリーファミリー浴槽浴槽浴槽浴槽 ASOVIXASOVIXASOVIXASOVIX（（（（あそびあそびあそびあそびッッッックスクスクスクス））））８００８００８００８００

コミュニケーションベンチコミュニケーションベンチコミュニケーションベンチコミュニケーションベンチ

小さなお子様と同じ目線で

向き合って対話ができる

浴槽内ベンチ。

満水容量300Ｌ

ⓐⓐⓐⓐ

ⓑⓑⓑⓑ

ⓔⓔⓔⓔ

ポップアップポップアップポップアップポップアップ排水栓排水栓排水栓排水栓

ワンプッシュでラクに

排水が行なえます。

すべりにくいすべりにくいすべりにくいすべりにくい浴槽浴槽浴槽浴槽 『『『『ミクロストップミクロストップミクロストップミクロストップ』』』』

浴槽底の凸部に微細な

砂目加工を施しました。

安心機能安心機能安心機能安心機能

入浴中、自然にひじを掛けられ

リラックスした姿勢を保てます。

アームアームアームアームレストレストレストレスト

おしりおしりおしりおしりターンスペースターンスペースターンスペースターンスペース

いったん腰を掛けて楽な姿勢で

出入りできます。

ⓐⓐⓐⓐ

ⓑⓑⓑⓑ

Select Style ライフスタイルにあわせて選べる浴槽

クリアな枠との

組み合わせが

美しく光を

反射する照明。

１灯■ リフレクト照明
■ ワイドシェルフ （２段）

内寸222㎜

内寸

90㎜

クリアでシンプルな小物棚は一般的な

ボトルが３本置けるゆったりサイズ。

簡単に取り外して

丸洗いも可能です。

収納機能収納機能収納機能収納機能清掃性清掃性清掃性清掃性

浴槽が壁・防水パンに

囲まれている二重の

防水構造なので

万一の漏水も安心です。

■ ニ分割・ニ重防水パン
安心機能安心機能安心機能安心機能

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！

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！

■３体験フロア

入浴中 ３０分経過 翌朝

安心機能安心機能安心機能安心機能 清掃性清掃性清掃性清掃性

「すべりにくい」「お掃除しやすい」「乾きやすい」で

お風呂の不満を解消します。

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。

簡単にポイｯ！

髪の毛にふれずに、

簡単に捨てることができます。

■楽すてヘアキャッチャー
清掃性清掃性清掃性清掃性

■ タオル掛け

（メッキ系 ブラケット）

安心機能安心機能安心機能安心機能

■ 折戸

出入口の段差を抑え

高齢者の方にも

配慮しました。（ロック付）

バリアフリー段差

開口幅：658㎜

ホワイト

■保温浴槽（断熱クミフタ）

断熱断熱断熱断熱クミフタクミフタクミフタクミフタ

((((専用専用専用専用フックフックフックフック付付付付））））

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。

４時間たっても、浴槽の湯温低下はわずか約２℃

エエエエ ココココ

■ 壁付水栓（メタル調）

ハンドル：メッキ

ホース：シルバーホース

ヘッド：メタル調

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。

■ シャワーフック付

握りバー （メッキ）

安心機能安心機能安心機能安心機能

※※※※イメージイメージイメージイメージ

直線にこだわるフォルムで空間をスタイリング。

■洗面器置きカウンター 清掃性清掃性清掃性清掃性

カウンターの左右の奥行きを

洗面器置き台より狭めることで、

カウンター下の床や壁まで

お掃除しやすくなりました。

水栓の上の小物棚は、

収納スペースとして使えます。

■ 横長ミラー（２分割）

浴室内の映り込み効果で、

バスルームをワイドに演出。

※ご提案させていただきますシステムバスルームは、メーカーの廃盤等により予告無く仕様変更する可能性がございます。写真等は全てイメージです。印刷の為、実際のカラーとは異なります。どうぞご了承下さい。 10XUAA7VUA23-827

※フロフタ収納は、ポップアップ排水栓の上置きとなります。

■ フラット天井

天井高さ2200㎜

■ プラズマクラスター付

100Ｖ 換気乾燥機

カビの発生やニオイを、除菌イオン機能で

抑制します。（ランドリーパイプ１本、ブラケット４個）

BS-141EH-CX-2

（24時間換気機能付）

owner
タイプライターテキスト

owner
タイプライターテキスト
ハッピータウン口田中　2012/02/10



SYSTEM BATHROOM カラーコーディネートカラーコーディネートカラーコーディネートカラーコーディネート表表表表

浴室を個性豊かに演出

透明感のある輝きとなめらかな質感のアクリル系人造大理石浴槽。

質感・感触・清掃性 どれをとっても優れています。

キズつきにくさ（硬度）

色の変わりにくさ（耐候性）

汚れの落ちやすさ（汚染回復率）

搬入性（軽さ）

アクリット ＦＲＰ

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★★★

さまざまなインテリアに合わせやすいカラーラインナップ７色。

多彩な壁バリエーションで空間を演出します。

鏡面が美しい

ブライティアライト壁

縦方向の模様が躍動感や緊張感を感じさせるのに対し、

横方向への模様は、くつろぎ・落ち着き感を与える

視覚的効果があるとされています。

横方向へのブロック柄、ライン柄、木目柄。

浴室＝くつろぎの場所 にふさわしいデザイン柄です。

マットな質感の温もり溢れる木目調

ブライティアマット壁

フロントチェンジプラン

フロントパネル（正面壁）と

ベースパネル（他の３面の壁）を

異なる色柄で構成するプラン。

２色のコントラストが空間に

アクセントを与えます。

※ご提案させていただきますシステムバスルームは、メーカーの廃盤等により予告無く仕様変更する可能性がございます。写真等は全てイメージです。印刷の為、実際のカラーとは異なります。どうぞご了承下さい。
10XUAA7V

Elegant
（ エ レ ガ ン ト）

ラインピンク

Natural
（ナ チ ュ ラ ル）

パールライムブロックブラック

Stylish
（ス タ イ リ ッ シ ュ）

オークナチュラル

（木 目）

Woody Natural 

【ワイドシェルフ】

ブラック

ホワイト

【床】

フィールダーク

フィールキャメル

フィールグレー

【浴槽エプロン】

スマートホワイト

チャコールグレー

【カウンター】

洗面器置台：スマートブラック

ベース：スマートブラック

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：スマートブラック

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

アクリブラック アクリブラウン

アクリマリン

アクリライム

アクリホワイト

アクリピーチ

【人造大理石（アクリット）浴槽】

アクリアイボリー

【壁：ブライティアライト・ブライティアマット（フロントパネル）＆ラミリア（ベースパネル）】

ラインピンク（鏡面）

ライングレー（鏡面）

ラインブラウン（鏡面）

ラインブルー（鏡面）

パールライム（鏡面）ブロックブラック（鏡面）

ブロックブラウン（鏡面）

ブロックグリーン（鏡面）

ブロックオリーブ（鏡面）

オークナチュラル（マット）

オークダーク（マット）

リーガホワイト（エンボス加工）

【ベースパネル】

※上記壁カラーはブライティアライト・ブライティアマット壁 ➔ フロントパネル（正面壁）カラーと

ラミリア壁 ➔ ベースパネル（他の３面の壁）リーガホワイトの組合せになります。

〔基本カラー〕

Modern
（モ ダ ン）

ライングレー

UA23-827

owner
タイプライターテキスト
ハッピータウン口田中　2012/02/10
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