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使いやすさを、

家族みんなに。
家族みんなが暮らしやすい暮らし方って、なんだろうと考えたら

なによりも使いやすさを究めることが、大切だとたどりつきました。

朝は洗顔、午前中にはお洗濯、お出かけ前にはメイクもして。

帰宅をしたら、手を洗い、おやすみ前には歯を磨いて･･･

ドレッサーを使うシーンは、1日に何度も訪れます。

だからこそ、大きくて使いやすい洗面器、

スッキリしまえる収納アイテム。

もちろんお手入れもカンタンで、いつもキレイに。

さあ、毎日を気持ちよく過ごしてみませんか。

キレイと使いやすさを究めた

洗面化粧台ピアラ

究めた
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PLAN-1.  シンプルながら収納力を備えた、やさしいナチュラルな雰囲気のプラン

濡れものと濡らしたくないものを分けて置ける洗面器

洗濯機とのすき間を有効に生かすスキマ収納

よく使うものをサッと取り出せるサイド収納 大容量でサッと出し入れしやすいフルスライドタイプ

①化粧台本体（サイド収納付フルスライドタイプ） AR751FH-905SYR/LP2H 209,100円
①〈同上寒冷地仕様〉 AR751FH-905SYNR/LP2H 211,100円
②ミラーキャビネット
　（3面鏡（LED照明・スマートポケット付全収納）） MAR1-753KXJU 109,300円

小計 318,400円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 320,400円（税別）

③スキマ収納（カウンター・ラックセット） BB-AR2 18,000円

写真セット価格 336,400円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 338,400円（税別）

540

800

1,900

1,030

750
130

セット寸法：1,030×540×1,900（㎜）

◎扉カラー：クリエペール

PLAN-1
写真セット間口

1,030㎜
化粧台本体間口

900㎜

BATH
ROOM POWDER ROOM

TOILET

KITCHEN

ENTRANCE

LAYOUT
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インテリア性の高いミドルグレードの扉カラーは、浴室ドアやキッチン、インテリア建材との
コーディネートで、統一感のある水まわり空間が実現できます。
上記セットは、システムバスルーム「スパージュ」の片引き戸インテリアタイプとのコーディネート例。

Interior Coordinate
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PLAN-2.

①化粧台本体（ステップスライドタイプ） AR1CH-905SY/QH2H  229,000円
①〈同上寒冷地仕様〉 AR1CH-905SYN/QH2H  231,000円
②ミラーキャビネット
　（3面鏡（LED照明・スマートポケット付全収納）） MAR1-903KXJU 116,600円

小計 345,600円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 347,600円（税別）

③スキマ収納（カウンター・ラックセット） BB-AR2 18,000円
④アッパーキャビネット ARU-905C/QH2  51,500円
⑤アッパーキャビネット（間口調整付） ARU-755FR/QH2  64,100円
⑥ランドリーキャビネット（間口調整付） ARK-752FR/QH2  51,600円

写真セット価格 530,800円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 532,800円（税別）

PLAN-2 セット寸法：1,690×540×2,300（㎜）

1,9002,300

400

900

1 690 790 490

540

800

壁一面を機能的に生かした、清涼感ある白が映えるプラン

BATHROOM

POWDER ROOM

TOILET

BALCONY

LAYOUT

納期は受注後約3日　 納期は受注後約1週間

つけ置き洗いもゆったり行える間口900㎜の
広々洗面器

洗濯機上の空間も有効に活用できるランド
リーキャビネット

高い所もラクに手が届くステップスライド 
タイプ

ストック品は踏み台の中にスッキリ収納

◎扉カラー：グロスホワイト
○床（フローリング）：ハーモニアス12/ジェラータ
○壁タイル：インテリアモザイク雪華〈IM-25P1/SKA1H〉

PLAN-2
写真セット間口

1,690㎜
化粧台本体間口

900㎜
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納期は受注後約3日　 納期は受注後約1週間

PLAN-3. 充実の収納力と機能性がうれしい、シックな色調のプラン

540

800

2 300 1 900

1 200

400

490750

①化粧台本体（引出タイプ・けこみ収納付） AR1H-755SY-K/LM2H  149,200円
①〈同上寒冷地仕様〉 AR1H-755SYN-K/LM2H  151,200円
②ミラーキャビネット
　（3面鏡（LED照明・スマートポケット付全収納）） MAR1-753KXJU                     109,300円

小計 258,500円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 260,500円（税別）

③アッパーキャビネット（ダウン機構付） AR1U-755W/LM2  101,900円
④トールキャビネット（ランドリータイプ） AR1S-455DL/LM2  113,500円
⑤アッパーキャビネット ARU-455C/LM2  28,400円
⑥フィラー（トールキャビネット用） LCWF-8S/W  8,500円
⑦フィラー（アッパーキャビネット用） LCWF-8U/W  7,500円

セット価格 518,300円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 520,300円（税別）

〈ほっとエクスプレス〉EG-2S2-ARS付セット価格 573,300円（税別）

PLAN-3 セット寸法：1,220×540×2,300（㎜）

セット寸法：750×490×840（㎜）

⑧アッパーキャビネット（間口調整付） ARU-755FL/LM2  58,800円
⑨ランドリーキャビネット（間口調整付） ARK-752FL/LM2  48,400円

小計 107,200円（税別）

洗濯機上

BATH
ROOM

POWDER
ROOM

TOILET

KITCHEN

DINING

LAYOUT

収納部を手元に引き寄せて出し入れラクラ
クのダウン機構付アッパーキャビネット

◎扉カラー：クリエモカ

PLAN-3
写真セット間口

1,220㎜
化粧台本体間口750㎜
+750mm（洗濯機上）

※1 周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結仕様（品番
　　  末尾「ーG」）をおすすめします。

※1
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排水口を作業の邪魔にならない右奥に配
置。洗面器の広さを最大限に生かします。

やわらかなカーブ形状で
ワンサイズ上の広さを実現

〈大型洗面器〉

スクエアなアウトラインにやわらか
なカーブを組み合わせることで、実
際のサイズよりもワンサイズ上のボ
ウル広さを実現。使いやすさもワン
ランク上の洗面器です。

ドライパレットで一時置き 濡れものが置けるウェットパレット もっと広く使いたい時は…
濡らしたくないものを、一時置きするのに
便利。サイドガード付で水だれも防ぎます。

広く平らな底面なので、つけ置き洗いなど
家事でも大活躍します。

コップや泡立てネットなど、濡れものを気兼
ねなく置けます。

ウェットパレットをドライパレットの上に置け
ば、洗面器の広さをフルに活用できます。

洗
面
器
は

3
サ
イ
ズ
を
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

右奥排水口

ドライパレットウェットパレット

広々、平らな底面

広々、平らな底面 広さを活かす右奥排水口

DRYとWETを賢く使い分けてもっと快適に

間口
600㎜

間口
750㎜

間口
900㎜

コンパクトな間口でも
容量たっぷり

スタンダードな間口でも
洗面器は広々

つけ置き洗いから水汲みまで
さらにゆったり使える間口

Size Variation

容量16L 容量20L 容量24L

A

A B

C D

D C

B

深さ
185㎜

広く平らな底面

左端いっぱいまで使える広い開口

サイドガード
（高さ10㎜）

スクエアなアウトラインにやわらかなカーブを組み合わせた新しいカタチが、
これまでにない使いやすさと広さを実現しました。洗面器

475㎜

430㎜

65㎜

610㎜

430㎜

80㎜

740㎜

430㎜

95㎜
間口900㎜洗面器は、バケツや洗面桶
を置いたままでも作業スペースがある、 
たっぷり仕様です。

開口間口740㎜
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〈水栓〉

いつでも気持ちよく使えるように、汚れにくくお手入れが簡単になりました。
エコ性能に優れた仕様です。水栓金具

壁付け水栓＆ハイバックガードで簡単キレイ
水栓まわりは、水溜まりの少ない壁付け水栓と凹凸のないハイバックガードで
汚れにくく、お手入れ簡単できれいを保てます。

便利なホース収納式
ホースを引き出して使えるので、洗面器の
お手入れもラクラク便利です。

スッキリしたデザインの使いやすい
シングルレバーシャワー水栓

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

エコ性能

ムダなお湯を節約できるエコハンドル

従来比20％の節水タイ
プ。水ハネも少なく、整
流吐水への切替もでき
ます。

節水タイプで水ハネも少ない微細シャワー

設計。
ネルギ

ル

レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

従来品

従来のシングルレバー混合水
栓は、レバーハンドル正面の
位置でお湯が出るため、無意
識のうちに無駄なお湯を使っ
ていました。

湯
混合

水

お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

湯

水

混合

カチッ
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省エネ（都市ガス）

約24.4
約17.1

年間 約 1,300 円 節約できます。

従来品：
微細シャワー水栓
[最適流量4L/分]

エコハンドル
微細シャワー水栓
[最適流量4L/分]

30

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関す
る建築主等及び特定建築物の所有者の判断の
基準」における給湯量（東京、床面積120㎡の
住宅）から算出。【引用元】「エネルギーの使用の
合理化に関する建築主等及び特定建築物の所
有者の判断の基準」および自社基準【単価】都市
ガス：181円/㎥(税込)

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築
主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における
給湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較
品】整流吐水型シングルレバー[最適流量5L/分]【引用
元】自社基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市
ガス：181円/㎥(税込)

都市ガス代を年間 約 1,100円 節約できます。
水道代を年間 約 500円 節約できます。

省エネ



洗面化粧台の中で最もお掃除に手がかかっていた排水栓。
独自のアイデアで、それを解消しました。排水栓

今までできなかった排水口の底まで、
お掃除カンタン

〈排水口〉

髪・ゴミ、排水口の底を、パッとお掃除

と排水栓を
外して

サッ！

と髪・ゴミを
捨てて

ポイッ！

と底を
スポンジで
拭くだけ

シュッ！

排水口まわりと奥まで汚れを気にする方が80％！ ソコまでてまなし排水口は、排水口の底部分に
凹凸がなく、コンパクトになったことで、スポンジでサッとお掃除ができます。

ななめ形状のヘア
キャッチャーがゴミ
をキャッチする部分
と水を通す部分を分
け、スムーズに通水。

スムーズに通水させるヘアキャッチャー

フランジ

フランジあり フランジなし

汚れがたまりにくいフランジレス

大口径サイズの排
水口は、汚れのたま
りやすかったフラン
ジ部分の入り隅がな
く、お掃除カンタン。

新開発！

排水口まわりと
奥まで

排水口
まわりだけ
19%

その他
1%

80%

　　　　 底までお手入れカンタンな排水口

8割の方の
「排水口まわりと奥まで」
が気になる
という声に応えました。

●排水口の汚れはどの部分
　まで気になりますか？
　（2012年当社調査 n=100）

汚れの気になる排水口の底も凹凸がなく、お掃除カンタン。

従来

磁石

突起物がなく拭き掃除
しやすい浅い底

通水を妨げない
ななめ形状上部

ななめ形状下部で
ゴミをキャッチ

突起物があり
深い底
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排水栓および排水口には磁石を使用しております。
電子（医療）機器など、磁気の影響をうけやすいものは近づけないでください。



たくさん収納できることや収納のしやすさはもちろんのこと、
使う時のことまで考えられたキャビネットです。化粧台本体

踏み台付でラクラクのステップスライドタイプ

けこみ収納で収納力をさらにアップ
空間のムダをなくすスキマ収納

たっぷり収納がうれしいフルスライドタイプ
化粧台内部に便利な踏み台を内蔵。
踏み台の中も収納になっています。

けこみ部をストック収納として活用。
洗濯機との間に空きがちなムダなすき間。
155㎜以上の幅があれば、スキマ収納で
有効活用できます。

スキマ収納
〈カウンター〉
BB-AR1
￥10,000

〈カウンター・ラックセット〉
BB-AR2
￥18,000

上・下段とも奥までしっかり収納。
引出しがたっぷり引けるので、ものの出し入れもラクラクです。

豊富な収納バリエーション Storage Variation

OPTION

使いやすいオープンタイプで収納量アップ
〈サイド収納付の化粧台〉

幅150㎜の取り出しやすいオープンタイプのサイド収納が
ついた化粧台本体をラインアップ。同じ間口で収納量がグン
とアップ。お求めやすい価格でワンランク上の便利を実現。

小物やドライヤーを

下げられるフック付。

間口900㎜
洗面器750㎜+サイド収納150㎜

間口750㎜
洗面器600㎜+サイド収納150㎜

踏み台

すき間

OPTION

収納可能高さ
約270㎜

収納可能高さ
約90㎜

収納可能高さ
約255㎜収納可能高さ

約150㎜

※洗面器高さ750㎜とステップスライドタイプには対応しません。

※踏み台の高さは240㎜です。

有効活用

奥行き（内寸法）
204㎜

上段

上段

下段下段
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賢くキレイに収納できる自慢のトレイアレンジ。
エコ性能、お手入れのしやすさにもこだわりました。ミラーキャビネット

000 新 CG修正
スマートポケット付3面鏡

電気を使わず表面コーティングでくもりをおさえるので、ヒーター式
に比べ待ち時間がなく、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に
使用できます。

省電力、長寿命のLED照明。消し忘れ
防止タイマーを搭載し、さらにエコ性能
アップ。

蒸気をあてると、違いがくっきり！

エコ性能

ストレスフリー・電力フリーの 低消費電力、ずっと長く使えるLED照明

年間 約 370円 節約できます。

約18.2

約4.6

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判
断の基準（経済産業省・国土交通省告示2号)
におけるエネルギー消費量計算方法の解説」
の照明設備の年間点灯時間から算出。【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）

従来品
安定器付蛍光灯
［消費電力24W］

LED照明

75

省エネ（電気）

※ 点灯後60分で自動的に消灯します。
 自動消灯後は、1度スイッチをOFFにし、3秒以上経
過してから再点灯してください。

※くもり止めコート対応品については、P16をご覧ください。
※浴室のドアを開けたままご使用された場合（お風呂上がりなど）、一時的にくもりが発生する
ことがあります。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

〈3面鏡トレイアレンジ〉 高さの違うものを、ピッタリしまえる

トレイアレンジは、トレイを5cm刻みで設置できるの
で、空いてしまうスペースをつくらずに、異なる高さの
ものを効率よく収納することができます。

5cm刻みで高さを自由にアレンジ 入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

トレイは着脱容易で
水洗いもカンタン

背の高い
ものの場合

背の低い
ものの場合

アレンジ例1 アレンジ例2

5cm

4cm～24cmまで、
さまざまな高さのものがいっぱい。

家族みんなが使う
ドライヤーも
すっぽり収納

トレイ
2段

トレイ
3段

〈スマートポケット〉 鏡を見ながら、自然な動作でメイク小物を出し入れ  

鏡を見ながら、メイク小物を自然な動作でサッと取り
出せるスマートポケット。散らかりがちなヘアピンや
髪ゴムなどの小物をしまえるので、朝の忙しい時間に
メイクをテキパキできるようになります。

●洗面台のまわりにものが置きっぱなしに
　なって困ることがありますか？

「洗面台にものが
  置きっぱなしになって困る」
  の声に応えました

たまにある
31%

よくある
35%あまりない

19%

ほとんど
ない
    15%

（2012年当社調査　n=100）

散らばりがちなメイク小物もすっきり。
小物の大きさに合わせて、
仕切りの位置を調整できます。

●ママ専用のメイク小物入れに

●家族の日常使いの小物入れに

アレンジ例1

アレンジ例2

※上の写真はLED照明の場合です。蛍光灯照明の場合はコンセントの位置が異なります。
※上の写真は、間口900㎜の場合の中央鏡部分になります。
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洗面空間をより快適に活用する、
アイデアいっぱいの収納アイテムをご用意しています。周辺キャビネット

洗面室のタテ・ヨコをくまなく活用
洗面化粧台の横や上の空間をムダなく生かすことができる周辺キャビネット。収納量
が増えるのはもちろん、気持ちよく使える工夫が詰まっています。

ができる周辺キャビネット。収納量

身だしなみのチェックに。

スライドカゴが引き出せて
便利な収納。

下段

扉

お出かけ前にうれしい
トールキャビネット 姿見タイプ
扉が姿見になっているので、全身を映せて便利です。

毎日のお洗濯の頼もしい味方
トールキャビネット ランドリータイプ
毎日のお洗濯に大活躍する機能満載のトールキャビネットです。

ハンガーも掛けられるなど、洗濯グッズ
をしっかり効率的に収納。収納するもの
に合わせて、棚の高さも変えられます。

上段

洗剤や柔軟剤などを取り
出しやすい高さに収納。

中段

脱いだ衣類や使ったタオ
ルをサッと収納。

下段

置き場所に困る体重計を
スッキリ収納。

けこみ部

※間口450㎜のみ

A B

C

出し入れラクラクのダウン機構付アッパーキャビネット

洗面空間をフル活用する
間口調整付アッパーキャビネット

洗濯機上の空間を生かす
間口調整付ランドリーキャビネット

取り出しやすい位置に降ろして使えるダウン機構を装備。

バーの伸縮で間口調整。すき間をつくらず壁
いっぱいに設置。ハンガーも掛けられます。

底板で間口調整。底板はタオル掛け付
で空間をムダにしません。

A

B C
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和風

ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
カ
ラ
ー

ナ
チ
ュ
ラ
ル
カ
ラ
ー

シ
ッ
ク
カ
ラ
ー

Shape

C
o

lo
r

ハイグレード ［材質：PETシート　取っ手：シルバー］

扉カラー

洗面器カラー

ミドルグレード ［材質：オレフィンシート　取っ手：シルバー］

スタンダード ［材質：ウレタンコート紙　取っ手：ホワイト］

QH2（グロスホワイト）

VP1（ホワイト） VR1（ブラウン）

LP2（クリエペール） LM2（クリエモカ）

QP2（パウダーピンク） XE2（ピーコックブルー）

LD2（クリエダーク）

洗面空間にさわやかな透明感を演出する鏡面仕上げのハイグレードカラーです。

キッチンや浴室ドアとコーディネートできるインテリアとの相性がいい木目柄のミドルグレードカラーです。

オーソドックスな色合いで洗面空間に馴染むスタンダードカラーです。

クリエカラー

COLOR
 
 

扉カラー＆カウンターカラー バリエーション

H（プレーンネオホワイト）
浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

クリエモカ

ホワイト

トータルコーディネートが可能なカラーバリエーション

同色系のコーディネートで
調和のとれた空間をつくる

「統一カラーコーディネート」

異なる色・素材の組み合わせで、
表情豊かな空間をつくる

「ミックスカラーコーディネート」

ナチュラルトーンの
コーディネート

和みの空間を演出する
コーディネート

クリエモカ

サンドストーン
ベージュ

※側板はすべて白色です。
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現代風 洋風

COLOR
COORDINATE
システムバスルーム「キレイユ」との水まわり空間コーディネート

システムバスルーム「キレイユ」との組合せで水まわり空間をトータルコーディネート。

あなたにぴったりのインテリアテイストが見つかります。

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉

浴室壁 洗面扉 浴室壁 洗面扉 浴室壁 洗面扉

クリエダーク クリエダーク クリエダーク クリエダーク

グロスホワイト

ブラウン

グロスホワイト グロスホワイトパウダーピンククリエペール

グロスホワイトホワイト グロスホワイト ピーコックブルー

清潔感のある、スタイリッシュなコーディネート

素材感がひきたつ、優しい風合いのコーディネート

重厚感あふれる上品なコーディネート

さわやかな印象の
コーディネート

深みのある
エレガントなコーディネート

統一カラーコーディネート
浴室壁を洗面扉と同系色にする
ことで、つながりが生まれ、調和の
とれた空間をつくります。

ミックスカラーコーディネート
浴室、洗面で異なる色柄の組合
せ。異素材をミックスすることで、
表情豊かな空間をつくります。

クリエダーク

オンダガタ
ライト

ウッドグレイン
ライト

テオブロ
ストーン

グリジオ
セラドン

シャインウッド
ホワイト

EBホワイトマーブル
ブラック

モノストライプ

ピエトラ
アズール

ガーネット
レッド

ミント
グリーン

ラウンドライト
ホワイト

クリエペール
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床（S）

壁
（P）

間口は600㎜・750㎜・900㎜の3タイプ。全タイプ、鏡の裏は収納
スペースです。

■梁があっても大丈夫！

■配管の変更不要で大丈夫！

取付時にバックパネルで高さを調節できるので梁下でもスッキリ。

専用のキットを使えば、既存の排水位置に接続できます。

高さを合わせた排水トラップを接続して完成。

排水リフォームキット
BB-RKH  ¥7,400
排水位置のズレを底板下で
65～515㎜まで対応可能。

給水リフォームキット
BB-RKK  ¥5,300

スムーズ施工のマルチトラップと底板着脱式

サイズバリエーション

止水栓位置のズレに
250㎜まで対応可能

壁排水／床排水のどちら
にも対応できる便利なマ
ルチトラップおよび、底板
着脱式を標準装備。

標準排水位置から既設
排水位置までの寸法を確認。

確認した寸法に沿って、
横引き管を切断。

既設排水管にアダプターを
取付け、横引き管を接続。

排水リフォームキット

底板着脱式

蛍光灯照明タイプ
間口 600㎜

蛍光灯照明タイプ
間口 750㎜

LED照明タイプ 
間口 900㎜

リフォームの心配事あれもこれも大丈夫！

1

横引き管の上に洗面化粧台を据え置き、
穴を開けた底板をはめ込む。

4 5

2 3

測定した高さに合わせてパネル裏のガイド部
分を切断し、取り付けるだけのカンタン作業。

1 2 3

従来の排水位置

新しい洗面台の
排水位置

OPTION

マルチトラップ

OPTION

バックパネル裏のガイド部分を
設置する高さに合わせて切断。

バックパネル裏に補強材を
取付け、ねじ穴を開口。

バックパネルを組み合わせた
ミラーを据え付けます。

※全高1,780㎜～1,900㎜の範囲で10㎜単位で調整
が可能です。

■ありませんか？ こんなこと_01

■ありませんか？ こんなこと_02

スッキリ

ここがアジャスト

バックパネル

梁などで高さに
制限がある…

梁があったり、天井が低く、設
置する高さが足りず、ミラーキャ
ビネットが取付けできない！

排水管が
とどかない…

設置しようとした洗面化粧台の
排水位置が、既存の排水位置
と合わない！

LED照明タイプ 
間口 750㎜
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■洗面化粧台のそばにドアがあっても大丈夫！

化粧台本体価格 ¥89,900
本体セットに加え「ゆプラス
ユニット」を別途ご注文くだ
さい。（P.33）

ほっとアイテムで快適性をアップ

■既存の壁のままで大丈夫！

壁補強位置が変わっても、下地位置の変更なしで洗面化粧台をカンタン設置。
工期短縮でコストも削減でき、取付もスムーズです。

リフォームボード

設置場所のすぐ脇にドアがあっても、引出しの前板を約15㎜短くしたドア枠回避仕
様なら引出しがドア枠に当たりません。

ドア枠回避仕様

●壁裏に補強木・胴縁・間柱のいずれかがあることを確認してください。
●ミラーキャビネットを設置する場合のみ使用可能です。
●補強木・胴縁・間柱は市販されているプッシュ式針、または壁裏センサー等を用いて確認してください。

●コンセントはアースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。　　コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。電源プラグ 接地極付タイプ

どこでも、待たずに
すぐ温かい即湯システム

寒くなるときっとほしくなる、だから…

タンク内のお湯を効率的に使用できるため、
2Lの小容量ながら湯切れの心配なく、
快適に使えます。

湯切れのない快適な使い心地1

ステンレス魔法瓶の技術で、保温中の放熱ロスを
最小限に。ムダ水、給湯燃料のロスも削減できます。

省エネ設計でしっかりコスト低減2

直径90㎜の円筒型デザインで、化粧台のデッドスペース
に搭載可能。収納量はほとんど変わりません。

スリムボディでキャビネット内すっきり3

どこでも、待たずに
すぐお湯が使える電気温水器

今まで水しか使えなかっ
たところでも、お湯が使え
るようになります。

便利1

ムダがほとんどなくなり、
経済的です。

節水3

2階のような給水設備しかな
い場所や、配管距離が長い場
所でも、給湯配管が不要です。

リフォームに最適4

混合水栓使用時の安全性を
より高めるため、わきあげ温
度が2温度設定または低温
度設定になりました。低温度
化により約15％の節電効果
があります。

安心と安全
低温度設定
5

水栓をひねれば、待たず
に即お湯が使えます。

早い2

2階に設置する洗面化粧台など、スペースが限られ
給湯配管がない場所でもお湯が使えます。

いつでも待たずにすぐお湯が使える、
コンパクトな即湯システムを化粧台に搭載できます。
※必ず給湯配管に接続してください。

引出しを開けてもドア枠に当たりません。

補強の位置に沿っ
てリフォームボード
を壁に固定します。

リフォームボードの
下部を組立てます。

プッシュ式針、また
は壁裏センサー等
を用いて間柱、胴
縁、補強木の位置を
確認します。

1 2 3

OPTION

OPTION

ドア枠

壁 洗面器

ドア枠にあたらない

■ありませんか？ こんなこと_03

■ありませんか？ こんなこと_04

※ドア枠回避仕様は標準仕様と同価格です。納期、品番等
について詳細は部材一覧（P.24～）をご参照ください。

※リフォームボードは、化粧台本体＋ミラーキャビネット用（￥12,500～）とアッパーキャビネッ
ト用（￥4,500～）があります。品番、価格等について詳細はP.31をご参照ください。

壁補強位置が
変わってしまった…

壁裏の補強桟の位置が新しい
洗面化粧台と合わない！

ドア枠があたって
引出しが開かない…
引出しを引くとすぐ脇のドア枠に
ぶつかってしまい、引出しをいっ
ぱいに開けることができない！

化粧台本体価格 ¥55,000
本体セットに加え「ほっとエク
スプレスユニット」を別途ご
注文ください。（P.33）
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1プランニングチャートPLANNING CHART

手順に従って、暮らしにピッタリの洗面化粧台をお選びください。

間口サイズを選ぶ

ミラーキャビネットを選ぶ

化粧台本体を選ぶ

サイド収納あり・なしを選ぶ

化粧台本体の収納タイプを選ぶ

600㎜

600㎜

750㎜

600＋150㎜

蛍光灯照明

2面鏡全収納
鏡の裏はすべて収
納スペース。

蛍光灯照明

アジャストミラー※

高さを調整できる2面
鏡。鏡の裏は収納スペー
スです。

蛍光灯照明

2面鏡袖収納
袖鏡の裏は収納ス
ペース。

LED照明

1面鏡大型鏡 
空間に広がりをあ
たえる大型鏡。

蛍光灯照明

1面鏡収納付
鏡の両袖がたっぷ
りの収納スペース。

1面鏡シンプルタイプ
スッキリとしたシン
プルなミラー。

洗面器の高さは3サイズから選べます。

扉タイプ
大きなものもしっかり収納
できるベーシックタイプ。

高さ750㎜
身長155㎝位の人におすすめ

フルスライドタイプ
奥までしっかり収納でき
て、出し入れもラクラク。

高さ800㎜〈標準仕様〉
身長165㎝位の人におすすめ

ステップスライドタイプ
便利な踏み台を内蔵。収納
もしっかり確保。

高さ850㎜
身長170㎝位の人におすすめ

けこみ収納あり・なしを選ぶ

ドア枠回避あり・なしを選ぶ

洗面器の高さを選ぶ

1
2

3

サイド収納付化粧台
使いやすいオープンタイプ
のサイド収納が一体になっ
て、収納量アップ。

※ステップスライドタイプは高さ800㎜のみ対応です。

洗面器間口600㎜
コンパクトながらたっぷりの容量。

容量
16L

※アジャストミラーはサイド収納付化粧台には
対応しません。

くもり止めコートのコーティング範囲です。
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けこみ収納あり・なしを選べます。 ドア枠回避仕様を選べます。
※洗面器高さは800㎜か850㎜となります。

※詳細は部材一覧（P.24～28）をご覧ください。

けこみ収納 引出しを開けてもドア枠に当たりません。

けこみ部をストック
収納として活用で
きます。

750㎜

900㎜

750＋150㎜ 900㎜

蛍光灯照明

アジャストミラー※ 
高さを調整できる3面鏡。鏡
の裏は収納スペースです。

LED照明

アジャストミラー※ 
高さを調整できる3面鏡。 
照明は長寿命のLED

1面鏡シンプルタイプ
スッキリとしたシン
プルなミラー。

LED照明

アジャストミラー※ 
高さを調整できる3面鏡。
照明は長寿命のLED

LED照明

3面鏡全収納 
低消費電力で長く使
えるLED照明搭載。

LED照明

3面鏡スマートポケット付全収納 
化粧小物を収納できる
スマートポケット付。

扉タイプ
大きなものもしっかり収納
できるベーシックタイプ。

引出タイプ
背の高いものと、ボトルや
小物を分けて収納。

フルスライドタイプ
奥までしっかり収納でき
て、出し入れもラクラク。

ステップスライドタイプ
便利な踏み台を内蔵。収納
もしっかり確保。

サイド収納付化粧台
使いやすいオープンタイプ
のサイド収納が一体になっ
て、収納量アップ。

洗面器間口750㎜
スタンダードなサイズ。

洗面器間口900㎜
つけ置き洗いから水汲みまでたっぷり使えるサイズ。

ドア枠

壁 洗面器

ドア枠にあたらない

蛍光灯照明

1面鏡収納付
鏡の両袖がたっぷ
りの収納スペース。

蛍光灯照明
3面鏡全収納 
鏡の裏はすべて収
納スペース。

蛍光灯照明

2面鏡袖収納 
袖鏡の裏は収納ス
ペース。

LED照明

1面鏡大型鏡 
空間に広がりをあ
たえる大型鏡。

容量
20L

容量
24L

LED照明

1面鏡大型鏡 
空間に広がりをあたえ
るシンプルな大型鏡。

蛍光灯照明
3面鏡全収納 

鏡の裏はすべて収納
スペース。

LED照明

3面鏡全収納 
低消費電力で長く使
えるLED照明搭載。

LED照明

3面鏡スマートポケット付全収納 
化粧小物を収納できる
スマートポケット付。
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2

L型収納パック
パネルタイプ

限られたスペースで動作域を
確保しながら収納力アップ。

L型収納パック
トール収納タイプ

限られたスペースで動作域を
確保しながら収納力アップ。

アッパーキャビネット
〈本体用〉

化粧台本体の上にセット。
ストック品をたっぷり収納。

アッパーキャビネット
ダウン機構付

ダウン機構付で出し入れラ
クラクのキャビネット。

プランニングチャート
PLANNING CHART

手順に従って、暮らしにピッタリの洗面化粧台をお選びください。

周辺アイテムを選ぶ

洗面空間をもっと活用

洗濯機とのすき間を活用

側面の壁を活用

洗面化粧台の上を活用4

6

スキマ収納
カウンタータイプ

化粧品などの一時置きに重宝します。

間口1,305～1,705㎜ 間口965～1,360㎜

間口600㎜間口600㎜
間口750㎜
間口900㎜

間口750㎜
間口900㎜

スキマ収納
カウンターラックセット

カウンターにバスブーツや洗剤など
を置いておけるラックをプラス。

扉カラーを選ぶ

VP1
（ホワイト）

VR1
（ブラウン）

スタンダード 〈単色〉 ミドルグレード 〈木目調〉

LP2
（クリエペール）

LM2
（クリエモカ）

5

アッパーキャビネット

間口150㎜

間口130㎜

間口130㎜

※化粧台本体横に幅155㎜以上の
設置スペースが必要です。

※ダウン機構付をサイド収納
付化粧台本体と組み合わ
せる場合には間口150㎜
のアッパーキャビネットと組
み合わせてください。

※全高1,900㎜用ミラーの
上部のみ取付可能です。
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ファンクションウォール
収納タイプ

扉の開け閉めも場所をと
らない収納付。

ファンクションウォール
シンプルタイプ

バスタオルも掛けられる段
違いのタオルバーが便利。

対面収納キャビネット
トールタイプ

半透明の扉で収納物が
わかりやすく便利。

対面収納キャビネット
ベースタイプ

半透明の扉で収納物が
わかりやすく便利。

エコカラット カラーバリエーション

トールキャビネット
姿見タイプ

しっかり収納、扉が全
身鏡のキャビネット。

ランドリーキャビネット
間口調整付

間口調整で壁にピッタリ、
タオル掛け付で便利。

ミドルキャビネット
ミラーの横にセット。

アッパーキャビネット間口調整付
ミドルキャビネットの上にセット。間口調
整で壁にピッタリ収まります。

アッパーキャビネット〈周辺用〉
トールキャビネットの上にセット。

対面の壁を活用

洗面室の幅いっぱいを活用 洗濯機の上を活用

トールキャビネット
タオルやストック品を
たっぷり収納。

間口250㎜
間口300㎜ 間口300㎜ 間口300㎜

間口900㎜ 間口900㎜ 間口375㎜ 間口750㎜

間口650㎜ 間口650～710㎜

間口650～710㎜

間口750～810㎜

間口750～810㎜

間口250㎜

間口250㎜ 間口300㎜ 間口450㎜

間口750㎜

間口450㎜ 間口450㎜

トールキャビネット
ランドリータイプ

洗濯用品をしっかり収納。
衣類をしまえるカゴ付。

ランドリーキャビネット
オープンタイプ

出し入れラクラクのオー
プンタイプ。

FW3
（ベージュ）

FW2
（オフホワイト）

FW1
（ホワイト）

LD2
（クリエダーク）

ハイグレード 〈鏡面仕上げ〉 ■洗面器

QH2
（グロスホワイト）

H
（プレーンネオホワイト）

QP2
（パウダーピンク）

XE2
（ピーコックブルー）

ファンクションウォールの表面仕上げは、湿
気やホルムアルデヒドを低減する健康建材
エコカラットを採用しています。

※素材の加飾・焼むら・混合などにより、
特有の色幅をもつ商品です。
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おすすめプランガイド
PLAN GUIDE

一坪洗面室を例にお客さまの声にお応えするプランです。

1面鏡 ￥35,700
化粧台本体 引出タイプ（間口750㎜） ￥138,700

セット価格  ￥174,400

基本プラン
（化粧台間口750㎜）

化粧台本体はそのままで、3面鏡とスキマ
収納を加えるだけで、キレイに片づきます。1

おすすめ

チェンジ 3面鏡 ￥68,300
プラス スキマ収納 ￥18,000
化粧台本体 引出タイプ（間口750㎜） ￥138,700

セット価格 1  ￥225,000

トレイアレンジ搭載3面鏡。
￥32,600

Plus

スキマ収納

洗濯機とのスキマを活用。
￥18,000

サイド収納付キャビネットなら洗面用品を
たっぷり整理して収納できます。2

おすすめ

チェンジ 大型1面鏡 ￥80,900
チェンジ 化粧台本体 引出タイプ サイド収納付（間口900㎜） ￥191,200

セット価格 2  ￥272,100

間口750㎜ボウルと間口150㎜収納の
使いやすさを一体で実現。 ￥52,500

大型1面鏡
￥45,200

間口900㎜のワイドな洗面器なら、
洗面桶を置いても広々使えます。3

おすすめ

チェンジ 3面鏡 ￥75,600
チェンジ 化粧台本体 引出タイプ（間口900㎜） ￥152,400

セット価格 3  ￥228,000

洗い物など、用途が広がる間口900㎜ボウル。 
￥13,700

Change

W750
1面鏡

W900
3面鏡
W900
3面鏡

Change

1面鏡 3面鏡3面鏡

Change

1面鏡 大型1面鏡大型1面鏡

トレイアレンジ搭載3面鏡。
￥39,900

まだ子どもが小さいの
で、洗濯前のもみ洗い
は必須。もっとゆったり
できるといいのに。

■お客さまの声

家族が多いので、それぞれ
の洗面用品が増えて整理
できず困っている。

■お客さまの声

洗面用品や洗剤は、し
まう所がなくて出しっ
ぱなしで片づかない。

■お客さまの声

Change

W750
化粧台

W900
化粧台
W900
化粧台

Change

W750
化粧台

W900サイド
収納付化粧台
W900サイド
収納付化粧台
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洗面室の幅を活用して、お洗濯の手助け
にもなる使い勝手のよい収納を。

Plus

ミドルキャビネット

ミドルキャビネット
￥32,600

1 セット価格  ￥225,000
プラス ランドリーキャビネット（間口調整付） ￥47,300
プラス ミドルキャビネット ￥32,600

セット価格 A  ￥304,900

Plus

ランドリーキャビネット

幅ピッタリに設置可能なランドリー収納。
￥47,300

2 セット価格
 ￥272,100
プラス
ランドリーキャビネット
（間口調整付）
 ￥48,400

セット価格 B

 ￥320,500

3 セット価格
 ￥228,000
プラス
ランドリーキャビネット
（間口調整付）
 ￥48,400
セット価格 C

 ￥276,400

B セット価格
 ￥320,500
プラス
アッパーキャビネット
（ダウン機構付／間口
調整付を含む全3種）
 ￥180,700
セット価格
 ￥501,200

Plus

アッパーキャビネット

￥180,700

C セット価格
 ￥276,400
プラス
アッパーキャビネット
（ダウン機構付／間口
調整付）
 ￥167,000
セット価格
 ￥443,400

Plus

アッパーキャビネット

￥167,000

4
おすすめ

A セット価格  ￥304,900
プラス アッパーキャビネット（ダウン機構付／間口調整付を含む全3種） ￥181,800

セット価格  ￥486,700

Plus

アッパーキャビネット

取り出しやすいダウン機構／ランドリー上は間口調整付。
￥181,800

洗面室の高さを活用すれば、収納スペースが
大幅に増え、ストック品がたっぷりしまえます。5

おすすめ

洗濯は結構たいへん。
洗剤や洗濯グッズも置
き場所に困るし、もっと
ラクにならないかな。

■お客さまの声

いただきものの石鹸や
まとめ買いしている消
耗品などの置き場所に
いつも困ってしまう。

■お客さまの声

にプラスおすすめ1

Plus

ランドリーキャビネット

￥48,400

にプラスおすすめ2

Plus

ランドリーキャビネット

￥48,400

にプラスおすすめ3

※ミラーはくもり止めコート付の価格です。
※化粧台本体、周辺キャビネットはミドルグレードの価格です。
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写真セット間口

900mm
写真セット間口

750mm

写真セット間口

750mm
写真セット間口

750mm

1,900

540

800

900 70

1,900

750

540

800

1,900

750

540

800

1,900

750

540

800

化粧台本体（フルスライドタイプ）
AR1FH-905SY/XE2H 197,500 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR1FH-905SYN/XE2H 199,500 円

ミラーキャビネット（1面鏡（LED照明））
MAR1-901XJU 87,200 円

写真セット価格                     284,700円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 286,700円（税別）

◎扉カラー：ピーコックブルー　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト

化粧台本体（フルスライドタイプ）
AR1FH-755SY/LD2H 156,600 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR1FH-755SYN/LD2H 158,600 円

ミラーキャビネット（3面鏡（蛍光灯照明・全収納））
MAR1-753TXU 68,300 円

写真セット価格                     224,900円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 226,900円（税別）

◎扉カラー：クリエダーク　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト

化粧台本体（扉タイプ）
AR1N-755SY/VR1H 110,300 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR1N-755SYN/VR1H 112,300 円

ミラーキャビネット（2面鏡（蛍光灯照明・袖収納））
MAR1-752XUR 51,500 円

写真セット価格                     161,800円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 163,800円（税別）
〈ゆプラス仕様〉EHP-AR2-T付 251,700円（税別）
〈ほっとエクスプレス仕様〉EG-2S2-ARS付 216,800円（税別）

◎扉カラー：ブラウン　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト

化粧台本体（ミドル収納付扉タイプ）
AR601N-755SYL/XE2H 182,700 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR601N-755SYNL/XE2H 184,700 円

ミラーキャビネット（1面鏡（LED照明））
MAR1-601XJU 75,600 円

写真セット価格                     258,300円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 260,300円（税別）
〈ゆプラス仕様〉EHP-AR2-Y付 348,200円（税別）
〈ほっとエクスプレス仕様〉EG-2S2-ARS付 313,300円（税別）

◎扉カラー：ピーコックブルー　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト
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写真セット間口

750mm
写真セット間口

600mm

写真セット間口

600mm
写真セット間口

600mm

1,900

600

540

800

1,900

600

540

800

540

800

1 850（※1）

750

1,850（※1）

600

540

800

化粧台本体（引出タイプ）
AR1H-755SY/LP2H 138,700 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR1H-755SYN/LP2H 140,700 円

ミラーキャビネット（3面鏡アジャストミラー（LED照明））
MAJX1-753TZJU 97,000 円

写真セット価格                     235,700円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 237,700円（税別）
〈ほっとエクスプレス仕様〉EG-2S2-ARS付 290,700円（税別）

◎扉カラー：クリエペール　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト

化粧台本体（フルスライドタイプ）
AR1FH-605SY/QP2H 160,700 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR1FH-605SYN/QP2H 162,700 円

ミラーキャビネット（2面鏡（蛍光灯照明・全収納））
MAR-602TXU 49,400 円

写真セット価格                     210,100円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 212,100円（税別）

◎扉カラー：パウダーピンク　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト

化粧台本体（扉タイプ）
AR1N-605SY/VP1H 98,700 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR1N-605SYN/VP1H 100,700 円

ミラーキャビネット（2面鏡（蛍光灯照明・袖収納））
MAR-602XUR 45,200 円

写真セット価格                     143,900円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 145,900円（税別）
〈ゆプラス仕様〉EHP-AR2-T付 233,800円（税別）

◎扉カラー：ホワイト　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト

化粧台本体（扉タイプ）
AR1N-605SY/VP1H 98,700 円
〈同上寒冷地仕様〉
AR1N-605SYN/VP1H 100,700 円

ミラーキャビネット（2面鏡アジャストミラー（蛍光灯照明））
MAJX-602TZPU 55,000 円

写真セット価格                     153,700円（税別）
〈寒冷地仕様価格〉 155,700円（税別）
〈ゆプラス仕様〉EHP-AR2-T付 243,600円（税別）

◎扉カラー：ホワイト　◎洗面器カラー：プレーンネオホワイト

（※1） アジャストミラーは、ミラーの高さ調節により、全高1,780～1,900mmの範囲で設定可能です。
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□部材一覧
H（プレーンネオホワイト）

洗面器カラー

寒冷地対応商品　 納期は受注後 約3日　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。

化粧台本体 扉タイプ フルスライドタイプ ステップスライドタイプ

950

600 540

800

950

600 540

800

950

600 540

800

※ ゆプラス（電気温水器仕様）は、
扉タイプのみの対応です。本
体セットに加え「ゆプラスユニット
（▶P.33）」を別途ご注文くださ
い。⊕￥89,900

引出スライド範囲： 上段／0～240mm 
下段／0～320mm

引出スライド範囲： 上段／0～240mm 
下段／0～300mm

一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様

標
準
仕
様

品番 AR1N-605SY AR1N-605SYN AR1FH-605SY AR1FH-605SYN AR1CH-605SY AR1CH-605SYN

価格
スタンダード ¥98,700 ¥100,700 ¥129,200 ¥131,200 ¥160,700 ¥162,700
ミドルグレード ¥114,500 ¥116,500 ¥145,000 ¥147,000 ¥176,500 ¥178,500
ハイグレード ¥130,200 ¥132,200 ¥160,700 ¥162,700 ¥192,200 ¥194,200

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様※

－ 上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
（-GL：向かって左側ドア枠回避　-GR：向かって右側ドア枠回避）

価格は、標準と同価格です。

けこみ収納付仕様
上記化粧台品番末尾に「-K」をつけて手配してください。

価格は⊕￥10,500です。

●洗面器高さH＝800、850mmのみの対応です。
－

洗面器高さ対応 【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。

－

照明 LED照明 照明なし 蛍光灯照明
全高 全高1,900mm用 全高1,780～1900mm用

タイプ 1面鏡 2面鏡
大型鏡 シンプルタイプ 収納付 袖収納 全収納 アジャストミラー

ミラー
キャビネット 600

950

70
600

950

13 600

950

150 600

950

176 600

950

176
190600

830～
950（※1）

（コンセント1個付） ※照明なし※コンセントなし
（トレイ2個・フック付トレイ2個・

コンセント2個付） （トレイ3個・コンセント1個付）（トレイ6個・コンセント2個付）
（トレイ5個・歯ブラシ立て・

コンセント2個付）
くもり止め
コート付 品番 MAR1-601XJU － MARE-601XU MAR-602XUR MAR-602TXU MAJX-602TZPU

価格 ¥75,600 － ¥32,600 ¥45,200 ¥49,400 ¥55,000
くもり止め
なし

品番 － MAR-601NX MARE-601X MAR-602XR MAR-602TX －
価格 － ¥20,000 ¥22,100 ¥34,700 ¥38,900 －

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「けこみ収納」「洗面器高さ対応」を
　組み合わせる場合の品番については、下記をご参照ください。

（例）AR1FH-755SY- U K GL
本体品番 ドア枠回避…表記なし：標準仕様

G：ドア枠回避仕様（引出タイプ）
GL,GR：ドア枠回避仕様（フルスライドタイプ）

けこみ収納…表記なし：標準仕様
K：けこみ収納あり

洗面器高さ対応…表記なし：標準仕様（高さ800mm）
U：高さ850mm
D：高さ750mm

※ドア枠回避仕様について
化粧台を壁に接して設置した場合、引出し部を引いた際に出入口のドア枠とぶつかってしまうことがあります。
こうした場合には、引出し前板チリをひかえた「ドア枠回避仕様」をご選定ください。

■標準仕様 ■ドア枠回避仕様

引出タイプ：2mm
フルスライドタイプ：5mm

引出タイプ・
フルスライドタイプ：15mm

※図はLタイプ
※引出タイプは
　正面向かって
　左側のみです。

間口600mm

（※1） アジャストミラーは、化粧台シリーズにより、高さの条件が異なります。

● 取付け・メンテナンスのため
上部に20mm以上の空間が
必要です。

● 取付け・メンテナンスのため
上部に100mm以上の空間が
必要です。

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。

アッパー
キャビネット 490600

400

ダウン機構付

490600

400

※プッシュラッチ扉
品番 ARU-605C AR1U-605W

スタンダード ¥29,400 ¥92,400
ミドルグレード ¥34,700 ¥97,700
ハイグレード ¥41,000 ¥104,000

● 収納ラック積載荷重10kgまで。
● 収納ラック昇降距離270mm
下方へ下がります。

● アジャストミラーとは組合せで
きません。
● 取付条件については「住宅設備機
器総合カタログ」をご参照ください。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいてから3日後の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）
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□部材一覧

扉カラー
バリエーション

QH2（グロスホワイト） QP2（パウダーピンク） XE2（ピーコックブルー）

ハイグレード ミドルグレード スタンダード

LP2（クリエペール）LM2（クリエモカ）LD2（クリエダーク） VP1（ホワイト） VR1（ブラウン）

間口750mm

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。
●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

化粧台本体 扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ ステップスライドタイプ

950

750 540

800

950

750 540

800

950

750 540

800

950

750 540

800

※ ほっとエクスプレス仕様
は、扉タイプ・引出タイプ
のみの対応です。本体セッ
トに加え「ほっとエクスプ
レスユニット（▶P.33）」
を別途ご注文ください。 
⊕￥55,000
※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、扉タイプのみの対応
です。本体セットに加え「ゆ
プラスユニット（▶P.33）」
を別途ご注文ください。 
⊕￥89,900

引出スライド範囲：0～270mm
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～320mm
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～300mm

一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様

標
準
仕
様

品番 AR1N-755SY AR1N-755SYN AR1H-755SY AR1H-755SYN AR1FH-755SY AR1FH-755SYN AR1CH-755SY AR1CH-755SYN

価格
スタンダード ¥110,300 ¥112,300 ¥122,900 ¥124,900 ¥140,800 ¥142,800 ¥172,300 ¥174,300
ミドルグレード ¥126,100 ¥128,100 ¥138,700 ¥140,700 ¥156,600 ¥158,600 ¥188,100 ¥190,100
ハイグレード ¥141,800 ¥143,800 ¥154,400 ¥156,400 ¥172,300 ¥174,300 ¥203,800 ¥205,800

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様※

－ 上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて
手配してください。

価格は、標準と同価格です。

上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
（-GL：向かって左側ドア枠回避　-GR：向かって右側ドア枠回避）

価格は、標準と同価格です。

けこみ収納付仕様
上記化粧台品番末尾に「-K」をつけて手配してください。

価格は⊕￥10,500です。

●洗面器高さH＝800、850mmのみの対応です。
－

洗面器高さ対応 【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。 －

照明 LED照明
全高 全高1,900mm用 全高1,780～1900mm用

タイプ 1面鏡 3面鏡
大型鏡 全収納 スマートポケット付全収納 アジャストミラー

ミラー
キャビネット 750

950

70 170750

950

170750

950

170750

830～
950（※1）

（コンセント1個付） （コンセント3個・トレイ11個付） （コンセント3個・トレイ8個付） （コンセント3個・歯ブラシ立て・トレイ8個付）
くもり止めコート付 品番 MAR1-751XJU MAR1-753TXJU MAR1-753KXJU MAJX1-753TZJU

価格 ¥80,900 ¥93,500 ¥109,300 ¥97,000
くもり止め
なし

品番 － MAR1-753TXJ MAR1-753KXJ －
価格 － ¥83,000 ¥98,800 －

照明 照明なし 蛍光灯照明
全高 全高1,900mm用 全高1,780～1900mm用

タイプ 1面鏡 2面鏡 3面鏡
シンプルタイプ 収納付 袖収納 全収納 アジャストミラー

ミラー
キャビネット

750

950

13
750

950

150

950

750 176

950

750 176 179750

830～
950（※1）

※照明なし※コンセントなし （トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント2個付） （トレイ3個・コンセント1個付） （コンセント2個・トレイ8個付） （トレイ7個・歯ブラシ立て・コンセント1個付）
くもり止めコート付 品番 － MARE-751XU MAR1-752XUR MAR1-753TXU MAJX-753TZPU

価格 － ¥35,700 ¥51,500 ¥68,300 ¥73,000
くもり止め
なし

品番 MAR-751NX MARE-751X MAR1-752XR MAR1-753TX －
価格 ¥22,100 ¥25,200 ¥41,000 ¥57,800 －

（※1） アジャストミラーは、化粧台シリーズにより、高さの条件が異なります。

● 取付け・メンテナ
ンスのため上部に
100mm以上の空間
が必要です。

● 取付け・メンテナ
ンスのため上部
に20mm以上の
空間が必要です。

アッパー
キャビネット 490750

400

ダウン機構付
490750

400

※プッシュラッチ扉
品番 ARU-755C AR1U-755W

スタンダード ¥33,600 ¥96,600
ミドルグレード ¥38,900 ¥101,900
ハイグレード ¥45,200 ¥108,200

● 収納ラック積載荷重10kgまで。
● 収納ラック昇降距離270mm
下方へ下がります。

● 蛍光灯仕様のアジャストミラー
とは組合せできません。
● 取付条件については「住宅設備機
器総合カタログ」をご参照ください。

● 取付け・メンテナン
スのため上部に
30mm以上の空
間が必要です。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいてから3日後の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）

※ドア枠回避仕様・オプション仕様品番については▶P.24参照。
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□部材一覧
H（プレーンネオホワイト）

洗面器カラー

寒冷地対応商品　 納期は受注後 約3日　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。

化粧台本体
（サイド収納付）

扉タイプ フルスライドタイプ ステップスライドタイプ

750

600 540

800

1,900

950

540

800

750

600

950

1,900

540

800

750

600

950

1,900

※ ほっとエクスプレス仕様
は、扉タイプ・引出タイプ
のみの対応です。本体セッ
トに加え「ほっとエクスプ
レスユニット（▶P.33）」
を別途ご注文ください。 
⊕￥55,000
※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、扉タイプのみの対応
です。本体セットに加え「ゆ
プラスユニット（▶P.33）」
を別途ご注文ください。 
⊕￥89,900

（棚板2枚付）

（棚板2枚付）
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～320mm

（棚板2枚付）
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～300mm

一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様

標
準
仕
様

品番 AR601N-755SYL(R) AR601N-755SYNL(R) AR601FH-755SYL(R) AR601FH-755SYNL(R) AR601CH-755SYL(R) AR601CH-755SYNL(R)

価格
スタンダード ¥151,200 ¥153,200 ¥181,700 ¥183,700 ¥213,200 ¥215,200
ミドルグレード ¥167,000 ¥169,000 ¥197,500 ¥199,500 ¥229,000 ¥231,000
ハイグレード ¥182,700 ¥184,700 ¥213,200 ¥215,200 ¥244,700 ¥246,700

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様

－
サイド収納側のドア枠回避はトールキャビネット用フィラーを組合せてください。

サイド収納と逆側のドア枠回避は上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
（-GL：向かって左側ドア枠回避　-GR：向かって右側ドア枠回避）

価格は、標準と同価格です。

けこみ収納付仕様
上記化粧台品番末尾に「-K」をつけて手配してください。

価格は⊕￥10,500です。

●洗面器高さH＝800、850mmのみの対応です。
－

洗面器高さ対応 【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。 －

●サイド収納の外側は化粧がされています。●サイド収納付化粧台本体は洗面器とベースキャビネット、サイド収納キャビネットは別梱包となります。●サイド収納付化粧台本体はL/Rで給排水位置が異なります。

アッパー
キャビネット 490750

400

ダウン機構付の場合は間口600mmダウン機構付と間口150mmの組合せとなります。
間口600mmダウン機構付 間口150mm

490600

400

490
150

400

※プッシュラッチ扉 ※L・R兼用※プッシュラッチ扉
品番 ARU-755C AR1U-605W ARU-155C

スタンダード ¥33,600 ¥92,400 ¥17,900
ミドルグレード ¥38,900 ¥97,700 ¥20,000
ハイグレード ¥45,200 ¥104,000 ¥23,100

間口750mm（サイド収納付化粧台本体）

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。

● 収納ラック積載荷重10kgまで。
● 収納ラック昇降距離270mm
下方 へ下がります。
● アジャストミラーとは組合せでき
ません。
● 取付条件については「住宅設備機
器総合カタログ」をご参照ください。

サイド収納付と組合わせるミラーキャビネットは間口600mmとなります。
照明 LED照明
全高 全高1,900mm用 －

タイプ 1面鏡 －
大型鏡 －

ミラー
キャビネット

600

950

70

－

（コンセント1個付） －
くもり止めコート付 品番 MAR1-601XJU －

価格 ¥75,600 －
くもり止め
なし

品番 － －
価格 － －

照明 照明なし 蛍光灯照明
全高 全高1,900mm用

タイプ 1面鏡 2面鏡
シンプルタイプ 収納付 袖収納 全収納

ミラー
キャビネット

600

950

13 600

950

150 600

950

176 600

950

176

※照明なし※コンセントなし （トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント2個付） （トレイ3個・コンセント1個付） （トレイ6個・コンセント2個付）
くもり止めコート付 品番 － MARE-601XU MAR-602XUR MAR-602TXU

価格 － ¥32,600 ¥45,200 ¥49,400
くもり止め
なし

品番 MAR-601NX MARE-601X MAR-602XR MAR-602TX
価格 ¥20,000 ¥22,100 ¥34,700 ¥38,900

● 取付け・メンテナ
ンスのため上部に
20mm以上の空
間が必要です。

● 取付け・メンテナンスのため
上部に100mm以上の空間
が必要です。

※図はRタイプ ※図はRタイプ ※図はRタイプ

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいてから3日後の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）

※ドア枠回避仕様・オプション仕様品番については▶P.24参照。
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□部材一覧

扉カラー
バリエーション

QH2（グロスホワイト） QP2（パウダーピンク） XE2（ピーコックブルー）

ハイグレード ミドルグレード スタンダード

LP2（クリエペール）LM2（クリエモカ）LD2（クリエダーク） VP1（ホワイト） VR1（ブラウン）

アッパー
キャビネット 490900

400

ダウン機構付

490900

400

※プッシュラッチ扉

品番 ARU-905C AR1U-905W
スタンダード ¥38,900 ¥101,900
ミドルグレード ¥45,200 ¥108,200
ハイグレード ¥51,500 ¥114,500

間口900mm

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。
●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

化粧台本体 扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ ステップスライドタイプ

950

900 540

800

900 540

800

950 950

900 540

800
950

900 540

800

※ ほっとエクスプレス仕様
は、扉タイプ・引出タイプ
のみの対応です。本体セッ
トに加え「ほっとエクスプ
レスユニット（▶P.33）」
を別途ご注文ください。 
⊕￥55,000
※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、扉タイプのみの対応
です。本体セットに加え「ゆ
プラスユニット（▶P.33）」
を別途ご注文ください。 
⊕￥89,900

引出スライド範囲：0～270mm
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～320mm
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～300mm

一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様

標
準
仕
様

品番 AR1N-905SY AR1N-905SYN AR1H-905SY AR1H-905SYN AR1FH-905SY AR1FH-905SYN AR1CH-905SY AR1CH-905SYN

価格
スタンダード ¥127,100 ¥129,100 ¥136,600 ¥138,600 ¥166,000 ¥168,000 ¥197,500 ¥199,500
ミドルグレード ¥142,900 ¥144,900 ¥152,400 ¥154,400 ¥181,800 ¥183,800 ¥213,300 ¥215,300
ハイグレード ¥158,600 ¥160,600 ¥168,100 ¥170,100 ¥197,500 ¥199,500 ¥229,000 ¥231,000

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様

－ 上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて
手配してください。

価格は、標準と同価格です。

上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
（-GL：向かって左側ドア枠回避　-GR：向かって右側ドア枠回避）

価格は、標準と同価格です。

けこみ収納付仕様
上記化粧台品番末尾に「-K」をつけて手配してください。

価格は⊕￥10,500です。

●洗面器高さH＝800、850mmのみの対応です。
－

洗面器高さ対応 【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。 －

● 収納ラック積載荷重10kgまで。
● 収納ラック昇降距離270mm
下方 へ下がります。
● 取付条件については「住宅設備機
器総合カタログ」をご参照ください。

照明 LED照明
全高 全高1,900mm用 全高1,780～1900mm用

タイプ 1面鏡 3面鏡
大型鏡 全収納 スマートポケット付全収納 アジャストミラー

ミラー
キャビネット 900

950

70 170
900

950

170900

950

170
900

830～
950（※1）

（コンセント1個付） （コンセント3個・トレイ16個付） （コンセント3個・トレイ12個付） （コンセント3個・歯ブラシ立て・トレイ12個付）
くもり止めコート付 品番 MAR1-901XJU MAR1-903TXJU MAR1-903KXJU MAJX1-903TZJU

価格 ¥87,200 ¥100,800 ¥116,600 ¥102,000
くもり止め
なし

品番 － MAR1-903TXJ MAR1-903KXJ －
価格 － ¥90,300 ¥106,100 －

照明 蛍光灯照明
全高 － 全高1,900mm用 －

タイプ － 3面鏡 －
－ 全収納 －

ミラー
キャビネット

－

176
900

950

－

－ （コンセント2個・トレイ12個付） －
くもり止めコート付 品番 － MAR1-903TXU －

価格 － ¥75,600 －
くもり止め
なし

品番 － MAR1-903TX －
価格 － ¥65,100 －

（※1） アジャストミラーは、化粧台シリーズにより、高さの条件が異なります。

● 取付け・メンテナ
ンスのため上部に
100mm以上の空
間が必要です。

● 取付け・メンテナン
スのため上部に
30mm以上の空
間が必要です。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいてから3日後の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）

※ドア枠回避仕様・オプション仕様品番については▶P.24参照。



□部材一覧
H（プレーンネオホワイト）

洗面器カラー

寒冷地対応商品　 納期は受注後 約3日　 納期は受注後 約1週間　 納期は受注後 約2週間　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。28    

照明 照明なし 蛍光灯照明
全高1,900mm用

タイプ 1面鏡 2面鏡 3面鏡
シンプルタイプ 収納付 袖収納 全収納

ミラー
キャビネット

750

950

13 750

950

150

950

750 176

950

750 176

※照明なし※コンセントなし （トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント2個付） （トレイ3個・コンセント1個付） （コンセント2個・トレイ8個付）
くもり止めコート付 品番 － MARE-751XU MAR1-752XUR MAR1-753TXU

価格 － ¥35,700 ¥51,500 ¥68,300
くもり止め
なし

品番 MAR-751NX MARE-751X MAR1-752XR MAR1-753TX
価格 ¥22,100 ¥25,200 ¥41,000 ¥57,800

●サイド収納の外側は化粧がされています。●サイド収納付化粧台本体は洗面器とベースキャビネット、サイド収納キャビネットは別梱包となります。●サイド収納付化粧台本体はL/Rで給排水位置が異なります。

化粧台本体
（サイド収納付）

扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ ステップスライドタイプ

540

800
950

1,900

900

750
540

800
950

1,900

900

750
540

800950

1,900

900

750
540

800950

1,900

900

750

※ ほっとエクスプレス仕様
は、扉タイプ・引出タイプ
のみの対応です。本体セッ
トに加え「ほっとエクスプ
レスユニット（▶P.33）」
を別途ご注文ください。 
⊕￥55,000

※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、扉タイプのみの対
応です。本体セットに加
え「ゆプラスユニット（▶
P.33）」を別途ご注文くださ
い。⊕￥89,900

（棚板2枚付）
（棚板2枚付）

引出スライド範囲：0～270mm

（棚板2枚付）
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～320mm

（棚板2枚付）
引出スライド範囲： 上段／0～240mm 

下段／0～300mm

一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様 一般地仕様  寒冷地仕様

標
準
仕
様

品番 AR751N-905SYL(R) AR751N-905SYNL(R) AR751H-905SYL(R) AR751H-905SYNL(R) AR751FH-905SYL(R) AR751FH-905SYNL(R) AR751CH-905SYL(R) AR751CH-905SYNL(R)

価格
スタンダード ¥162,800 ¥164,800 ¥175,400 ¥177,400 ¥193,300 ¥195,300 ¥224,800 ¥226,800
ミドルグレード ¥178,600 ¥180,600 ¥191,200 ¥193,200 ¥209,100 ¥211,100 ¥240,600 ¥242,600
ハイグレード ¥194,300 ¥196,300 ¥206,900 ¥208,900 ¥224,800 ¥226,800 ¥256,300 ¥258,300

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様

－
サイド収納側のドア枠回避はトールキャビネット用フィラー
を組合せてください。サイド収納と逆側のドア枠回避は上
記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。

価格は、標準と同価格です。

サイド収納側のドア枠回避はトールキャビネット用フィラーを組合せてください。
サイド収納と逆側のドア枠回避は上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。

（-GL：向かって左側ドア枠回避　-GR：向かって右側ドア枠回避）
価格は、標準と同価格です。

けこみ収納付仕様
上記化粧台品番末尾に「-K」をつけて手配してください。

価格は⊕￥10,500です。

●洗面器高さH＝800、850mmのみの対応です。
－

洗面器高さ対応 【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。 －

アッパー
キャビネット 490900

400

ダウン機構付の場合は間口750mmダウン機構付と間口150mmの組合せとなります。
間口750mmダウン機構付 間口150mm

490750

400

490
150

400

※プッシュラッチ扉 ※L・R兼用※プッシュラッチ扉
品番 ARU-905C AR1U-755W ARU-155C

スタンダード ¥38,900 ¥96,600 ¥17,900
ミドルグレード ¥45,200 ¥101,900 ¥20,000
ハイグレード ¥51,500 ¥108,200 ¥23,100

間口900mm（サイド収納付化粧台本体）

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。
●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

● 収納ラック積載荷重10㎏まで。
● 収納ラック昇降距離270mm
下方 へ下がります。
● 蛍光灯仕様のアジャストミラー
とは組合せできません。
● 取付条件については「住宅設備機
器総合カタログ」をご参照ください。

※図は
　Rタイプ

※図は
　Rタイプ

※図は
　Rタイプ

※図は
　Rタイプ

サイド収納付と組合わせるミラーキャビネットは間口750mmとなります。
照明 LED照明

全高1,900mm用

タイプ 1面鏡 3面鏡
大型鏡 全収納 スマートポケット付全収納

ミラー
キャビネット

750

950

70 170750

950

170750

950

（コンセント1個付） （コンセント3個・トレイ11個付） （コンセント3個・トレイ8個付）
くもり止めコート付 品番 MAR1-751XJU MAR1-753TXJU MAR1-753KXJU

価格 ¥80,900 ¥93,500 ¥109,300
くもり止め
なし

品番 － MAR1-753TXJ MAR1-753KXJ
価格 － ¥83,000 ¥98,800

● 取付け・メンテナンス
のため上部に100mm
以上の空間が必要
です。

● 取付け・メンテ
ナンスのため
上部に20mm
以上の空間が
必要です。

● 取付け・メンテナンス
のため上部に30mm
以上の空間が必要
です。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

※ドア枠回避仕様・オプション仕様品番については▶P.24参照。

ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいてから3日後の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）



□部材一覧

扉カラー
バリエーション

QH2（グロスホワイト） QP2（パウダーピンク） XE2（ピーコックブルー）

ハイグレード ミドルグレード スタンダード

LP2（クリエペール）LM2（クリエモカ）LD2（クリエダーク） VP1（ホワイト） VR1（ブラウン）
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間口 250mm

アッパー
キャビネット

490
250

400

490
300

400

490450

400

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉

品番 ARU-255C ARU-305C ARU-455C
スタンダード ¥20,000 ¥22,100 ¥25,200
ミドルグレード ¥22,100 ¥24,200 ¥28,400
ハイグレード ¥25,200 ¥27,300 ¥31,600

ミドル
キャビネット

225250

400

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉
（棚板1枚付）

品番 ARK-252C
スタンダード ¥28,400
ミドルグレード ¥32,600
ハイグレード ¥35,800

トール
キャビネット

標準タイプ 標準タイプ 姿見タイプ ランドリータイプ 標準タイプ ランドリータイプ

490
250

1,900

490
300

1,900

500
300

1,900
1,900

300
490 490450

1,900 1,900

450 490

※L・R兼用
（棚板2枚付）

引出スライド範囲：0～315mm

※L・R兼用
（棚板2枚付）

引出スライド範囲：0～315mm （棚板2枚・アミカゴ3個付）

（棚板2枚付）
引出スライド範囲： 上段／0～370mm 

下段／0～420mm

※L・R兼用
（棚板2枚付）

引出スライド範囲：0～315mm

（棚板2枚付）
体重計収納付

（内寸法：幅350×奥行き444×高さ67mm）
引出スライド範囲： 上段／0～370mm 

下段／0～420mm

品番 ARS-255 ARS-305 ARS-305ML(R) AR1S-305DL(R) ARS-455 AR1S-455DL(R)
スタンダード ¥74,500 ¥75,600

¥92,000
¥96,600 ¥83,000 ¥104,000

ミドルグレード ¥84,000 ¥85,100 ¥106,100 ¥93,500 ¥113,500
ハイグレード ¥92,400 ¥93,500 ¥114,500 ¥100,900 ¥121,900

間口 250mm 300mm 450mm

■ トールキャビネット　 高さ対応
洗面器高さ850mm：上記トールキャビネット品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は標準・ランドリータイプは⊕￥3,200、姿見タイプは⊕￥3,000です。
洗面器高さ750mm：上記トールキャビネット品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は同価格です。

間口 650～710mm 650mm 750～810mm 750mm

アッパー
キャビネット
間口調整付

325 490

400

650～710
375 490

400

750～810

※プッシュラッチ扉 ※プッシュラッチ扉
※図はLタイプ ※図はLタイプ

品番 ARU-655FL(R) ARU-755FL(R)
スタンダード ¥51,500 ¥52,500
ミドルグレード ¥57,800 ¥58,800
ハイグレード ¥62,000 ¥64,100

タイプ 間口調整付 オープンタイプ 間口調整付 オープンタイプ

ランドリー
キャビネット

650～710 225

400

208650

400

225750～810

400

208750

400

※プッシュラッチ扉
（棚板1枚付）

※プッシュラッチ扉
（棚板1枚付）

品番 ARK-652FL(R) LCVKO-652 ARK-752FL(R) LCVKO-752
スタンダード ¥43,100

¥29,000
¥44,200

¥30,000ミドルグレード ¥47,300 ¥48,400
ハイグレード ¥50,500 ¥51,600

間口 650～710mm 750～810mm

● トールキャビネットの高
さ対応については下記 
「■ トールキャビネット高さ
対応」をご参照ください。

● バー側の側板は壁面に
固定してください。

●トールキャビネットはドア枠など引出が干渉する場合はフィラー（品番：LCWF-8S/W）をご選定ください。
●トールキャビネット（姿見タイプ）を化粧台本体の隣りに設置する場合は外開きとなるようご選定ください。
●トールキャビネット（姿見タイプ）が壁に隣接し扉の吊り元が壁側になる場合は、製品と壁の間にフィラーを設置してください。（扉と壁が干渉し、内部の引出カゴが引き出せなくなる場合があります）

※図はLタイプ ※図はLタイプ

※図は
　Lタイプ

※図は
　Lタイプ

※図は
　Lタイプ

（一部注文生産品を除きます。）



□部材一覧

扉カラー
バリエーション

QH2（グロスホワイト） QP2（パウダーピンク） XE2（ピーコックブルー）

ハイグレード ミドルグレード スタンダード

LP2（クリエペール）LM2（クリエモカ）LD2（クリエダーク） VP1（ホワイト） VR1（ブラウン）

納期は受注後 約3日　 納期は受注後 約1週間　 ご購入の前にご確認ください。30    

タイプ アッパー
キャビネット用

トール
キャビネット用

ミドル
キャビネット用

フィラー

20～75

473

400

20～75473

1,947 20～75

208

400

間口調整範囲 20～75mm

品番 LCWF-8U / W LCWF-8S / W LCWF-8K / W
価格 ¥7,500 ¥8,500 ¥7,500

間口 375mm 750mm

対面収納
キャビネット 375

1,900

275
275 750

800

※L・R兼用
（棚板2枚付） （棚板2枚付）

品番 LCWS-372SA（棚板ダボ穴あり） LCVB-752SALCVS-372SAN（棚板ダボ穴なし）
価格 ¥84,000 ¥82,000

タイプ シンプルタイプ 収納タイプ フェイスタオルバー バスタオルバー

ファンクション
ウォール 900

1,900

25
900

1,900

200

150
370

52

150700

52

（フェイスタオルバー1本、バスタオルバー1本付）

品番 LCWS-900WE LCWS-902W BS-LCW-FT BS-LCW-BT
価格 ¥98,000 ¥155,000 ¥7,000 ¥10,000

間口 900mm

● 取付条件については「住宅設備機器総合
カタログ」をご参照ください。
● バスタオルバー・フェイスタオルバーは別途
手配です。

間口 960～1,360mm 1,305～1,705mm

L型収納パック L型収納パック L型収納パック L型用棚板

960～1,360

1,900

250 1,305～1,705

1,900

275

900～
1,300

250

30

カウンター調整範囲：900～1,300mm （棚板2枚付）
カウンター調整範囲：900～1,300mm 棚板調整範囲：900～1,300mm

品番 LCWS-2513SE LCWS-2517S BB-LCW-T130 / W

価格 ¥58,000 ¥113,000 ¥15,000

●カウンターは位置が固定です。 ●カウンターは位置が固定です。

（一部注文生産品を除きます。）
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サイドバスケット（フック付）
BB-TD1-23 ¥4,700
230×425×530（mm）

シャワースクリーン（2枚1組）
BB-AR3 ¥6,000
奥行400mm、カウンターからの高さ
200mm

サイドワゴン（収納棚タイプ）
BB-FCW60T ¥18,000
225×430×450（mm）

サイドワゴン（脱衣カゴタイプ）
BB-FCW60A ¥18,000
225×430×450（mm）

スキマ収納（カウンター・ラックセット）
BB-AR2 ¥18,000
131×469×601（mm）

スキマ収納（カウンター）
BB-AR1 ¥10,000
131×469×58（mm）

OPTION

給水リフォームキット
BB-RKK ¥5,300
●壁給水仕様用。
● 給水位置のズレは250mmまで
対応可能です。

〈アッパーキャビネット用〉

BB-FR-6004 ¥4,500
（幅600×高さ400mm）

BB-FR-7504 ¥4,500
（幅750×高さ400mm）

BB-FR-9004 ¥7,500
（幅900×高さ400mm）

〈化粧台本体＋ミラーキャビネット用〉

BB-FR-60190 ¥12,500
（幅600×高さ1,900mm）

BB-FR-75190 ¥12,500
（幅750×高さ1,900mm）

BB-FR-90190 ¥21,000
（幅900×高さ1,900mm）

リフォームボード
（厚さ15mm）

● 壁裏に補強木・胴縁・間柱のいず
れかがあることを確認してください。
● 化粧台本体と同じ幅のミラーを設
置する場合のみ使用可能です。
● 補強木・胴縁・間柱は市販されて
いるプッシュ式針、または壁裏セン
サー等を用いて確認してください。

排水リフォームキット
BB-RKH ¥7,400
● 排水位置のズレを底板の下で調
整します。

● 標準位置からのズレは65～515
ｍｍまで対応可能です。
● ステップスライドタイプへの対応
はできません。
● けこみ収納付タイプは排水位置
がけこみ収納と干渉しないか確認
してください。

収納トレイ（3面鏡用）
BM-MDA-225 ¥800
176×85×40（mm）
BM-MDA-275 ¥800
226×85×40（mm）
BM-MDA-300 ¥800
256×85×40（mm）

● 取付可能な間口は「トレイ対応
表」をご参照ください。

扉用バスケット（フック付）
BB-EX5 ¥1,500
200×100×300（mm）

● 扉・引出タイプのみ取付可能。

ミドルキャビネット（埋込タイプ）
KCD-305PL(R) 
〔埋込寸法：280×50×700ｍｍ〕
KCD-309PL(R) 
〔埋込寸法：280×90×700ｍｍ〕
¥27,000
300×105×750ｍｍ
 本体材質：HIPS　扉開き角度：100°
● 側面の壁に取り付ける場合、扉開き
が手前になるようプランしてください。

●化粧台本体横に幅155mm以上の設置スペースが必要です。
●カウンター棚部はねじにより着脱可能です。
●化粧台本体側板に固定します。

● ピアラ専用品です。

ドライヤーハンガー
BM-HX8 ¥2,600
●2面鏡・3面鏡のみ取付可能
● 収納した状態でドライヤーは使用
できません。
● 収納可能なドライヤーの寸法は、
下記の通りです。

75mm以下

（折りたたみ時）
100mm以下

（
奥
行
）

70
m
m
以
下

15
0m
m
以
下

35mm以下

■トレイ対応表
ミラーキャビネット間口

トレイ品番 750mm 900mm

BM-MDA-225 ○
（袖ミラー）

○
（中央ミラー、袖ミラー）

BM-MDA-275 － ○
（中央ミラー）

BM-MDA-300 ○
（中央ミラー） －

歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74（mm）
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□仕様表

寒冷地対応商品　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。

●化粧台本体の色番は、扉カラーと洗面器カラーの色番組合せで表します。

化粧台本体
サイド収納付

周辺キャビネット RA
本体品番

3 0 5 D LS

76 0 FRA
本体品番

〈例〉

〈例〉

5 5 YH

●けこみ収納は、洗面器高さH=800、850mmのみの対応です。

KU H/ L P 2
色品番（扉＋洗面器）

L
※下記「●化粧台本体の
　品番設定について」参照

G

■ 品番の見方

●化粧台本体の品番設定について
化粧台本体にオプション（ドア枠回避仕様・けこ
み収納付・高さ対応）を併設する場合右記の品
番設定にならい、手配してください。

AR601FH-755SY-

A.「高さ対応」表記
B.「けこみ収納付」表記
C.「ドア枠回避仕様」表記

表記なし：標準のまま（高さ800mm） [U]：高さ850mm [D]：高さ750mm
表記なし：標準のまま　[K]：けこみ収納付
表記なし：標準のまま（ドア枠回避なし） [G]：引出しタイプドア枠回避仕様 
[GL]：フルスライドタイプ向かって左側ドア枠回避仕様
[GR]：フルスライドタイプ向かって右側ドア枠回避仕様

例えば

A. C.
B.

K G LU

化粧台本体 7FRA
本体品番

〈例〉 5 5 YH KU H/ L P 2
色品番（扉＋洗面器）

L
※下記「●化粧台本体の
　品番設定について」参照

G

U / L P 2
扉の色品番

■ 化粧台本体仕様

●止水栓は別途手配です。

間口（mm) 600 750

タイプ サイド収納なし サイド収納なし サイド収納付
扉 フルスライド ステップスライド 扉 引出 フルスライド ステップスライド 扉 フルスライド ステップスライド

洗面器 
高さ

800mm
（下記品番） ○ ○ ○

750mm
（下記品番末尾に「-D」） ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ －

850mm
（下記品番末尾に「-U」） ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ －

品番 一般地仕様 AR1N-605SY AR1FH-605SY AR1CH-605SY AR1N-755SY AR1H-755SY AR1FH-755SY AR1CH-755SY AR601N-755SY AR601FH-755SY AR601CH-755SY
寒冷地仕様 AR1N-605SYN AR1FH-605SYN AR1CH-605SYN AR1N-755SYN AR1H-755SYN AR1FH-755SYN AR1CH-755SYN AR601N-755SYN AR601FH-755SYN AR601CH-755SYN

水栓金具 シングルレバーシャワー水栓（ホース収納式/吐水切替付）エコハンドル　SF-71SY-MB4　 SF-71SYN-MB4
止水栓 【別途】壁給水用：アングル形止水栓　床給水用：ストレート形止水栓　（詳細▶P.33）
排水金具 ポップアップ排水栓（ソコまでてまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式）　LF-GR5G-A
排水トラップ 床排水・壁排水兼用トラップ（直管）
扉カラー ハイグレード／ミドルグレード／スタンダード　３グレード　全８色（詳細▶P.12）

洗面器 プレ－ンネオホワイト　１色　　人造大理石（ポリエステル系樹脂）・ウェットパレット付
洗面器容量16L 洗面器容量20L 洗面器容量16L

フットスイッチ （けこみが奥にあるため、取付けできません）
けこみ収納

（上記品番末尾に「-K」）
○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ －

●けこみ収納は、H＝800、850mmのみの対応です。

ゆプラス
（電気温水器）

○ － － ○ － － － ○ － －
【別途】ゆプラスユニットを手配してください。（詳細▶P.33）

ほっとエクスプレス
（即湯システム）

－ － － ○ ○ － － ○ － －
【別途】ほっとエクスプレスユニットを手配してください。（詳細▶P.33）

間口（mm) 900

タイプ サイド収納なし サイド収納付
扉 引出 フルスライド ステップスライド 扉 引出 フルスライド ステップスライド

洗面器 
高さ

800mm
（下記品番） ○ ○

750mm
（下記品番末尾に「-D」） ○ ○ ○ － ○ ○ ○ －

850mm
（下記品番末尾に「-U」） ○ ○ ○ － ○ ○ ○ －

品番 一般地仕様 AR1N-905SY AR1H-905SY AR1FH-905SY AR1CH-905SY AR751N-905SY AR751H-905SY AR751FH-905SY AR751CH-905SY
寒冷地仕様 AR1N-905SYN AR1H-905SYN AR1FH-905SYN AR1CH-905SYN AR751N-905SYN AR751H-905SYN AR751FH-905SYN AR751CH-905SYN

水栓金具 シングルレバーシャワー水栓（ホース収納式/吐水切替付）エコハンドル　SF-71SY-MB4　 SF-71SYN-MB4
止水栓 【別途】壁給水用：アングル形止水栓　床給水用：ストレート形止水栓（詳細▶P.33）
排水金具 ポップアップ排水栓（ソコまでてまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式）　LF-GR5G-A
排水トラップ 床排水・壁排水兼用トラップ（直管）
扉カラー ハイグレード／ミドルグレード／スタンダード　３グレード　全８色（詳細▶P.12）

洗面器 プレ－ンネオホワイト　１色　　人造大理石（ポリエステル系樹脂）・ウェットパレット付
洗面器容量24L 洗面器容量20L

フットスイッチ （けこみが奥にあるため、取付けできません）
けこみ収納

（上記品番末尾に「-K」）
○ ○ ○ － ○ ○ ○ －

●けこみ収納は、H＝800、850mmのみの対応です。

ゆプラス
（電気温水器）

○ － － － ○ － － －
【別途】ゆプラスユニットを手配してください。（詳細▶P.33）

ほっとエクスプレス
（即湯システム）

○ ○ － － ○ ○ － －
【別途】ほっとエクスプレスユニットを手配してください。（詳細▶P.33）
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□仕様表

※1：コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。（内部コンセントがある場合は、内部コンセント含む）

■ 止水栓
●壁給水用止水栓

●床給水用止水栓

※ゆプラスの詳細な仕様については、「住宅設備機器総合カタログ」をご参照ください。

※ ほっとエクスプレスの詳細な仕様については、「住宅設備機器総合
カタログ」をご参照ください。

●ゆプラス・ほっとエクスプレスのコンセントは、アースターミナル付接地極付コンセントをご使用くだ
さい。コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

電源プラグ
接地極付
タイプ

■ ゆプラスユニット　　　　 （電気温水器） ■ ほっとエクスプレスユニット　　　　　 （即湯システム）

仕様 止水栓
標準・ 
ほっとエクスプレス搭載の場合

一般地 LF-3K-MB （2ヶ） ￥1,700×2
寒冷地 LF-3K-MB-U （2ヶ） ￥1,700×2

電気温水器仕様の場合 一般地 LF-3K-MB ￥1,700
寒冷地 LF-3K-MB-U ￥1,700

仕様 洗面器高さ 止水栓

標準・ 
ほっとエクスプレス搭載の場合

一般地・ 
寒冷地共用

750 LF-3SDK(340)-MB2 （2ヶ） ￥4,400×2
800 LF-3SDK(360)-MB2 （2ヶ） ￥4,400×2
850 LF-3SDK(410)-MB2 （2ヶ） ￥4,700×2

電気温水器仕様の場合 一般地・ 
寒冷地共用

750 LF-3SDK(255)-MB2(1P) ￥4,200
800 LF-3SDK(300)-MB2(1P) ￥4,400
850 LF-3SDK(360)-MB2(1P) ￥4,400

間口(mm) 化粧台品番 ゆプラスユニット品番 価格
600 AR1N-605SY(N) EHP-AR2-T

￥89,900
750

AR1N-755SY(N) EHP-AR2-T
AR601N-755SY(N)L EHP-AR2-Y
AR601N-755SY(N)R EHP-AR2-T

900
AR1N-905SY(N) EHP-AR2-Y

AR751N-905SY(N)L EHP-AR2-Y
AR751N-905SY(N)R EHP-AR2-T

間口(mm) ほっとエクスプレスユニット品番 価格
750

EG-2S2-ARS ￥55,000900

■ ミラーキャビネット
間口(mm) 間口600mm
照明タイプ ＬＥＤ照明   照明なし 蛍光灯照明 
全高 1,900mm用 1,900mm用 1,900mm用 1,780～1,900mm用

タイプ １面鏡 １面鏡 １面鏡 ２面鏡 ２面鏡
大型鏡 シンプルタイプ 収納付 袖収納 全収納 アジャストミラー

品番 MAR1-601XJU MAR-601NX MARE-601X MARE-601XU MAR-602XR MAR-602XUR MAR-602TX MAR-602TXU MAJX-602TZPU

照明（定格消費電力） ＬＥＤ照明（６Ｗ） ー 蛍光灯１５Ｗ形×１灯（19W） 電球形蛍光灯
60W形×1灯（12W）

くもり止めコート ○ ー ー ○ ー ○（左鏡） ー ○（左鏡） ○（左鏡）
防湿鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンセント※ １個 ー ２個 １個 ２個 ２個
付属品 ー ー ー ー ー ー ー ー 歯ブラシ立て

カラー（キャビネット本体） ー ー ホワイト
材質（キャビネット本体・トレイ） ー ー PP樹脂

間口(mm) 間口900mm
照明タイプ ＬＥＤ照明   蛍光灯照明 
全高 1,900mm用 1,780～1,900mm用 1,900mm用

タイプ １面鏡 ３面鏡 ３面鏡 ３面鏡
大型鏡 全収納 スマートポケット付全収納 アジャストミラー 全収納

品番 MAR1-901XJU MAR1-903TXJ MAR1-903TXJU MAR1-903KXJ MAR1-903KXJU MAJX1-903TZJU MAR1-903TX MAR1-903TXU

照明（定格消費電力） ＬＥＤ照明（６Ｗ） ＬＥＤ照明（６Ｗ） ＬＥＤ照明（６Ｗ） ＬＥＤ照明（６Ｗ） ＬＥＤ照明（６Ｗ） ＬＥＤ照明（６Ｗ） 蛍光灯２０Ｗ形×１灯（24W）

くもり止めコート ○ ー ○（中央鏡） ー ○（中央鏡） ○（中央鏡） ー ○（中央鏡）
防湿鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンセント※ １個 3個 3個 3個 3個 3個 2個
付属品 ー ー ー ー ー 歯ブラシ立て ー ー

カラー（キャビネット本体） ー ホワイト
材質（キャビネット本体・トレイ） ー PP樹脂

間口(mm) 間口750mm
照明タイプ ＬＥＤ照明   照明なし 蛍光灯照明 
全高 1,900mm用 1,780～1,900mm用 1,900mm用 1,900mm用 1,780～1,900mm用

タイプ １面鏡 ３面鏡 ３面鏡 １面鏡 １面鏡 ２面鏡 ３面鏡 ３面鏡
大型鏡 全収納 スマートポケット付全収納アジャストミラーシンプルタイプ 収納付 袖収納 全収納 アジャストミラー

品番 MAR1-751XJU MAR1-753TXJ MAR1-753TXJU MAR1-753KXJ MAR1-753KXJU MAJX1-753TZJU MAR-751NX MARE-751X MARE-751XU MAR1-752XR MAR1-752XUR MAR1-753TX MAR1-753TXU MAJX-753TZPU

照明（定格消費電力） ＬＥＤ照明
（６Ｗ）

ＬＥＤ照明
（６Ｗ）

ＬＥＤ照明
（６Ｗ）

ＬＥＤ照明
（６Ｗ）

ＬＥＤ照明
（６Ｗ）

ＬＥＤ照明
（６Ｗ） ー 蛍光灯２０Ｗ形×１灯

（24W）
蛍光灯２０Ｗ形×１灯

（24W）
蛍光灯２０Ｗ形×１灯

（24W）
電球形蛍光灯
60W形×2灯（24W）

くもり止めコート ○ ー ○（中央鏡） ー ○（中央鏡）○（中央鏡） ー ー ○ ー ○（中央鏡） ー ○（中央鏡）○（中央鏡）
防湿鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンセント※ １個 3個 3個 3個 3個 3個 ー ２個 1個 2個 １個
付属品 ー ー ー ー ー 歯ブラシ立て ー ー ー ー ー ー ー 歯ブラシ立て

カラー（キャビネット本体） ー ホワイト ー ホワイト
材質（キャビネット本体・トレイ） ー PP樹脂 ー ＰＰ樹脂



LIXILの長期保証サービス（有料）にご加入いただければ、例えば、こんな不具合が「無料」で修理できます！

新築やリフォームをお考えの皆さまに、“末長い安心”をお届けします。

ご購入いただいた住宅設備を、末長く安心してお使いいただくために。通常2年間の無料メーカー保証期間を、

有料で10年または5年に変更できるサービスをご用意いたしました。

LIXIL長期保証サービス

通常の2年保証が10年または5年の保証に!

LIXIL長期保証
サービス

対象商品

シャワートイレ システムバス システムキッチン 洗面化粧台

修理代無料

※有料となる場合があります。詳細は、LIXIL長期保証サー
　ビス規定をご確認ください。
例1. 保証商品の施工説明書、取扱説明書、注意ラベル等に従った使用を行わ
　　 なかったことに起因する故障
例2. 機能に支障がない経年劣化または使用に伴う損傷、変質
例3. お客さま自ら交換をお勧めしている商品（カートリッジ、フィルター、電池、
　　 電球、小物等）

部品代、工賃（技術料＋出張料）が無料です。

安心
メーカーであるLIXILが直接お届けする保証　

おまかせ点検

※おまかせ点検の詳細については、LIXILの公式
　ホームページをご覧ください。

シャワートイレの10年プラン
にご加入いただいたお客さま
に対し、「無料」で実施します。

安全

情報提供

お手入れ情報や新商品情報、
ショールームイベント情報な
どを発信します。

満足

修理事例

水栓の故障
寒いけど
シャワーぬるい

レンジフードが
おかしい

便座が
冷たい

水が
抜けない

 修理したら

1.5万～2万
修理したら

2万～3万
修理したら

1万～2万
修理したら

1万～1.5万

長期保証サービス（有料）のご案内
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保証期間
従来のメーカー保証より、さらに保証期間が長いサービスです。

従来の
メーカー保証

長期保証サ－ビス
５年プラン

長期保証サ－ビス
１０年プラン

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10年保証

5年保証

2年間
無料

引渡日
購入日

3年目以降 有料

6年目以降 有料

11年目以降 有料

保証期間

※保証期間は、お客さまによる本サービスへの申込みが完了した時点から開始され、引渡日または購入日を起点とした所定期間
　（5年または10年）の末日に終了します。そのため、実際の保証期間は、引渡日または購入日からお客さまの申込みが完了する
　までの期間の分だけ、所定期間より短くなります。

お問い合わせ先

LIXIL長期保証サービス係
　 0120-694-677
受付時間 10：00～17：00（年末年始・夏期休暇を除く）
Mailアドレス：t-hosyou@lixil.co.jp

インターネットでお申込みください。
● 1件のお申込みにつき500円値引き。
● マイページからいつでも閲覧・印刷できる電子保証書「長期保証サービス保証書」
　  を発行。保管の手間が不要となります。
● お支払いは、クレジットカード決済とコンビニ決済（払込票）が選べます。
● インターネットをご利用になれない場合は、「長期保証サービス係」にお問い
　 合わせください。郵送でのお申込みになります。

複数商品の一括
申込みが可能

クレジットカードでの
決済が可能

お申込み方法

お申込みは
LIXIL公式ホームページへ 検索LIXIL長期保証

商品の引渡日または購入日の1ヵ月以内にお申込みください。

お申込み期限

サービス対象商品

対象商品には
このマークが付いています。

※１：料金は税抜き価格です。 
※2：無料ですが、本サービスへのお申込みが必要となります。
※3：給湯器は、本サービスの対象外となります。また次の機器は10年プランでも5年までの保証となります。
 　　【浴室暖房乾燥機・浴室テレビ・ガスコンロ・IHヒーター・食器洗い乾燥機・オーブンレンジ】

お支払いは一括払いのみ。
価格は予告なく変更することがあります。

商　品 ５年プラン 10年プラン

シャワートイレ

レジオ、サティス
アステオ、PASSO   0円※2 15,000円

上記以外 2,000円 11,000円

システムバス※3 7,000円 22,000円

システムキッチン※3 9,000円 22,000円

洗面化粧台 4,000円 14,000円

サービス料金※1

ＬＩＸＩＬは、お客さまの利便性向上と保証情報の精度向上を目的に、長期保証サービスのＷＥＢ申込みに適用している「電子保証書」を各商品にも
順次展開してまいります。詳細は商品の同梱資料、または弊社ホームページでお知らせします。

    35
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●表示価格は2014年11月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00　土･日･祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。
TEL.0562-40-4050   FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/9:00～20:00 (365日 受付)

http://www.lixil.co.jp/support/

TEL.      0120-179-400 FAX.      0120-179-430

TEL.      0120-179-411 FAX.      0120-179-456

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。



会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
　ご確認ください。

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。
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