
サウンドシャワー
ドライ＆ミストⅡ
カミトリ名人＋(プラス)
うつくしフロア

サウンドシャワー
好きな音楽を聴きながら、リラックス入浴

よりゆったりとリラックスするために、バスタイムに欠かせない音楽。

大好きなメロディーが、リズムがサラウンド機能を搭載したスピーカーから

ふり注ぎ、心まで元気にしてくれます。

音量、低音の調整など操作が、お風呂の中で出来るリモコンを採用し、

使いやすさも格別です。

音源機器はお手持ちのＣＤプレーヤー、携帯オーディオなど

ほとんどの機種が接続できます。

付属リモコン
(ホルダー付)

ドライ＆ミストⅡ
ミストで暖房＆サウナ、ドライで衣類・浴室乾燥

体と美容にいい汗を手軽に流したい。

ミストサウナなら通常入浴より汗が流せて、モイスチャー効果でお肌しっとり。

温度40度前後のサウナは肌や髪、のどに優しくご自宅で簡単にエステが楽しめます。

身体になじむパワフルはミスト暖房は、フロアからバスルーム全体をポカポカに。

冬場の半身浴も快適。

乾いた温風を吹き出す乾燥機能を使い、浴室内で衣類の乾燥が出来ます。

また、浴室そのものを乾燥もでき、カビの発生を抑えます。

カミトリ名人＋
排水口のヌメリを抑える抗菌効果をプラス！

中央がくぼんだ独自形状のヘアキャッチャーが、うずまき水流を起こし、

真ん中に髪の毛を小さくまとめます。そのまま髪の毛に触れることなく捨てる

ことができます。

しかも洗い場でシャワーを流すだけで、うずまき水流が起こる仕組みなので、

シャワー入浴やお掃除の後でもこまめに捨てられ、いつもすっきり清潔に保つ

ことができます。

放置するとヌメリが出て、臭いの元になる排水口内部。

「カミトリ名人＋（プラス）」なら、ヘアキャッチャー下に新たに取り付

けられた抗菌メッキのアタッチメントが、排水口内部にたまった水の中で

抗菌イオンを発生し、ヌメリや臭いの原因となる菌の繁殖を抑えます。

※抗菌メッキのアタッチメントは（株）神戸製
鋼所が開発した高機能抗菌メッキ技術「ケニフ
ァイン」を加工したものを使用しています。
「ケニファイン」は（株）神戸製鋼所の登録商
標で、加工は同技術導入先で実施しています。

バスフロア

ここまで水があります

洗い場でシャワーを流し 排水口のフタを開けて つまみを持って トントンしてポイっ

標準装備

標準装備

標準装備（プラス）

標準
標準
標準
標準

ガス併用タイプのみ
オリジナル・システムバスルーム

※写真はイメージです。実際の仕様と異なる部分がございます。

抗菌メッキの
アタッチメントが

ヌメリを抑える

うつくしフロア
汚れが取れやすく、いつもキレイ。お掃除の負担を軽減します。

標準装備

お風呂の汚れやカビ、ニオイの原因は、そのほとんどが体の皮脂による汚れ。

フロアの表面には、皮脂などの油分をはじく撥油成分が含まれた特殊加工を施しています。

うつくしフロアでは、
汚れがすぐに広がらず
付着しにくいので、
シャワーで簡単に流せます。



人造大理石バスタブ　エクランエクセルプラン
カウンター部もバスタブと同色です。

ＦＲＰバスタブ　保温浴槽プラン
カウンター部もバスタブと同色です。

ミントホワイト グリーン ブラウン

ホワイト ペールグリーン コーラルベージュ

人造大理石バスタブを選択されると
浴槽保温はオプションになります。

保温浴槽

Ｃ
グレード

Ｅ
グレード

正面
パネル

周辺
パネル

４面同色
パネル

周辺
パネル

正面
パネル

ホワイトストライプ

ホワイトストライプ

ホワイトストライプ

ストーンベージュ ライトブラウン サークルレッド アートブラック

ストーングレー ダークブラウン フォレストグリーン

ミント イエロー アーバングリーン アーバンブラウン

ミント イエロー アーバングリーン アーバンブラウン

シックグレー シックグレー

オフホワイト オフホワイト

オリジナル・システムバスルーム　セレクト

エルゴバスタブ

ウェーブカウンタープラン

人間工学に基づいた設計で、バスタブも

洗い場もゆったり、ひろびろ使えます。

折戸 開戸

エプロン フロア

浴槽をすっぽり断熱材で包み込み、

お湯の温かさを保ちます。

浴室デザイン

カラーセレクト

ドアエプロン・フロア

セラホワイト



オリジナル・システムバスルーム　標準装備　オプション

窓枠

巻きフタ

ランドリーパイプ　２本

標準装備品

オプション

一般水栓

メタリックシャワー

樹脂製握りバー　400mm×１本

クリア収納棚（小３個）

ポップアップ排水栓

SDフロア

ロングミラー

折戸　または　開戸

サイズ変更

１６１６　→　１６２１

浴槽広々・洗い場広々のいずれか選択

１６２１Ｗ

浴槽広々

１６２１Ｓ

洗い場広々

合わせフタ

合わせフタ（フック付）

１６１６用

１６２１Ｗ用

断熱合わせフタ（フック付）

１６１６用

１６２１Ｗ用

ドア お手入れ簡単ドア

ミラー ファインミラー仕様 スライドバー 洗い場側水栓

ショートワイドミラー（シャワーフック台座なし）

ショートワイドミラー（シャワーフック台座あり）

※メッキ仕上げスライドバー
（握りバー兼用）を必ず選択

してください。

（くもり止め仕様）

カバー水栓

ビルトインタッチ水栓

人造大理石バスタブ　エクラングレイス 保温 ２階設置

片引戸

３枚引戸
お手入れ簡単折戸

お手入れ簡単開戸

お手入れ簡単片引戸

浴槽保温
（人造大理石バスタブのみオプション）

浴槽＋浴室全体保温

吊架台

エンジェルホワイト クリスタルベージュ クリスタルピンク

ライムグリーン ターコイズブルー ナイトブラック

多彩なカラーに映える、贅沢な質感のバスタブ

ブラックもあり

※１８１８用はありません。

FRPバスタブの場合、差額はありません。

1616

1621

ショートワイドミラー（シャワーフック台座なし）

ショートワイドミラー（シャワーフック台座あり）

メッキ仕上げ（握りバー兼用）

※ショートワイドミラー（台座あり）
は選択できません。

水をかけるだけでミラー全体の
くもりがとれるファインミラー

※メッキ仕上げスライドバー（握りバー兼用）
を必ず選択してください。

タオル掛け（メッキフックタイプ）

ステップ天井（断熱仕様）
丸型照明（蛍光灯）２灯

間仕切り付ドア（透明）



オリジナル・システムバスルーム　カラーチャート

ストーンベージュ

ライトブラウン

サークルレッド

アートブラック

ストーングレー

ダークブラウン

フォレストグリーン

ホワイトストライプ

周辺
パネル

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルブラウン
フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

正面パネル

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

バスタブ：ＦＲＰホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルブラウン
フロア：オフホワイト
エプロン：シックグレー

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルホワイト

フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：ＦＲＰホワイト

フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：ＦＲＰホワイト
フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：シックグレー

バスタブ：ＦＲＰペールグリーン
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

バスタブ：ＦＲＰホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：シックグレー

Ｃ
グレード

４面同色
パネル

ホワイトストライプ ミント イエロー アーバングリーン アーバンブラウン

Ｅ
グレード

ホワイトストライプ

ミント

イエロー

アーバングリーン

アーバンブラウン

バスタブ：エクセルブラウン
フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

バスタブ：エクセルグリーン
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：ＦＲＰペールグリーン
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：ＦＲＰホワイト
フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

バスタブ：エクセルホワイト

フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルホワイト
フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

バスタブ：エクセルブラウン
フロア：シックグレー
エプロン：シックグレー

バスタブ：ＦＲＰペールグリーン

フロア：オフホワイト
エプロン：オフホワイト

※写真はイメージです。実際の仕様と異なる部分がございます。
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