
お手入れしやすいスマートクリーン。
奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンターです。

奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンターでお掃除かんたん化粧台。
● 自然と節湯できるエコハンドル水栓。
● フランジレスとゴミを取る形状のてまなし排水口。
● 電力フリー、ストレスフリーのくもり止めコート。

扉カラー 取っ手

奥行き500mmのコンパクト設計でありながら
洗面器容量16L。洗面器とカウンターは継ぎ目
のない一体生計です。

大口径排水とヘアキャッチャー
排水口は水はけのよい大
口径サイズ。フランジ部分
の入り隅をなくしお掃除の
手間を軽減。ゴミを取る
形状のヘアキャッチャー
を採用。

ビルトイン水栓で、ハイ
バックガードのお手入れし
やすさがアップ。

水栓はお掃除しやすい
ビルトインタイプ。

シングルレバーシャワー水栓
水ハネの少ない微細シャワー吐水で、従来比20％の
節水タイプ〈4人家族の場合、１日バケツ1.5杯分（約
14L）〉。

電力フリーの
くもり止めコート
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。

三面鏡はトレイを
使って賢く収納
自在なトレイアレンジが簡単にで
きる三面鏡全収納タイプ。小さな
ものから背の高いものまで効率よ
く収納可能です。

エコハンドル
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。

取っ手レス仕様
グロスホワイト クリエペール クリエモカ

奥行きコンパクトな
スタイリッシュカウンター

湯

水
混合

カチッ

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

仮置きスペース

ハイバックガード

洗面器開口
435mm

カウンター
奥行
500mm

ゴミを
キャッチ 通水部

洗面器&カウンターカラー

プレーンネオホワイト 

クリエダーク

95,360 円

MLCJ1-903TXU-G/LCJ2HT-905SY［工事費別途］

（税込）

掲載写真
価格

サイズバリエーション：750・900・1000・1200

ベースキャビネット
（引出タイプ）

化粧小物などの小さなものと
バケツなどの大きなものを、
引出部と扉部で、効率よく分
別収納できます。

てまなしフランジレス

愛知県 M様邸

扉カラー ボウルカラー

ミラーを開くとワイドな収納棚

家族構成や使い勝手で選べるベースキャビネット。

水がたまりにくい
「ハイバックガード」「壁出し水栓」

トクラス自慢の
人造大理石ボウル・カウンター

アイデアあふれる機能で365日快適に。
● 汚れがたまりにくいすっきりフォルム。「ハイバックガード」　● 人気の「乾くん棚」が搭載されたミラー5枚のミラーキャビネット。
● 使い勝手で選べるベースキャビネット。「オールスライドタイプ」「片引出しタイプ」

広くて取り出しやすく
高さの調節も出来ます。

衝撃に強く
割れにくい

汚れが染み
込みにくい

細かいキズは
磨いて美しく

両サイドにＷミラーを採用し、5枚のミラー
で使いやすさをアップ。

ステンレス製の網棚は簡単に取り外して
洗えます。

便利な
内部コンセント
（1200Ｗまで）

機能性に優れた5枚のミラー

片引出しタイプ オールスライド

通気性に優れた「乾くん棚」

使いやすさとお手入れのしやすさを追求したアイデア機能充実の洗面化粧台。

特許登録済

ミルクホワイト ホワイトヤマブキイエロー サクラピンク プラムレッド ベージュグレー ライトグリーン ホワイトグロッシー

モカグロッシー ダークグロッシー ペールウッド ライトウッド ダークウッド ベーシックホワイトミディアムウッド
引き出しと開き扉で、整理
しやすくたっぷり収納。

下段のケコミ部分も収納スペースに活用できます。
バケツも楽々収納。

小物ポケット付

ハイバックガードと壁出し水栓だから水はね
などのお手入れが簡単です。

サイズバリエーション：750・900・1000・1200

103,680 円

エポック YEAA090EAGC*
 + MBA0905KB

［工事費別途］

（税込）

掲載写真
価格

サイズバリエーション：750・900

※各メーカー、収納キャビネットをご用意しています。サイド、天袋など、豊富なバリエーションの中から組み合わせてご提案します。

ライフスタイルに合わせて選べるデザイン。
● デザインの異なる2つのボウルタイプ。　　　● 選べるキャビネットタイプ。
● 内装イメージに合わせて選べる扉カラー。

家族ひとりひとりの使い方と心地よさにフィットする機能とデザインを詰め込んだ洗面化粧台。
ご家族に合った使い勝手を選べます。

ボウル
タイプ

扉カラー

三面鏡

傾斜メッキ水栓

開き扉タイプキャビネット

両開きできるスタンダードな
タイプ。大きなものも収納で
きます。「高さ80cm」の家
族みんなが使いやすい設計
です。

※イメージです。

インテリアスタイルが長持ちする「スクエアドット柄」デザイン。スクエアドット

ミルクホワイト ベージュグレー クリームイエロー オリーブグリーン ベビーピンク チェリーピンク モカブラウン

気品のある空間を演出するナチュラルな光沢木目柄。ラスターウッド

ラスターライト ラスターグレージュ ラスターダーク ラスターゼブラ

浮造り調の凹凸で上質な質感。ウヅクリウッド

ウヅクリホワイト ウヅクリグレージュ

深くつややかで落ち着いた色調のレイヤー柄。ガトー

ガトールージュ ガトーブルー ガトーブラン ガトーノワール

繊細なきらめきのパールカラー。シルキーパール

パールホワイト パールグリーン パールオレンジ パールターコイズ パールネーフル

フローリングとも相性のよい木目柄。レイヤーウッド

ホワイトオーク オークナチュラル オークミディアム ブラックオーク

ラウンドボウル スクエアボウル

102,020 円

ラヴァーボ W=900(材)  三面鏡仕様［工事費別途］

（税込）

掲載写真
価格

水栓取り付け面に45度の傾斜を
設けました。水たまりができにくく、
汚れにくい工夫です。引き出して使
えるホース内蔵タイプです。

鏡裏にたっぷり収納
できます。歯ブラシ・
歯みがき粉をまとめ
て収納出来る歯ブラ
シ立てを標準装備。
（コンセント付）

洗
面
化
粧
台

洗
面
化
粧
台

洗面化粧台洗面化粧台
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内装イメージに合わせて扉カラーをセレクト。

※各メーカー、収納キャビネットをご用意しています。サイド、天袋など、豊富なバリエーションの中から組み合わせてご提案します。

シンプルなデザインと美しい木目が空間クオリティを高める。
長く使い続ける洗面化粧台は、シンプルなデザインと上質な素材でこだわりたい。
そんな思いから生まれた木製洗面化粧台は、ホテルを思わせるラグジュアリーな空間を演出。

素材・カラー

水栓

収納ボックス付き1面鏡

オールスライドキャビネット 収納ボックス

人気の高いドイツグローエ社
製のシングルレバーを採用。

大容量収納のキャビネットは幅が異なる2杯タ
イプと4杯タイプをご用意。立ったままの姿勢で
奥のものを取り出せます。

陶器ボウル

木製〈突板〉カウンター

スクエアのデザインがシャープな印象の上
質な陶器ボウル。ボウル容量は10リットル。

排水金具

※リフトアップ・
シャワー機能
には対応して
いません。

排水金具のヘアキャッチャー部分は取り
外しができるので、髪の毛やゴミなどが
楽に取り除けます。

寒冷地
仕様有

混合
水栓

1面鏡横の収納ボックスは扉を閉
めれば見た目もすっきり。最下段の
パイプ棚にはティッシュ箱やタオル
を置いて、扉を閉めたままでも取り
出せます。可動扉付。

オークナチュラル
（ON）

オークブラウン
（OB）

オークアンティーク
（OA）

メイプルクリア
（MC）

チークナチュラル
（TN）

チェリーナチュラル
（CN）

ウォルナットナチュラル
（WN）

カウンター表面には耐水塗装を施していますが、水や洗
剤等で濡れたまま放置してしまうと、表面のしみや腫れの
原因となる場合があります。より長くきれいにご使用頂く
ために、水や洗剤等で濡れた際は、こまめに拭き取ってご
使用ください。

先進のエコ機能を搭載したSTシリーズ。
● 大容量キャビネット。
● お湯と水をきっちり使い分けられる水栓レバー。
● ラクラクお掃除機能。

ソフトスクエア形状カウンター
スッキリとした無駄の無いフォルムが空間にとけ込み心地よい水まわりをつくる。清潔感あふれる洗面化粧台です。

たっぷり・スッキリ収納できて、掃除がラクになる機能が満載。

らくらくお掃除機能

シャープな印象を保ちながら、角に丸みを持たせたデザイン。
汚れのたまりやすい継ぎ目
がないボウル一体型カウン
ターです。

シングルレバー式水栓
吐水タイプは吐水口先端で切り替えられま
す。吐水口を手前に引き出してハンドシャワ
ーに。引き上げるとフリー昇降式なのでど
の高さでも固定できます。

シンプルなフォルムが心地よい空間をつくり出すHBTDシリーズ。
● インテリアトレンドを感じるフローティングスタイル。
● お湯と水をきっちり使い分けられる水栓。
● ラクラクお掃除機能。

エコシングル水栓
水だけ使うつもりでも、気づかないうちに給湯機が作動しが
ちだった従来品。エコシングル水栓なら、レバー中央部まで
水のみ吐水。しかも、湯との境に「カチッ」というクリック感を
設け、お湯のムダ遣いを防げます。

TOTO共通

素材・カラー
カウンター 扉

ホワイト A:パナシェ
ホワイト

P:パナシェ
ピンク

P:パナシェ
アクア

J:ミルベージュ C:カフェ
ブラウン

M:ダークウッド

収納量が大幅にアップする
独自のキャビネット

化粧鏡

手元照明

凹凸のないフォルムの三面鏡。木製でドレッサーのような美しさ。
鏡の裏側には収納スペースとコンセントがあります。

化粧鏡の底面に内蔵された照明
がカウンターを照らします。

直線的で美しいデザイン。収納物が
ひと目で見わたせるオールスライド
タイプです。

カウンター
大きな物も、ゆったり洗え
る大容量ボウル。

ハイバックガード

化粧鏡 化粧台

扉と引き出しの組み合わせで、効率よく物
が入ります。

従来品
S字排水管が、キャビネッ
トの中心部を通っている
ため、収納スペースが狭く
なっていました。

奥ひろ収納
「奥ひろし」
排水管のカタチをシンプ
ルにして、位置も奥にする
ことで、収納スペースを平
均約30～50％※1広くし
ました。（当社従来品比）

※1キャビネットタイプによっては数値が異なります。
※黄色部が増量イメージになります。
※写真・イラストはイメージです。実際の商品とは異なる
場合があります。

引き出しタイプ

金具の継ぎ目がないなめらかな形
状にしました。お手入れしやすく、汚
れもサッとひとふきできます。

フランジレス排水口

排水口のふたを取り出すことがで
き、お手入れラクラク。ゴミ箱にも
かんたんに捨てることができます。

ヘアキャッチャー

水はねも、かんたん
にふき取れます。

水栓は引き出して使
えるので、ボウルのす
みずみまで、洗い流せ
ます。

※画像はイメージです。

従来のシングルレバー水栓 エコシングル水栓

大型三面鏡（木製）/
バックパネル

破線部分の収納棚は収納物に
合わせて高さを調節できます。

鏡の内部はすべて収納スペ
ースで、小物からストック
品までたっぷり入ります。

素材・カラー
扉カウンター

ソフトホワイト Aグロスホワイト

Kグロスグレー Wラインホワイトウッド Cラインナチュラルウッド Mラインダークウッド

Bグロスライトグリーン Pグロスライトピンク Dグロスブラウン

正
面
側

正
面
側

湯

湯水混合

水 湯
湯水混合 水

水と湯の境に
「カチッ」とクリック感。
レバー中央部まで
水が出ます。

104,280 円

LDAB090BJGEN1*HT［工事費別途］

（税込）

掲載写真
価格

【2015年秋 モデルチェンジ予定】

サイズバリエーション：間口 750mm・900mm・1200mm

270,630 円

HBTD-120HT-MM3-T*［工事費別途］

（税込）

掲載写真
価格

サイズバリエーション：間口 750mm・900mm・1200mm

401,150 円

HCCD-168R/L［工事費別途］

（税込）

掲載写真
価格

サイズバリエーション：750・900・1210・1680

洗
面
化
粧
台

洗
面
化
粧
台

洗面化粧台洗面化粧台
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