
キャビネット

フラットスリム
レンジフード 食器洗い乾燥機 ワークトップ

■ガスコンロ
汁受け皿をなくし、お手入れが
簡単なホーロートップコンロです。
（水無片面焼きグリル）

システムキッチン

システムバス

洗面化粧台

汚れにくい水切りスタイルにも対応。取り外せるから清掃
ラクラク　※記載のアイテムはおすすめのアイテムです。
お選びのプランと異なる場合があります。

壁出しメッキ水栓＋
シルバーホース
（手元止水なし）

とってもクリンカウンター 樹脂製ヘアキャッチャー 水　栓

扉カラー

EGシンク（W=82cm/D=48.5cm）

■お手入れカンタン
■キズに強い

■ステンレス製排水口プレート

足ピタフロア 足裏が濡れていても滑りにくいフロア。独自の足ピタパターン加工で実現しました。

ラウンド半身浴浴槽

■スタイルシェルフ

クリンラック

足ピタパターン

1.「流レール」がキレイをお手伝い

キズ、水アカがつきにくい高機能シンク。
水音の静けさは図書館レベル。

やさしく静かに閉まるダンパー機能を
搭載。

包丁差し（ロック付き）、まな板、ふきん、
ラップなどが収納できます。

分解して洗えるので
お手入れも簡単です。

シンクの表面に水アカがつきにくい美コートを採用。
エンボス加工を施すことにより、キズつきにくく、
キズがついても目立ちにくくなりました。

ヌルつきやすい排水口プレートも
ステンレス製なのでお手入れラクラク。
シンク表面と同様の美コートが
施されているので、汚れがつきにくく、
スッキリ落とせます。

浅い溝により、「足裏とフロア」との
接触を広げました。

浴槽の底面までも
足ピタパターンを採用しました。

汚れが残りにくく、いつも清潔

人工大理石ボール

簡易分解ヘアキャッチャー

溝の深さが従来の1/3（当社比）しか
ないので、足裏の接触面積が増え、
滑りにくくなりました。

スポンジがフロア全体に届くので、
普段のお手入れもスポンジで
“くるくる”と力を入れずラクな
動作でお手入れできます。

流レールボールは、中央を高くする
という逆転の発想で ボールの全体
に水が行き届きます。 「流レール」に
髪の毛や泡を集めて排水溝に導きます。

安心してゆっくり入浴できます。
立ち上がるときもすべりにくいので、
浴槽の出入りをサポートします。

美・コート
あり

美・コート
なし

換気扇

水洗金具 キャビネット ３面鏡・ＬＥＤ照明
（くもり止めヒーター付）

2.「深い」からジャブジャブ洗える

3.「広い」から水タレを気にしない

壁だしタイプ
は水栓の根元
に水や汚れが
たまりにくく、
お手入れが
簡単です。

吐水はストレートと微細シャワー
の切換えができます。

簡単に分解できる構造のため、
お手入れがラクラクです。

壁パネルカラー

木目柄・艶消し（対応取手） 抽象柄・艶消し

石目柄・艶消し 木目柄・鏡面／光沢 抽象柄・単色／光沢

浴槽カラー フロア エプロン カウンター ベースカラー

カラーバリエーション

選べるFRP浴槽

サイレントレール

シンク前収納

TOTO
だけの
新技術

サイレント仕様で静か回転ノズル噴射式

ステンレスすべり台シンク

シンプル
キッチンパネル

水ほうき水栓
（エコシングルタイプ）

洗浄水噴射力は
高さ2mの力強さ。
食器の間や調理
器具の細かい目
にも水流が届き
ます。

コーナーに設けた排
水口に向かって水が
まっしぐらに流れます。
野菜くずも一緒に押し
流せるので、シンクは
いつもきれい。

汚れをふき取りやすい、表面が
つるつるのキッチンパネルです。

スッキリ棚水栓（シルバー）（一般地仕様）
＋エアインシャワー（メタル調）

システムキッチン

システムバス

洗面化粧台

扉パネルカラー

壁：アクセントパネルカラー

加熱
機器 ■ガスコンロ

ホーロートップ片面焼きコンロＨ
シルバー

スイスイ収納 スイスイ流れるシンク

シンクフード

すべり台ボウル ラクラクスマート水栓

エコミラー

お掃除ラクラク排水口

照明・換気扇 浴槽水栓金具

スーパークリーンフード

魔法びん浴槽ほっカラリ床 お掃除ラクラク

カウンター

水に空気を含ませることで、水粒の
一滴一滴をボリュームアップ。少ない
水でしっかり洗え、節水効果を高めま
す。また、水とお湯の境に「カチッ」と
クリック感を設けることで、お湯のム
ダ使いを抑制できる機構も搭載。

ハンドシャワー式
エアイン

サッとひとふきで
お手入れカンタン

ほっカラリ床（単色）

カウンターカラー

壁：周辺パネルカラー

93%ご購入者の

満足度

FRPバスカラー

スッキリドア お掃除ラクラク排水口

らくポイへヤーキャッチャー

開口部が広く凸凹をなくした
※図はイメージです

奥ひろ収納「奥ひろし」

食器洗い乾燥機

カラー
バリエーション

断熱
ふろふた

浴槽

浴槽断熱材

JIS高断熱浴槽の
基準を満たして
います。
（ブローバスSXⅡ、
水中照明付を除
く）

ゆったり心地よく、いつもキレイ

エアインシャワー

手近な場所に置けて
便利なスマート棚

エコシングル水栓

手洗い・洗顔時にメガネや
指輪などの 一時置きスペ
ースとして使えます。 よく
見える位置なので置き忘
れも防ぎます。

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット

排水管のカタチをシン
プルに。位置も、奥へ配
置することで、収納スペ
ースを確保。

複雑で場所をとるカタ
チの排水管が、収納ス
ペースを圧迫。

スッキリ排水口

従来品 奥ひろ収納

らくポイヘアキャッチャー
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