
（有）山内住建様 標準仕様



●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。

（有）山内住建様 標準仕様

レンジフード シンク カウンター

ＳＹＳＴＥＭ ＫＩＴＣＨＥＮ

Ｉ型 （２５５０ｍｍ）ＴＨＥ ＣＲＡＳＳＯ （ザ・クラッソ）

食器洗い乾燥機

スクエアすべり台シンク

「きれい除菌水」生成器

幅広シャワーで手早くきれいに

スーパークリーンフード

スクエアすべり台シンク（人工大理石）

コーナーの排水口へ水がスイスイ流れます

ホワイト

ペールグリーンー

ベージュグレー

ライトピンク

ノンフィルターでお掃除ラクラク

スーパークリーンフード(ＬＥＤ)（フード色前幕板）：シルバー

水の出し止めがワンタッチ

水栓ｇｕ

Ｃolor Variation 

タッチスイッチ水ほうき水栓ＬＦ
（浄水器兼用・ハンドシャワー式・エアイン）

誤作動の少ないタッチスイッチを採用。食材の脂

で手が汚れているときでも、先端部分を軽くタッ

チするだけ。毎回と水量の調節をしなくても、ワン

タッチで適量の水が出せます。

浄水機能付きでさらに便利

大きななべが洗いやすい

キッチンワークは毎日のこと、
だから「きれい除菌水」でいつも気持ちよく、清潔に
「きれい除菌水」には、

ヌメリや黄ばみを抑制するしくみがあります。

まな板・包丁きれい 定期ミスト設定 網かごきれい

まな板、包丁の汚れを

落としたあとの仕上げにふき

かけることで、まな板・包丁の

除菌ができます。

最終使用の８時間後にも自

動噴霧の設定もでき、手間を

かけずに網かごのきれいを

長持ちさせることができます。

網かごのごみ捨て、水で洗った

あと「きれい除菌水」をふきかけ

れば、嫌なヌメリを抑え、きれい

が長持ちします。

※詳細はカタログをご確認ください。

ライトストーニー

ホワイト

ライトストーニー

グレー

ライトストーニー

ベージュ

人工大理石カウンター

温かみのあるシンプルな石目模様

付属品

包丁差し
タッチスイッチ水ほうき水栓ＬＦ＋「きれい除菌水」生成器

（浄水器兼用・ハンドシャワー式・エアイン）

写真はイメージです

３Ａ（単色／抽象柄） ３Ｂ（木目柄） ２Ａ（単色／抽象柄） ２Ｂ（木目柄）

ED1：ｼｭﾘｵｰｸ

ED2：ﾗﾝﾍﾟｰｼﾞﾒｰﾌﾟﾙ

NE1：ｱｺｰﾙﾗｲﾄｳｯﾄﾞ

NE2：ｱｺｰﾙﾀﾞｰｸｳｯﾄﾞ

FA2：ﾍﾟｱﾌﾞﾗｳﾝｳｯﾄﾞ

FA3：ﾁｰｸﾗｲﾄｳｯﾄﾞ

FA4：ﾁｰｸｵｰｶｰｳｯﾄﾞ

FA1：ﾍﾟｱﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞ

HAA：ﾊﾟﾅｼｪﾎﾜｲﾄ

HAB：ﾊﾟﾅｼｪｲｴﾛｰ

HAC：ﾊﾟﾅｼｪﾋﾟﾝｸ

HAD：ﾊﾟﾅｼｪｱｸｱ

HAE：ﾊﾟﾅｼｪﾌﾞﾗｯｸ

HAF：ﾗﾋﾟｽﾚｯﾄﾞ

HAG：ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

1E1：ﾊﾞﾆﾗｳｯﾄﾞ

1E2：ﾗｲﾄｳｯﾄﾞN

1E3：ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞN

1E4：ﾛｲﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

HEA：ﾌﾘｭﾎﾜｲﾄ

HEB：ﾌｨﾌﾞﾗｸﾞﾚｰｼﾞｭ

HEC:ﾌｨﾌﾞﾗﾌﾞﾗｯｸ

FAA：ｵﾌﾟﾃｨﾎﾜｲﾄ

FAB：ｸﾗﾑﾎﾜｲﾄ

FAC：ｵｰﾌﾞｱｯｼｭﾋﾟﾝｸ

FAD：ｵｰﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

FAE：ｵｰﾌﾞﾏｽﾀｰﾄﾞ

FAF：ｵｰﾌﾞﾀｰｺｲｽﾞ

FAG：ｵｰﾌﾞﾎﾞﾙﾄﾞｰ

FAH：ｵｰﾌﾞﾐｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ

FAJ：ｵｰﾌﾞﾐｯﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ

取っ手

KF：ｽﾘﾑ取っ手

(ｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ)

KG：ｽﾘﾑ取っ手

(ﾌﾞﾗｯｸ)

MF：ﾗｲﾝ取っ手

KD：ｸﾗｼｯｸ取っ手

KE：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手

(ﾌﾞﾗｯｸ)

KA：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手

(ｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ)

１Ａ（単色／抽象柄） １Ｂ（木目柄）

1GA：ﾕﾆｸﾞﾚｰ

HCA：ﾊﾟﾗﾎﾜｲﾄ

HCB：ﾊﾟﾗﾍﾞｰｼﾞｭ

HCC：ﾊﾟﾗﾏﾛﾝ

HCD：ﾊﾟﾗﾈｲﾋﾞｰ

1G1：ﾕﾆﾅﾁｭﾚN

流れたごみをまとめてキャッチ
気になる排水口まわりもラクラクきれい

水が流れやすいよう、シンクの端に排水口を設けました。抗菌・防カビ

仕様でさらに清潔に。

網かごと排水口の形状に

もシンク底面と同じように

傾斜を持たせました。

排水口へとすべるように

流れたごみを、網かごが

まとめてキャッチ。

※画像はイメージ

※画像はイメージ

※詳細はカタログ参照

撥油コートを施したファンが回転することでファンに付着した油が弾き飛び、

換気量の低下の原因になる付着油を軽減。面倒なファンのお手入れを

しなくても、１０年間継続してお使いいただけます。

ファン

※図はイメージ

オイルパックに汚れが

たまったらふき取るだけ

１０年間ファンのお手入れ不要※

整流板 オイルパック

ノンフィルター構造で、お手入れカンタン

洗浄酵素や漂白成分が油やごはんのこびりつきまで

しっかり融解

キッチンに調和するフロントデザイ

ン

フルトップオペレーション

消費生活用製品安全法

『長期使用製品安全点検制度』対象商品

排気口や

操作部のない

フロントデザインで

キッチンに

調和します。

ラクな姿勢で

操作でき、

表示も視線を

下げるだけで

読み取れます。

A2059523_SG01002



ｇｕ

●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。

（有）山内住建様 標準仕様

周辺キャビネット

間口＝１８００mm

写真はイメージです

ハイフロアキャビネット

家電収納･1段引き出し(蒸気排出ユニット用)

カウンターカラー ハイフロアキャビネット

４段引き出し

サイレントレール

画像はイメージです

ＳＹＳＴＥＭ ＫＩＴＣＨＥＮ

ＴＨＥ ＣＲＡＳＳＯ （ザ・クラッソ）

ｇｕ

Ｃolor Variation 

３Ａ（単色／抽象柄） ３Ｂ（木目柄） ２Ａ（単色／抽象柄） ２Ｂ（木目柄）

ED1：ｼｭﾘｵｰｸ

ED2：ﾗﾝﾍﾟｰｼﾞﾒｰﾌﾟﾙ

NE1：ｱｺｰﾙﾗｲﾄｳｯﾄﾞ

NE2：ｱｺｰﾙﾀﾞｰｸｳｯﾄﾞ

FA2：ﾍﾟｱﾌﾞﾗｳﾝｳｯﾄﾞ

FA3：ﾁｰｸﾗｲﾄｳｯﾄﾞ

FA4：ﾁｰｸｵｰｶｰｳｯﾄﾞ

FA1：ﾍﾟｱﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞ

HAA：ﾊﾟﾅｼｪﾎﾜｲﾄ

HAB：ﾊﾟﾅｼｪｲｴﾛｰ

HAC：ﾊﾟﾅｼｪﾋﾟﾝｸ

HAD：ﾊﾟﾅｼｪｱｸｱ

HAE：ﾊﾟﾅｼｪﾌﾞﾗｯｸ

HAF：ﾗﾋﾟｽﾚｯﾄﾞ

HAG：ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

1E1：ﾊﾞﾆﾗｳｯﾄﾞ

1E2：ﾗｲﾄｳｯﾄﾞN

1E3：ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞN

1E4：ﾛｲﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

HEA：ﾌﾘｭﾎﾜｲﾄ

HEB：ﾌｨﾌﾞﾗｸﾞﾚｰｼﾞｭ

HEC:ﾌｨﾌﾞﾗﾌﾞﾗｯｸ

FAA：ｵﾌﾟﾃｨﾎﾜｲﾄ

FAB：ｸﾗﾑﾎﾜｲﾄ

FAC：ｵｰﾌﾞｱｯｼｭﾋﾟﾝｸ

FAD：ｵｰﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ

FAE：ｵｰﾌﾞﾏｽﾀｰﾄﾞ

FAF：ｵｰﾌﾞﾀｰｺｲｽﾞ

FAG：ｵｰﾌﾞﾎﾞﾙﾄﾞｰ

FAH：ｵｰﾌﾞﾐｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ

FAJ：ｵｰﾌﾞﾐｯﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ

取っ手

KF：ｽﾘﾑ取っ手

(ｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ)

KG：ｽﾘﾑ取っ手

(ﾌﾞﾗｯｸ)

MF：ﾗｲﾝ取っ手

KD：ｸﾗｼｯｸ取っ手

KE：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手

(ﾌﾞﾗｯｸ)

KA：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手

(ｽﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ)

１Ａ（単色／抽象柄） １Ｂ（木目柄）

1GA：ﾕﾆｸﾞﾚｰ

HCA：ﾊﾟﾗﾎﾜｲﾄ

HCB：ﾊﾟﾗﾍﾞｰｼﾞｭ

HCC：ﾊﾟﾗﾏﾛﾝ

HCD：ﾊﾟﾗﾈｲﾋﾞｰ

1G1：ﾕﾆﾅﾁｭﾚN

カウンター

メラミンカウンター／ホワイト

画像はイメージです

画像はイメージです

ﾎﾜｲﾄ ﾀﾞｰｸｾﾋﾟｱ

ｱｺｰﾙﾗｲﾄｳｯﾄﾞ ｱｺｰﾙﾀﾞｰｸｳｯﾄﾞ

キャビネットカラー

ダークグレー

引き出しにショックアブソーバーを取り付けて、閉まるときの

衝撃を和らげ、静かに閉まります。

※ 画像はイメージ

A2059523_SG01002

画像はイメージです



●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。

鏡

HTV1616UPX2**

（有）山内住建様 標準仕様

選べる浴槽 ダウンライト3灯（LEDランプ）

水栓

サザナ ＨＴシリーズ
Tタイプ １６１６サイズ

お掃除ラクラク

フレーム付縦長ミラー(W298×H1175)

スライドハンガー付

インテリア･バー(メタル調)(L=1000)

お掃除ラクラクカウンター

セパレート収納W185 正面3段

お掃除ラクラクほっカラリ床

お掃除ラクラク鏡

ドア

お掃除ラクラク人大浴槽

ひざをついても痛くないやわらかさ

すっきりとした昼白色は、

さわやかで、清潔感あふ

れる浴室空間に仕上げま

す。

暖かみのある電球色が

浴室空間に深い落ち

着きを醸し出します。

ゆりかごに包まれるような新感覚 自然とリラックス姿勢に導く デザイン性と心地よさの融合

クレイドル浴槽 ゆるリラ浴槽 スクエア浴槽

ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ち

よく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに

配慮した設計です。腕を掛けやすい浴槽フ

チで、美しいカーブと全身を包み込むような

入浴感を実現しました。

身体を支える面を増やすことで関節にか

かる力を分散し、身も心もリラックス。入浴

姿勢が安定し、立ち上がりがラクな浴槽フ

チを採用。さらに浴槽内ステップで節水効

果も。

シャープな曲線で構成されたフォルムと、

首、背中をやさしく支える設計を

あわせ持ちます。スタイリッシュな浴室空

間を演出。

簡単お手入れで「翌朝カラリ」
毎日の足元を気持ちよく

床表面に特殊加工を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が

入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

お掃除ラクラクほっカラリ床 お掃除ラクラクほっカラリ床は床の内側に

クッション層を持っています。

そのクッション層がたたみのようなやわらかさを実現。

同時に断熱材の役割も

果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。

断熱クッション層（発泡ウレタン）

床の表面シート（FRP）

断熱床パン
（高強度断熱材・発泡ポリプロピレン）

※図はイメージですベースフレーム

内断熱

外断熱

畳のようなやわらかさを作り出し、

断熱性保持、衝撃吸収、防音効果があります。

すべりにくく、乾きやすいカラリパターン。

断熱性保持、防音効果をさらに高めます。

強度保持の役割を果たします。

POINT 内側のクッションで

やわらか

水も皮脂も弾く特殊処理で
カンタンお手入れ

はっ水・はつ油クリア層に覆われた

浴槽表面は、水も皮脂も弾いて

落としやすくします。

※図はイメージです

炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える
表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかを

ラクに落とせます。
■スポンジと中性洗剤で

掃除後の比較

掃除前 掃除後

※詳細はカタログを参照ください

従来の

鏡

お掃除

ﾗｸﾗｸ鏡

足裏からの

冷気で足元が

ひんやり。

「W断熱構造」で
室温とほぼ同じ

温度を実現。

従来の床（断熱材なし） お掃除ラクラクほっカラリ床

魔法びん浴槽

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
（抗菌・防カビ仕様）

お湯はり後
４時間たってもあたたかい

温度低下はわずか

２．５℃以内

魔法びん浴槽は
４時間たっても

１台４役の強い味方
暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた

「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や

花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。

暑さがスリムになり、天井の見た目もスッキリ

ひろびろ。

※写真はイメージです

昼白色電球色

写真はイメージです

ﾍﾞﾙｾｼｰﾌﾞﾙｰ
（鏡面)

床 カウンター 壁 浴槽 エプロン

ﾎﾜｲﾄ

ﾌﾞﾗｯｸ

ﾍﾞｰｼﾞｭN

ﾎﾜｲﾄ

ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾋﾟﾝｸN

ｱｸｱN

ﾌﾞﾗｯｸ

ﾍﾞｰｼﾞｭ
(ﾗｸﾞ調)

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
(ﾗｸﾞ調)

ﾌﾞﾗｳﾝ

ﾎﾜｲﾄ
(ﾗｸﾞ調)

ﾍﾞｰｼﾞｭ
(ﾀｲﾙ調)

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
(ﾀｲﾙ調)

ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ
(ﾀｲﾙ調)

ﾌﾞﾗｯｸ
(ﾀｲﾙ調)

ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ
(ﾀｲﾙ調)

ｺｰﾗﾙ
(ﾀｲﾙ調)

ﾎﾜｲﾄ
(ﾀｲﾙ調) ﾃｨﾝﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ

(鏡面)
ﾛﾌﾞｽﾄｸﾞﾚｰ
(鏡面)

ﾘﾌﾙﾎﾜｲﾄ
(鏡面)

ﾘﾌﾙﾌﾞﾗｳﾝ
(鏡面)

ﾏﾙｷｰﾅｸﾞﾚｰ
(鏡面)

ﾙﾃｨｼｭﾋﾟﾝｸ
(鏡面)

ﾌｧｾｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ
(鏡面)

ﾌｧﾙﾃｨｳｯﾄﾞ
(鏡面)

ﾀﾙｼｱﾍﾞｰｼﾞｭ
(鏡面)

ﾉﾙﾃﾞｨｸﾞﾚｰｳｯﾄﾞ
(鏡面)

ﾄﾞﾚｰﾌﾟｺｰﾗﾙ
（鏡面)

ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏ
ｸﾞﾘｰﾝ(鏡面)

ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏ
ﾋﾟﾝｸ(鏡面)

ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰ
(鏡面)

ｾｲﾗﾝ
(鏡面)

ｸﾚｱﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
(鏡面)

ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

ﾎﾜｲﾄ

ｸﾞﾚｲｯｼｭｳｫﾙ
ﾅｯﾄ(鏡面)

ｼﾞｭｴﾘｰｸﾘｰﾑN

ｼﾞｭｴﾘｰﾋﾟﾝｸN2

ｼﾞｭｴﾘｰﾎﾜｲﾄN

ｼﾞｭｴﾘｰｱｸｱN

ｼﾞｭｴﾘｰﾌﾞﾗｯｸ

ｽｯｷﾘ棚水栓(棚W300)一般地
+ｺﾝﾌｫｰﾄｳｴｰﾌﾞｼｬﾜｰ(ﾒﾀﾙ調)

片引戸(W800・H2000)
大型ﾊﾝﾄﾞﾙ[ﾎﾜｲﾄ]

Ｃolor Variation 

A2059523_SG01002

ｸﾚｱﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
(鏡面)



　

●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。

（有）山内住建様 標準仕様

ＺＪ２
ウォシュレット一体形便器

手洗いあり

CES9153

画像はイメージです

おまかせ節電タイマー節電ｅｃｏ小ボタン

ノズルそうじ

セルフクリーニング

リモコン便器洗浄

Function

クリーン便座(つぎ目なし) クリーンノズル プレミスト

便ふた着脱お掃除リフト

ビデ洗浄おしり洗浄 ムーブ洗浄

水勢調節 洗浄位置調節

オート便器洗浄＊便座・便ふたソフト閉止

暖房便座 リモコン

オートパワー脱臭・脱臭

着座センサー

＊男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
※”ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

抗菌・セフィオンテクト

やわらか洗浄

フチなし形状

トルネード洗浄

停電時安心設計

汚れがつきにくく、落ちやすい

「ウォシュレット」の便座とノズルには防汚効果の高い

クリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふき。

汚れの付き方の比較

従来樹脂※ クリーン樹脂

便座

従来樹脂※ クリーン樹脂

ノズル

※詳細はカタログ参照ください

しっかり洗浄、お掃除しやすい

①奥までぐるーっとフチがないから

サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンプッシュでウォシュレット前方が

持ち上がるので、汚れがたまりやすい

便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③渦を巻くようなトルネード洗浄で

便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

①フチなし形状「スゴフチ」 ②お掃除リフト

③トルネード洗浄

節水だからエコ

従来の約１／３の水で洗浄する、進化した節水技術

年間

約14,200円節約

ＺＪ２

13Ｌ

4.8Ｌ

従来品

（1987～2001年商品（C720R）

※ＺＪ２の場合 ※詳細はカタログ参照ください

約71％※

節水

たっぷリッチ洗浄（おしり洗浄）

快適・安心

ひろく見えて座りやすい

※イメージです。

便座とウォシュレット本体との

段差が小さく、すっきりひろびろと

感じられる便座です。

流速の違う洗浄水を交互に連射して

大きな水玉を作り、たっぷりとした

洗い心地をもたらします。

手動レバーを引っ張ることで

停電時も水を流すことができます

停電時安心設計

便器に向かって右横奥の

手動レバーを引っ張ることで

停電時も水を流すことができます。

便器洗浄をするためには、

便器に向かって右横奥の

手動レバーを約４秒以上

引っ張ってください。

乾電池などの電源は不要です。

トルネード洗浄

ゼット洗浄

新開発

ポンプ

内蔵

タンク

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

プレミスト

＜洗浄後＞

従来陶器

（セフィオンテクト加工なし）

＜洗浄後＞

「セフィオンテクト」

陶器表面の凹凸を

１００万分の１mmのナノレベルで

なめらかに仕上げました。

カビや汚れを寄せ付けない

ので、お掃除がぐっと

ラクになります。

自動で便器にミスト（水）を

ふきかけて、水のクッションを

作ります。便器表面をツルツルに

する「セフィオンテクト※」との

相乗効果で、便器を汚れから

守ります。
※イメージです。

※詳細はカタログ参照ください

※イメージです。

＃ＮＷ１

ホワイト

【注】＃ＳＣ１

パステルアイボリー

【注】＃ＳＲ２

パステルピンク

【注】 受注生産品です。納期は約２週間（大型連休を除く）かかります。

Ｃolor Variation 

Ｃolor Variation 二連紙巻器

樹脂製

タオルリング

YT43

A2059523_SG01002

＃ＮＷ１

ホワイト

【注】＃ＳＣ１

パステルアイボリー

【注】＃ＳＲ２

パステルピンク

【注】 受注生産品です。納期は約２週間（大型連休を除く）かかります。YH650



　

●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。

画像はイメージです

（有）山内住建様 標準仕様

ＧＧ-Ｊ１
ウォシュレット一体形便器

＃ＮＷ１

ホワイト

＃ＳＣ１

パステルアイボリー

【注】＃ＳＲ２

パステルピンク

【注】 受注生産品です。納期は約２週間（大型連休を除く）かかります。

Ｃolor Variation 

CES941

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

プレミスト

＜洗浄後＞

従来陶器

（セフィオンテクト加工なし）

＜洗浄後＞

「セフィオンテクト」

陶器表面の凹凸を

１００万分の１mmのナノレベルで

なめらかに仕上げました。

カビや汚れを寄せ付けないので、

お掃除がぐっとラクになります。

自動で便器にミスト（水）を

ふきかけて、水のクッションを

作ります。便器表面をツルツルにする

「セフィオンテクト※」との相乗効果で、

便器を汚れから守ります。

※イメージです※詳細はカタログ参照ください

※イメージです。

手動レバーを引っ張ることで

停電時も水を流すことができます。

停電時安心設計

便器に向かって右横奥の

手動レバーを引っ張ることで

停電時も水を流すことができます。

便器洗浄をするためには、

便器に向かって

右横奥の手動レバーを約４秒以上

引っ張ってください。

乾電池などの電源は不要です。

使うたびノズルを除菌、きれい長持ち

ノズルきれい

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを

洗浄する「セルフクリーニング」に加え、

トイレ使用後に「きれい除菌水※」が、

ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。

ノズル内の

通水路まで

除菌します

❶ おしり洗浄

❸ ビデ洗浄

❷やわらか洗浄

ノズルを

除菌

❸

❶
❷

ノズル外側

※詳細はカタログ参照ください

従来の約１／３の水で洗浄する、進化した節水技術。

節水だからエコ

年間

約14,200円節約

ＧＧ－Ｊ

13Ｌ

4.8Ｌ

従来品

（1987～2001年商品（C720R）

約71％※

節水

②ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がる

ので、汚れがたまりやすい便器とのすき間も

ラクにお掃除できます。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

①奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、

お掃除ラクラクです。

①フチなし形状 ②お掃除リフト

③トルネード洗浄

③トルネード水流で便器全体を、ぐるりと効率よく

洗い流します。

便器とウォシュレットの段差や

すき間を極力抑えた

クリーンデザイン。

凹凸が少なく、ノズルまわりも

すっきり。ラクにお掃除できます。

空間の可能性を広げる

デザイン

お掃除ラクラク

タイマー節電ｅｃｏ小ボタン

ノズルそうじ

セルフクリーニング

リモコン便器洗浄

Function
クリーン便座(つぎ目なし) クリーンノズル

クリーンケース

便ふた着脱お掃除リフト

ビデ洗浄おしり洗浄 ムーブ洗浄

水勢調節 洗浄位置調節

オート便器洗浄＊

暖房便座 リモコン

オートパワー脱臭・脱臭

着座センサー

※”ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

抗菌・セフィオンテクト

やわらか洗浄

フチなし形状トルネード洗浄

停電時安心設計

ノズルきれい

プレミスト

おまかせ節電

レストルームドレッサーコンフォートシリーズ ULRD2LSB1NNNN1**

イメージ画像

Ｃolor Variation 二連紙巻器

樹脂製

タオルリング

YT43

キャビネット手洗器

#NG2

ホワイトグレー※

４

#SC1

パステルアイボリー

２

#SR2

パステルピンク※

３

#NW1

ホワイト

1

※は受注生産品となります。

納期は約２週間(大型連休除く)かかります。

ホワイト

ライトウッドN

ダルブラウン

Ｗ

Ｈ

Ｂ

A2059523_SG01002



（有）山内住建様 標準仕様

洗面ボウル 水栓金具

化粧鏡化粧台

●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。

写真はイメージです

ＬＡＶＡＴＯＲＹ

Ｏｃｔａｖｅ （オクターブ）

エアイン機能搭載で

節水に貢献する

エアインシャワー

水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を

大粒化。適度な水量調節により少ない水で

しっかり洗えて節水効果を高めます。

※エアイン機能は

シャワー吐水の場合に限ります。

機構断面

イメージ図 ※ラクラクスマート水栓iイメージ

ボウル一体カウンター（実容量12L）

泡や髪がスイスイ流れる

※ラクラクスマート水栓イメージ

引き出しと、広いスペースの扉タイプの組み合わせ

片引き出しタイプ（間口750mm）

全面鏡裏収納付き

三面鏡（ワイドＬＥＤ）（間口750mm）エコミラー仕様※ラクラクスマート水栓仕様のみ

ＴＯＴＯ独自の工夫によって、

広い収納スペースが生まれました

奥ひろ収納「奥ひろし」

収納スペースを

約30～50％※広く
（当社従来比）

排水管のカタチをシンプルにし、

奥へ配置することで、収納スペースを確保。
部分 増量イメージ

※詳細は別途カタログ参照

髪などのごみをまとめて

キャッチする受け皿を装備。

らくポイヘアキャッチャー

排水口をキレイに保ち、

お掃除しやすくするための工夫

お掃除がグンとラクに

従来品

オクターブ

排水口に金具がない滑らかな形状。

お手入れしやすく、汚れもサッと

ひとふきです。

スッキリ排水口

ラクラクスマート水栓

一連の動作がスムーズに行える

シンプル水栓

エアイン機能搭載で節水に貢献

※どちらかお選びいただけます化粧台

化粧鏡

LDSFA075BJGEN1*

LMFA075A3GLC1G

YT43S4 

タオル掛け

ヒーターなしでもくもりにくい

エコミラー

従来品

（くもり止めヒーター付き）
エコミラーあり

くもり止め

コート

三面鏡

鏡にくもり止めコートをほどこしました。

ヒーターを使っていないので、

くもりがとれるまでの待ち時間がありません。

間口 = 750mm

Color Variation
カウンター 扉 取っ手

ミドルクラス

ホワイト

Ｍ ロイダルブラウン

Ｚ ライトウッドＮＷ パナシェホワイト

Ｐ ミディアムウッドＮＢ パナシェアクア

持ちやすく飽きのこない

マットな金属の質感

ホワイト（マット調）

スマート棚

□

□

□

□

□

□

□

Accessory

A2059523_SG01002


