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浴槽の捨て水不要。シャワーだけの日でも大丈夫！
身体を洗った時の排水の勢いだけで、流れた髪の
毛が自然にまとまり、楽に持って捨てられます。
スポンジが入り込みやすいなめらか形状。

楽すてヘアキャッチャー
クリンかるわざカウンター

毎日使うものだから、お手入れのしやすさを追求しました。快適に過ごせる空間を。

ドア下の換気口、面材とドア枠のパッキン
などお掃除が面倒だった箇所をなくし清掃
性をアップしました。

ガラリを上枠にビルト
イン。冷気が足元から
入らないので、冬場も
快適です。

すっきりタイプドア
かるがる外せてまる洗い
トレーとしても使えるカウンター。

浴槽に置いて
トレーとしても大活躍。

ＫＨ００４０００①（１０・５ＫＡＷＡＧＵＣＨＩ）１７００１３４４１０

ワイヤーラック

底面は、縦横の
つなぎ目のない
クロスレス構造です。

冷たさを感じにくい仕組み

一般的な床 温クリンフロア

床に触れた時、身体
の熱が奪われるので
冷たさを感じます。

熱を通しにくい微細な
空気層により身体から
熱が奪われにくいので
ヒヤリ感が少なくなり
ます。

サーモグラフィーでの性能比較

軽い力で３往復洗い流す。

温クリンフロア

フッ素配合
特殊素材

ＦＲＰ素材

汚れ落ちの比較

一般的な床 温クリンフロア

１０年使用相当品の汚れ落ちの比較

一般的な床 温クリンフロア
疑似皮脂汚れを塗布。

軽い力で２往復洗い流す。

さらに２往復洗い流す。

疑似皮脂汚れを塗布。

一般的な床に比べ、楽に汚れが落とせます。 一般的な床では構成成分の一部が溶け出し
穴があいていますが、温クリンフロアには
ほとんどありません。長期間使ってもお掃
除のしやすさが続くので、キレイが長持ち。

熱を通しにくい微細な空気層を含むので、足裏の熱が奪われにくい。

微細な空気層を含む特殊素材

知っていますか？

しつこい洗い場床汚れの原因

洗い場の床に付着する黒ずみ汚れ。
一旦できてしまうとなかなかきれいに落と
せません。黒ずみ汚れの主な原因は、
体の老廃物である皮脂などの脂質類。
この脂質類が、床材に吸着しやすく放置
しておくと、ほこりやカビなどの汚れが
だんだん上に蓄積していき、
落としにくくなります。

実用
容量 １８０Ｌ

半身浴も楽しめる浴槽

ラウンドバス
浴槽材質：ＦＲＰ 排水栓：ポップアップ排水栓Design for Clean

クリンジョイント

浴室のさまざまな継ぎ目をキレイにするクリンジョイント

お掃除しづらい浴室の継ぎ目部分を、コーキングから乾式目地「クリンジョイント」
にしました。見た目も美しく、お掃除もカンタン。浴室のキレイが長持ちします。

湯水がかかりやすく、汚れのつきやすい床、
浴槽まわりの継ぎ目にもクリンジョイントを採用。
浴室のキレイを⻑く保ちます。

知っていますか？

気になるシリコンコーキングの
カビ汚れの原因

防水のために床と壁の間や、浴槽の継ぎ目に弾⼒性
のあるシリコンコーキングを入れるのが一般的です。
しかし、シリコン材の表面が比較的柔らかいので、
⻑年の使用や掃除によって表面が傷つき、カビや
その養分となる皮脂やほこりなどが取りにくくなります。
さらに、カビは表面だけでなく、一度奥深くまで根が
入り込んでしまうと落としづらいやっかいな存在です。

１０年使用相当品の汚れ落ちの比較

コーキング クリンジョイント

１０年使用相当品の汚れ落ちの比較

コーキング クリンジョイント

疑似皮脂を塗布後、ふき取り。

クリンジョイントの方が汚れが落ちています。

断面を拡大してみると・・・

クリンジョイントは、コーキングと比べ、表面
の平滑さが保たれていることがわかります。

初期品 １０年使用相当品 初期品 １０年使用相当品

浴槽と壁 浴槽（ｴﾌﾟﾛﾝ横）と壁 天井と壁 壁と壁 床と壁とドア

大きくラウンドしたフォルムに包まれながら、その日の気分に合わせて、半身浴も全身浴も、
くつろぎの入浴スタイルを満喫。しっかり節水も実現します。

[ 家族浴 ]
コミュニケーションベンチはお子様と同じ目線で
ゆったりと会話を楽しめます。

[ 半身浴 ]
コミュニケーションベンチに座って、
半身浴をお楽しみいただけます。

[ 全身浴 ]
ベンチに足をのせて、ゆったりリラックス。
さらに、身体の小さい人には
足止めストッパーになります。

1

2

3

1

ゆとりを感じさせる、上部の幅
約６７０ｍｍ

2

お子様との入浴もラクラクの全⻑寸法
約１３８５ｍｍ

3

半身浴も快適なベンチの奥⾏き寸法
約３００ｍｍ

満水
容量 ２８０Ｌ

【 羽束師鴨川町１４期 １４号地 】 ハウステック システムバスルーム 「 フェリテ 」 のご提案 ※全ての画像はイメージです。

軽いからラクに裏返して
裏側もラクラクまる洗いが可能。

ランドリーパイプ １本
ブラケット（ホワイト） ４個

ランドリーパイプ

ロック付 Ｈ２２００ｍｍ

カラー：ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ
幅：６７１ｍｍ
家族みんなにやさしい
バリアフリー設計

折戸 （すっきりタイプ）

断熱仕様

浴室の温かさを逃がさず、結露を防止。
お手入れラクラク、フラットデザイン。

高さ２２００ｍｍ フラット天井

天井断熱仕様

スライドシャワーフック付き握りバー

洗場正面 メッキ
Ｌ＝１０００ｍｍ
シャワーヘッドを使
いやすい高さと向き
にワンタッチで調整
可能。握りバー兼用。

タオル掛け

フック付きメッキブラケット

握りバー （ メッキ ）

浴槽側面
Ｌ＝４００ｍｍ

組フタ照明

モチ形照明 ２灯

壁付ハイメタル水栓

壁付ハイメタル水栓
ヘッド：ワンストップ
（メッキ）
ホース：グレー

節湯ＡＢ節湯ＡＢ節湯Ａ１節湯Ａ１ワイヤーラック （２段）

ボトル類の底の接触面積が少なく
ぬめりが付きにくくなります。

節湯Ｂ１節湯Ｂ１

浴槽内のお掃除

立ってシャワー
を浴びる

縦長ミラー

使い勝手に優れた
見やすく使いやすい
スタイリッシュな横長ミラー

Plan8 壁：ベーシックプラン ビアンコクリスタル
浴槽：スマートホワイト

組フタ 2枚
フロフタ収納フック 1個

スマートホワイト

スマートホワイト

ミディアムグレー



節湯水栓（C1対応）

すみずみまで使いやすく。
きめ細かい収納の工夫がたっぷり活かされています。

フットスペース収納
従来デッドスペースとなっていたケコミ
部分をしっかり収納へ。３５０ｍｌの飲料缶
やホットプレート、カセットコンロなどを
すっきりと仕舞えます。

シンクキャビネット

デッドスペースを使いやすい収納に変える 「 どこでもパレット 付き」

無理な姿勢で

手を伸ばすことなくさっと。
取り付け位置が変えられます
（上下３段階）

収納するもののサイズや使い勝手に合わせて、
パレットの位置が変えられます。大きなものを
収納したいときは、取り外すこともできます。

どこでもパレットなし どこでもパレットあり

シンク下のデッドスペースが
もったいない・・・デッドスペースを
収納に変えられれば、もっとたくさんの
モノが入れられる・・・

シンク下のデッドスペースを収納に
変えるどこでもパレット付き！。
無駄なデッドスペースがなく、シンク下
を限界まで収納スペースに変えるパレット
付き！

※ 人造大理石製シンクはオプションです。

特許出願中

ＪＩＳ開閉耐久試験（４万回）及びその他の
試験項目をクリアしており、
安心してお使いいただけます。

浅型排水口＋Ｓトラップ採用。
いつものお手入れもラクラク。

『Ｑシンク』

浅型排水口＋ Ｓトラップ
お手入れしやすく、コンパクト。シン
ク下のスペースを大きくとれます。

水はね音を軽減 「防振ゴム付き」
水仕事中でもリビング側との
コミュニケーションを邪魔しません。

すっきりジョイント
シンクとワークトップの接合部に傾斜を施し、
段差を抑え、お手入れラクラク。

頻繁に開閉する場所は
ワンアクションで軽く

大きく重いものは中段
に集中させ楽な姿勢で

包丁差し付き

カトラリートレー付き

調理キャビネット
使いやすさを考えた引き出しのレイアウト

中段の引出しに３リットルの
紙パック（高さ３７ｃｍ）が入る
設計です。
ボトル類も腰をかがめずに、
楽な姿勢で出し入れできます。

大きく重いものは中段に集中させ
楽な姿勢で。

コンロキャビネット

中段スライド：背の高い鍋や中型
以下のフライパンの縦置き収納に
適しています。
※画像のフライパンラックは市販品です。

下段スライド：使用頻度の低い
ものの収納に適しています。

中段スライド

下段スライド

㎏

シンク廻り小物

まな板スタンド

水切りトレー

扉

□Plan1

光沢 扉

□Plan2

艶消し 扉

□Plan3

艶消し 扉

□Plan4

艶消し

扉

□Plan5

光沢 扉

□Plan6

鏡面 扉

□Plan7

光沢 扉

□Plan8

鏡面

セレクト
カラー

ライン取っ手

取っ手

リミットホワイト

ワークトップ

Color Variation
カラーバリエーション

ラスターゼブラ オークミディアム オリバホワイト ウヅクリホワイト

ラスターライト パオロッサレッド ベビーピンク パオロッサホワイト

キッチンパネル

① ビックパール柄 ホワイト ② マーブル柄 ビアンコカララ

キッチンパネル：①キッチンパネル：①キッチンパネル：③ キッチンパネル：①

キッチンパネル：①キッチンパネル：①キッチンパネル：② キッチンパネル：②

① ② ③

【 羽束師鴨川町１４期 １４号地 】 ハウステック システムキッチン 「 ＬＥシリーズ 」 のご提案 ※全ての画像はイメージです。

③ ラナクロス柄 ホワイト

薄型フード （Ｗ７５０ｍｍ）

節湯水栓 （C1対応）

蛇口一体型浄水器 みず工房

ＪＡ３０６ＭＮ－９ＮＴＮ０１
業界初、浄水で
シャワーができる！

３口ガスコンロ

ＲＢ３２ＡＭ４Ｈ２ＳーＶＷ
天板：ホーロー（色：ブラック） 無水片面焼きグリル
消し忘れ消火機能（グリル・コンロ）
焦げ付き消火機能 早切れ防止機能

洗浄性が高まった

サークルラック（ 上カゴ ）

上カゴを円弧状にし、回転カゴの動き
に合わせる事で、洗いにくい両端の
コップもキレイに洗浄します。

ＲＫＷ－４０４Ａ－ＳＶ
５人用（３７点） 使用水量：１０Ｌ
運転コース：３コース
（念入り・標準・乾燥のみ）
予約運転：４時間後

業界初

食器洗い乾燥機

③

Plan6 扉：パオロッサレッド
キッチンパネル：ビックパール柄 ホワイト

ＷＢＳ－７５２ＣＭＳＩ７（ＲＣ）
２５Ｗ形ミニ電球
撥油フィルター
シルバー

shinwa
テキストボックス
　　　　FAN1873ZMN

shinwa
線



【 羽束師鴨川町１４期 １４号地 】 ハウステック 洗面化粧台 「 ラヴァーボシリーズ 」 のご提案 ※全ての画像はイメージです。

W750mm

Color Variation カラーバリエーション 取っ手：ハンドル取っ手

清潔感のある白いシャワー水栓です。

Washing bowlWashing bowl
水栓の⽴上げ部に傾斜をつけ、水栓周りに水アカなどが溜まりにくいように⼯夫しています。

FaucetFaucet

節湯水栓（ Ｃ１対応 ）

ハンドル中央位置のクリック
感で、水と湯をきちんと使い
分けられます。
給湯器のムダな使用を防い
で節湯するので、ガスの消費
を従来品の約４割、節湯Ｂ水栓
の約３割抑制でき、ＣＯ２削減
にも役立ちます。

Cabinet & MirrorCabinet & Mirror 開き扉キャビネット
大きなものも収納できます。
家族みんなが使いやすい高さ８０ｃｍです。 三面鏡 （全面収納）

※鏡中央部のみ

たっぷり全面収納タイプ。
化粧用品などをすっきり整理・収納できます。

１６リットルの大容量ボウル （ 人造大理石製 ） 傾斜水栓（ホワイト）

収納たっぷり！家族みんなが使いやすい。
・ くもり止めヒーター付き
・ ２口コンセント付き
・ 歯ブラシ・歯磨き立て付き
・ 化粧品トレー付き

New

お手入れしやすい排水栓
アクセサリーやコンタクトをうっかり落としても
キャッチするので安心。取り外し、
分解して洗えます。

スクエアボウル

45°

傾斜水栓 色：ホワイト

シングルレバーシャワー水栓 Ｃ１対応
ストレート・シャワー切替え・ホース内蔵タイプ

丈夫で衝撃に強い、意匠性の高い人造大理石製
ボール。（１ｋｇの球を３０ｃｍの高さから落下させる
実験でも破損がありません。 ※当社実験データ）

衝撃に強い！

Point

丈夫な人造大理石製ボウル
奥行き５５ｃｍ
一般的なサイズより約５ｃｍコンパクトなので、
ゆとりある洗面スペースを確保できます。
ウエット＆ドライエリアが魅力のスクエアタイプです。

リフトアップ

□ クロスホワイト取っ手：ハンドル取っ手

拡大

□ クロスイエロー

拡大

□ ライトチェリー

拡大

□ ウォールナット

拡大




