
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。 24373-160708 

フード 食器洗い乾燥機 

コンロ シンク 付属品 

ノンフィルターでお掃除ラクラク 

■キッチンパネル シンプルキッチンパネル ■カウンター 人工大理石カウンター 

Ｃolor Variation  

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） 

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 

幅広のシャワーと斜め形状で作業効率をグンと高めました。 

エアイン&エコシングルなので、節水効果も高いエコ仕様水栓です。 

「エコシングル」機構で 

お湯のムダ使いを抑制 

水とお湯の境に「カチッ」とクリック感を設けることで、 

水とお湯がきちんと使い分けできます。お湯のムダ 

使いを抑えるレバーです。 

節水効果を高める 

「エアインⓇシャワー」 

水に空気を含ませることで、水粒の 

一粒一粒をボリュームアップ。少ない 

水でしっかり洗え、節水効果を高めます。 

※ シャワーの水を止めた後、吐水口から少量 

の水が出ます。これはシャワーヘッド内部の 

残留水が排出されるものです。 

水栓の先端部分を回して、シャワーと 

ソフト吐水を簡単切り替え。 

サッと洗い流せる幅広シャワー 

洗い物に当たった水がパッと広がる、ほうきのような幅広シャワーです。シャワーヘッドを 

伸ばせば、シンクの内側も手早く洗えて手間いらず。節水効果もバツグンです。 

広々洗える斜め形状のスパウト 

ソフト シャワー 

湯 

水 

湯水混合 

水とお湯の境に 

『カチッ』と 

洗い物をする空間が広いので、深くて大きななべくるりと回しなが

ら洗えます。 

普段のお手入れは整流版を 

サッとひとふきするだけでＯＫ 

お手入れはサッと拭くだけのガラストップ 

ガラストップ両面焼きコンロＲ：シルバー 

ラクに片付けられて経済的食器洗い乾燥機Ｐ 

※イメージ図 

回転ノズル噴射式 
洗浄水噴射力は高さ２mm 

食器の間や調理器具の細

かい目にも水流が届きます。 食器洗い乾燥機P：シルバー 
FJ2 ： 

テラブラウンウッド  

FJ3 ： 

テラダークウッド  

３（単色/抽象柄） ３（木目柄） 取っ手 

MG： 

スリムライン取っ手 

FJG ： 

シーンショコラ  

FJF ： 

シーンレッド  

FJA ： 

シーンホワイト 

FJB ： 

シーングレージュ  

FJC ： 

シーンイエロー  

FJE ： 

シーンライラック  

FJ1 ： 

テラホワイトウッド  

KA： 

ラウンド取っ手 

FJH ： 

シーンダークグリーン  

FJD ： 

シーンミント  

H21 ： 

ロブルホワイトウッド  

H22 ： 

ロブルライトウッド 

H23 ： 

ロブルグレーウッド  

UG：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰｸﾞﾚｰ UH：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾎﾜｲﾄ UJ：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ ＤＦ：シンプルホワイトＮ ＤＧ：シンプルグレーＮ ＤＨ：シンプルバニラ 

ＳＹＳＴＥＭ ＫＩＴＣＨＥＮ ｍｉｔｔｅ （ミッテ） 

スマイルクリーンシンク（人工大理石）（ホワイト） 

キッチンをやさしい表情に変える 

スーパークリーンフード（ＬＥＤ・フード色前幕板） 

：シルバー 

スリムライト 

手元を明るく照らします 

Ｉ型（２５５０ｍｍ） 

写真はイメージです  

ディアマンテ シリーズ ２０１７  ＜Ｉ型キッチン＞ 

※写真奥の浄水器はオプション 



●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。 

ディアマンテ シリーズ ２０１６ ＜Ｉ型キッチン＞  

センターラインキャビネット 

24373-160708 

キャビネット 

すべり台シンク 食器洗い乾燥機Ｒ 

■食器洗い乾燥機Ｒ（フロントオープン・通いかご） ■すべり台シンク（人工大理石） 

 

CSE＊＊ 

排水口に向かって水がスイスイ流れるから、手間も省けて使いやすい。 

シンクの内側にはりついて流れにくい野菜くずやごみが、すべるように 

一気にコーナーの排水口へ。手を止めずに済むから食器洗いも 

スムーズです。 

オプション 

2段引き出しで取り出しやすい。 

しかもパスタパンやフライパンといった 

大きなキッチン用具まで納まる、 

使い勝手のいい大容量タイプを採用しました。 

スーパークリーンフード 

独自のオイルキャッチ機構によって、イヤな油汚れの 

お手入れをカンタンにしました。フィルターがない構造なので、 

油による目詰まりがなく吸い込む力も落ちません。 

フィルターがないから、 

サッとひとふきするだけ 
 

フード内側のお掃除もラクラク 

オイルパックに 

汚れがたまったら 

ふき取るだけです。 

ファンの取り外しは 

ワンタッチでOK 
 

スーパークリーンフード構造図 
①シロッコファン②オイルパック③整流板 

取り外す部品は4点 
シンプル構造だから、お手入れもカンタン 

３℃の傾斜でごみがすべり流れる 広々使えるシンク形状 

＜カラーバリエーション＞ 

DWB08 

シンクからそのまま食器が運べる「通いかご」 

大容量 &2段引き出しで使い勝手バツグン 

整流板の表面をサッと 

ひとふきするだけでOKです。 

汚れたかな、と思ったら整流板の手前を外して 

裏側をふき掃除。凹凸がないからふきやすく、 

パーツの着脱に工具は必要ありません。 

シロッコファンもワンタッチで着脱。 

パーツが少ない構造だから、 

面倒だった年末の 

大掃除もラクになります。 

シンクの底に3°の傾斜を設定し、排水口を 

隅に寄せました。野菜くずなどの生ごみが、 

すべり台をすべるようにスムーズに排水口へ 

流れていきます。 

排水口を隅に寄せたことで 

シンク内がより広々と使え 

ます。お皿やコップ、大切 

なガラス器などを洗うとき 

も安心です。 

スペースが広いのでフライパンや両手鍋などの 

大きな調理道具もラクに納まります。また2 段引き 

出しタイプだから順番を気にせずどんどん食器が 

セットでき、下の段の食器もサッとスムーズに 

取り出せます。下段はフライパンや両手鍋と 

いった大きな調理道具もラクに納まります。 

予洗いした食器はシンクに 

セットしたかごへ。食器が 

たまったらかごを持って、 

そのままスムーズに 

食洗機へセット。洗い物が 

一気に食洗機へ運べて 

便利です。 

フライパンもかがまず 

ラクラク取り出しできます。 

レードル類や調味料も上段のスライドトレーに

収納できすっきり整頓できます。 

引き出しにはショックアブソーバーを取付け 

閉まるときの衝撃を吸収（サイレントレール仕様） 

安心・快適の工夫 

※コンロ横小引き出しはサイレントレール仕様では

こだわり設計 

キッチンマットを敷いても巻き込まない引き出しと

ほこりやごみが入らないけこみパネルでお掃除ラ

クラク 

高さを６ｃｍの『けこみ』 

けこみ

普段使うモノは取り出しやすい場所へ 

よく使うモノを上段のキャビネットへ全て収納可能に 

フライパンを振りながら調味料を 

サッと取り出しすぐに収納。 

ホワイト 

ライトブルー 

ベージュ グレー 

ライトピンク ※食器洗い機の下部キャビネットは収納できません。 ※ステンレスシンクもお選びいただけます。 

ディアマンテ シリーズ ２０１７ ＜Ｉ型キッチン＞  



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。 24373-160708 

フード 食器洗い乾燥機 

コンロ シンク 付属品 

ノンフィルターでお掃除ラクラク 

■キッチンパネル シンプルキッチンパネル ■カウンター 人工大理石カウンター 

Ｃolor Variation  

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） 

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 

幅広のシャワーと斜め形状で作業効率をグンと高めました。 

エアイン&エコシングルなので、節水効果も高いエコ仕様水栓です。 

「エコシングル」機構で 

お湯のムダ使いを抑制 

水とお湯の境に「カチッ」とクリック感を設けることで、 

水とお湯がきちんと使い分けできます。お湯のムダ 

使いを抑えるレバーです。 

節水効果を高める 

「エアインⓇシャワー」 

水に空気を含ませることで、水粒の 

一粒一粒をボリュームアップ。少ない 

水でしっかり洗え、節水効果を高めます。 

※ シャワーの水を止めた後、吐水口から少量 

の水が出ます。これはシャワーヘッド内部の 

残留水が排出されるものです。 

水栓の先端部分を回して、シャワーと 

ソフト吐水を簡単切り替え。 

サッと洗い流せる幅広シャワー 

洗い物に当たった水がパッと広がる、ほうきのような幅広シャワーです。シャワーヘッドを 

伸ばせば、シンクの内側も手早く洗えて手間いらず。節水効果もバツグンです。 

広々洗える斜め形状のスパウト 

ソフト シャワー 

湯 

水 

湯水混合 

水とお湯の境に 

『カチッ』と 

洗い物をする空間が広いので、深くて大きななべくるりと回しなが

ら洗えます。 

スーパークリーンサイドフード（ＬＥＤ）：シルバー 
普段のお手入れは整流版を 

サッとひとふきするだけでＯＫ 

お手入れはサッと拭くだけのガラストップ 

ガラストップ両面焼きコンロＲ：シルバー 

シンクに当たる水音を和らげるサイレント仕様 

スペースアップシンク 

ラクに片付けられて経済的食器洗い乾燥機Ｐ 

※イメージ図 

回転ノズル噴射式 
洗浄水噴射力は高さ２mm 

食器の間や調理器具の細

かい目にも水流が届きます。 食器洗い乾燥機P：シルバー 
FJ2 ： 

テラブラウンウッド  

FJ3 ： 

テラダークウッド  

３（単色/抽象柄） ３（木目柄） 取っ手 

MG： 

スリムライン取っ手 

FJG ： 

シーンショコラ  

FJF ： 

シーンレッド  

FJA ： 

シーンホワイト 

FJB ： 

シーングレージュ  

FJC ： 

シーンイエロー  

FJE ： 

シーンライラック  

FJ1 ： 

テラホワイトウッド  

KA： 

ラウンド取っ手 

FJH ： 

シーンダークグリーン  

FJD ： 

シーンミント  

H21 ： 

ロブルホワイトウッド  

H22 ： 

ロブルライトウッド 

H23 ： 

ロブルグレーウッド  

UG：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰｸﾞﾚｰ UH：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾎﾜｲﾄ UJ：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ ＤＦ：シンプルホワイトＮ ＤＧ：シンプルグレーＮ ＤＨ：シンプルバニラ 包丁差し 

ＳＹＳＴＥＭ ＫＩＴＣＨＥＮ ｍｉｔｔｅ （ミッテ） 

写真はイメージです  

フラット対面壁付け（２５７３ｍｍ） 

ディアマンテ シリーズ ２０１７  ＜対面型 キッチン＞ 

※写真奥の浄水器はオプション 



●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。 

センターラインキャビネット 

24373-160708 

キャビネット 

すべり台シンク 食器洗い乾燥機Ｒ 

■食器洗い乾燥機Ｒ（フロントオープン・通いかご） ■すべり台シンク（人工大理石） 

 

CSE＊＊ 

排水口に向かって水がスイスイ流れるから、手間も省けて使いやすい。 

シンクの内側にはりついて流れにくい野菜くずやごみが、すべるように 

一気にコーナーの排水口へ。手を止めずに済むから食器洗いも 

スムーズです。 

オプション 

2段引き出しで取り出しやすい。 

しかもパスタパンやフライパンといった 

大きなキッチン用具まで納まる、 

使い勝手のいい大容量タイプを採用しました。 

スーパークリーンフード 

独自のオイルキャッチ機構によって、イヤな油汚れの 

お手入れをカンタンにしました。フィルターがない構造なので、 

油による目詰まりがなく吸い込む力も落ちません。 

フィルターがないから、 

サッとひとふきするだけ 
 

フード内側のお掃除もラクラク 

オイルパックに 

汚れがたまったら 

ふき取るだけです。 

ファンの取り外しは 

ワンタッチでOK 
 

スーパークリーンフード構造図 
①シロッコファン②オイルパック③整流板 

取り外す部品は4点 
シンプル構造だから、お手入れもカンタン 

３℃の傾斜でごみがすべり流れる 広々使えるシンク形状 

＜カラーバリエーション＞ 

DWB08 

シンクからそのまま食器が運べる「通いかご」 

大容量 &2段引き出しで使い勝手バツグン 

整流板の表面をサッと 

ひとふきするだけでOKです。 

汚れたかな、と思ったら整流板の手前を外して 

裏側をふき掃除。凹凸がないからふきやすく、 

パーツの着脱に工具は必要ありません。 

シロッコファンもワンタッチで着脱。 

パーツが少ない構造だから、 

面倒だった年末の 

大掃除もラクになります。 

シンクの底に3°の傾斜を設定し、排水口を 

隅に寄せました。野菜くずなどの生ごみが、 

すべり台をすべるようにスムーズに排水口へ 

流れていきます。 

排水口を隅に寄せたことで 

シンク内がより広々と使え 

ます。お皿やコップ、大切 

なガラス器などを洗うとき 

も安心です。 

スペースが広いのでフライパンや両手鍋などの 

大きな調理道具もラクに納まります。また2 段引き 

出しタイプだから順番を気にせずどんどん食器が 

セットでき、下の段の食器もサッとスムーズに 

取り出せます。下段はフライパンや両手鍋と 

いった大きな調理道具もラクに納まります。 

予洗いした食器はシンクに 

セットしたかごへ。食器が 

たまったらかごを持って、 

そのままスムーズに 

食洗機へセット。洗い物が 

一気に食洗機へ運べて 

便利です。 

フライパンもかがまず 

ラクラク取り出しできます。 

レードル類や調味料も上段のスライドトレーに

収納できすっきり整頓できます。 

引き出しにはショックアブソーバーを取付け 

閉まるときの衝撃を吸収（サイレントレール仕様） 

安心・快適の工夫 

※コンロ横小引き出しはサイレントレール仕様では

こだわり設計 

キッチンマットを敷いても巻き込まない引き出しと

ほこりやごみが入らないけこみパネルでお掃除ラ

クラク 

高さを６ｃｍの『けこみ』 

けこみ

普段使うモノは取り出しやすい場所へ 

よく使うモノを上段のキャビネットへ全て収納可能に 

フライパンを振りながら調味料を 

サッと取り出しすぐに収納。 

ホワイト 

ライトブルー 

ベージュ グレー 

ライトピンク ※食器洗い機の下部キャビネットは収納できません。 

ディアマンテ シリーズ ２０１７  ＜対面型 キッチン＞ 



＜洗面所＞

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。 26276-180801

写真はイメージです

ＬＡＶＡＴＯＲＹ

Ｏｃｔａｖｅ （オクターブ）
化粧台 LDSFA075BJGEN1＊

化粧鏡 LMFA075A3SLG1G

水がコーナーの排水口へ

まっしぐらに流れる設計

すべり台ボウル

泡や髪の毛をスイスイすべるように

押し流すので、使うたびキレイに。

お手入れもラクラクです。

「ワンプッシュ排水ボタン」

取り外してラクに使えます。

手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの

一時置きスペースとして使えます

スマート棚

手近な場所に置けて便利。

よく見える位置なので置き忘れも防ぎます。

汚れの付き方

水栓本体ケースには、

撥水性と防水効果が高い

「クリーン樹脂」を採用。

汚れをはじいてサッと

ふきとれます。

従来品

クリーン樹脂

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

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

Ｃolor Variation 

スマート棚

扉（ミドルクラス） 取っ手カウンター

ホワイト 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）

★W：パナシェホワイト ★B：パナシェアクア J：ミルベージュ

C：ロイミディアムウッド M：ロイダルブラウン ★扉の表面は鏡面仕上げになります。

お湯と水をきちんと

使い分けられる

エコシングル水栓

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

ムダ使いを防げます。

ラクラクスマート水栓(F1タイプ)(ホワイト：マット調)

切り替えができる、引き出して使える

シャワー ソフト（泡まつ）

手元に引き出せ、

左右開きもできる

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・左右両開き機構付き

スウィング三面鏡（ワイドＬＥＤ）（間口750mm）



●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。 

サザナ  Ｓタイプ  １６１６サイズ HSV1616USX2※※ 

ディアマンテシリーズ シリーズ ２０１７＜浴室＞ 

25490-171001 

換気扇 

天井・照明 その他 

シーリング照明1灯 

（LEDランプ）（電球色） 

ドア 

折戸（W800)[ホワイト]（高さ2000） 

鏡・収納・スライドバー 水栓 

お掃除ラクラク “クリーンでうれＣ” 

炭素の膜で、水あかのこびり付きをふせぎます。 壁と浴槽から離れたデザインだから 

スポンジひとつでまるごとお掃除可能。 

縦長ミラー／収納棚（3段）／カウンター下収納／メタル調スライドバー 

Ｃolor Variation  

お掃除ラクラク 鏡 
面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり。 

お掃除ラクラク カウンター 
カウンター奥もサイドも洗い残しなし。 

 

断熱構造でずっとあったか 

セパレート収納棚 

[ライトシルバー] 

スッキリ水栓 

（リングハンドル）（一般地仕様） 

エアインシャワー 

（メタル調） カウンター下収納棚1個 

平天井（壁高さＨ＝2150） 

Ｉ型手すり:L=600[シルバー] タオル掛け（L=400）[ホワイト] 

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(1室換気 AC100V) 

(ランドリーパイプﾟ１本、ブラケット２セット付) 

フリーサイズ窓枠 ランドリーパイプ(1本) 

４時間後の温度低下を 

JIS高断熱浴槽の基準を 

満たしています。 
（ブローバスSXⅡ、水中照明付きを除く） 

JIS基準：ユニットバス周囲温度10℃、 

浴槽湯量は深さ70％、断熱ふろふたを 

閉じたままの状態で4時間後の 

温度低下が2.5℃以下。 

※「魔法びん浴槽」は 

  TOTO株式会社の登録商標です。 

ラクかるふろふた 

浴槽 

浴槽断熱材 

※図はイメージです 

２つの層で冷気をシャットアウトする 

Ｗ断熱構造思わず足を進めたくなる 

やわらかさ 

お掃除ラクラク ほっカラリ床 

親水パワーの効果で軽くこすれば 

汚れがスッキリ。 

床のお掃除がラクラク簡単。 

足もとにマル！ 

排水口のお掃除が簡単。 
すみずみまできれいに。 

 

お掃除ラクラク 排水口 

トラップカバーを開けて見える部分すべてが 

抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、気になるぬめりや 

カビ汚れの増殖を抑えます。 

ぬくもりにマル！ 

ホワイト 

壁：周辺パネル 壁：アクセントパネル ほっカラリ床 浴槽エプロン ＦＲＰバス カウンター 

ホワイト 

ベージュ 

ライトグレー 

ペールブルー 

ブラック 

ホワイト 

ベージュ 

ライトグレー 

ダークグレー 

ホワイト 

ベージュ 

ライトグレー 

ダークグレー 

【タイル調】 

【石目調】 

【単色】 

ホワイト 

ブラック 

アクア 

ピンク 

ベージュ 

プリエベージュ 

プリエホワイト 

ベーシスホワイト 

ライトグレー 
アクア 

ピンク 

ホワイト 

ベージュ 

ブラウン 
ブラック 

ベージュ マテリアルアロマグリーン 

クレアライトグレー 

ジオブラウン 

スレンダーアクア 

アロマブラウン 

チアフル 

ハープベージュ 

マテリアルアロマピンク 

ブーケットホワイト 

スレンダーベージュ 

モロッコミント 

キリコサクラ 

ストリッシュブルー 

ティントグリーン 

ファルティウッド 

アースブラック 

セイラン 

キリムレッド 

タルシアベージュ 

ノルディグレーウッド 

ソワレローズウッド プラナスブラウンウッド 

プラナスナチュラルウッド 

プラナスホワイトウッド 

プリエエボニー 

プリエアクア 

プリエピンク 

プリエベージュ 

■ハイグレードⅡ ■ハイグレードⅠ 

フレスコウッド 

■ベーシックグレード 

プラナスミディアムウッド 

ビスクトラバーチン 

ホワイトロマーノ 

写真はイメージです   



スッキリ水栓【リングハンドル】 

キャビネット 
（希望小売価格）＋￥230,000税別 ※施工費別途必要 

ノコリ～ユECO ノコリ～ユＥＣＯ 浴室テレビ ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機 

■ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機 ■浴室テレビ（16型ワイド） 

FAA3＊ ※設置条件等、ご確認ください 

テレビ位置浴槽正面 高画質＆ワイド映像の浴室テレビ 

地上波デジタル放送対応の 

チューナーを内蔵し、高画質 

でお楽しみいただけます。 

■ノコリ～ユECO 

（希望小売価格）＋￥39,800税別 ※施工費別途必要 

YMA01+DMA01 

今までは、 

洗濯するたびに 

洗濯機のホースで 

残り湯を移していました。 

専用配管で接続するため、浴槽へのホースの 

出し入れ、片付けが不要です。水だれなども 

ありません。 

手間をかけずにおふろの残り湯を洗濯に利用。 

残り湯も温かいので、洗濯の汚れ落ちもバッチリ。 

専用の取水口付循環アダプタで 

ムダなく残り湯を使えます。 

手間がかかりません。 

専用配管で接続されているため、浴槽へのホースの出

し入れの準備。片付け不要、水たれなどもありません。 

節水 

毎日の選択でムダなく簡単に節水ができます。 

※ふろ水ポンプ内蔵の全自動洗濯機のみ対応可能です。 

 (ホースの先にポンプが付いているタイプは対応できません) 

ブローバス 

■ブローバスＳＸⅡ 

（希望小売価格）＋￥234,000税別 ※施工費別途必要 

FBC08 

（希望小売価格）＋￥210,000税別 ※施工費別途必要 

IKK2B 

オプション 

浴槽形状 

シャワーヘッド 

大幅節水でも量感たっぷり 

秘密は空気を含んだ大粒の水 

※「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。 

節水でも量感たっぷりな浴び心地。 

エコに配慮しながらも満足感を得たいという欲張りを叶えます。 

○試算条件 

年間水使用量＝約38,149L  

年間ガス使用量＝約112.9㎥（※6） 

（従来品シャワー）年間水使用量＝約58,690L  

年間ガス使用量＝約173.7㎥（※5） 

コンパクトな機能派 

直感的に操作しやすいリングハンドルを採用。 

使いやすさを追求しました。 

エアインクリックシャワー 

（ホワイト） 
手元のボタンを押すだけで 

吐水・止水が可能で、節水効果 

にもつながります。 

スプレーシャワー 

 

エアインシャワー 

■クレイドル浴槽 ■ラウンド浴槽（ステップ付） 

 

■スクエア浴槽 

ゆりかごに包まれるような新感覚 入浴感と節水の両立タイプ デザイン性と心地よさの融合 

満水湯量 ： 293L 満水湯量 ： 265L 満水湯量 ： 317L 

ヘッドレスト部分を高くして首当たりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして、 

入りやすさに配慮。リム形状は腕を掛けやすいように設計をしました。 

美しいカーブと全身を包み込むような入浴感が特長です。 

高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったりの入浴感が楽しめるバランスのとれた 

浴槽です。浴槽内ステップは、お年寄りやお子様のすべり込み防止にも最適です。 

シャープな直線で構成された外観フォルムと、首、背中をやさしく支える 

フォルムが特長。スタイリッシュな浴室空間を作れます。 

FRPバス 

アクア 

ピンク 

ホワイト 

ベージュ 

温水ミストでエステ気分 

お肌を健康的に保ち、ストレス解消にも役立ちます。 

気になるミスト使用後の浴室を、自動的にきちんと乾燥 

カビを防いでお手入れラクラク。 

洗面所リモコン 浴室リモコン 

勢いのある噴流で刺激します。 

噴出吸い込み部 

エア吸い込み口 

ヒカルリモコン 

ON/OFF 

ボタン 

強/弱 

切り替え 

ボタン 

●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。 

ディアマンテ シリーズ ２０１７＜浴室＞ 

25490-171003 

エアインシャワー丸形 

（メタル調） 
節水と浴び心地を両立。 

水に空気を含んでいるので、 

35%の節水ができます。 

エアインシャワー 

（ホワイト） 
節水と浴び心地を両立。 

水に空気を含んでいるので、 

35%の節水ができます。 

エアインシャワー角形 

（メタル調） 
節水と浴び心地を両立。 

水に空気を含んでいるので、 

35%の節水ができます。 



●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。 

Ｃolor Variation  

ウォシュレット用リモコン 

ＺＪ 

ウォシュレット一体形便器 
ZJ 
CES9137L※ 

＃NW1 
ホワイト 

#SC1 
パステルアイボリー 

#SR2 
パステルピンク※ 

ディアマンテ シリーズ ２０１８ ＜メイントイレ＞ 

超表面平滑とイオン
のパワーが汚れ付着
の抑制を実現 

お手入れラクラク 

陶器表面をツルツルに仕上げ

ることで、少ない水でも汚れを

効率よく洗浄。お手入れ回数を

減らせるため、洗剤使用が少な

く、地球にやさしい便器です。 

特許 

3339640・3354140・4395821 

アクセサリー 

25762-180123 

画像はイメージです 

従来品に比べ約71％の超節水が可能に 
水道代も年間約14,200円おトクです 

超節水の大４．８Ｌ洗浄（小3.6L、eco小3.4L） 

ボウルを深く大きくして、 

さらに手洗いがしやすく 

なりました。 

水はねしにくく、 

気持ちよく洗えます。 

深ひろボウル 

※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。 

タオルリング 
YT410 

#SC1 

ﾊﾟｽﾃﾙｱｲﾎﾞﾘｰ 

#NG2 

ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ※ 

#SR2 

ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ※ 

#NW1 

ﾎﾜｲﾄ 

※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。 

Function 

暖房便座 

プレミスト 

脱臭 

オートパワー脱臭 セルフクリーニング 

クリーン便座 クリーンノズル 

抗菌 

ｅｃｏ小ボタン おまかせ節電 タイマー節電 

やわらか洗浄 ビデ洗浄 おしり洗浄 

ムーブ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節 

ノズルそうじ 

フチなし形状 

お掃除リフト 便ふた着脱 

オート便器洗浄＊ 
便座・便ふたソフト閉

止 

着座センサー 

停電時安心設計 

リモコン便器洗浄 

リモコン 

 

＊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 

トルネード洗浄 セフィオンテクト 

お掃除のしやすさを究めた 

TOTO独自のデザイン 

スゴフチ 

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。 

釉薬層 

水が 

広がる 

汚れ 洗浄水 

セフィオンテクト 

「プレミスト」 

プレミストとセフィオンテクト便器の相乗効果 

汚れが付きにくく、落ちやすいのでお手入れがラクラク 

 
「プレミスト」の細かい水が 

「セフィオンテクト」に付くと、 

水が表面に広がって 

汚れが付着しにくくなります。 

さらに洗浄時に汚れの下に 

水が入り込み 

汚れを浮かせます。 

「プレミスト」 

※写真はイメージ 

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 

（乾電池などの電源は不要です。） 

手動操作 

レバー 

非常の際にも安心してお使いいただけます。 

汚れがたまりやすい便器とのすき間を 

ラクにお掃除 

お掃除リフト 

サイドのレバーを引き出して下側に回すと、 

ウォシュレット前方部を持ち上げることができます。 

※■節水の試算条件（2017 年12月現在） ※ 消費税率8％で試算しています。  

年間使用日数：365日 家族4 人（男性2人、女性2人） 大1回／日・人、小3回／日・人※1 

 ※1「 省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より 水道料金＝265（税込）円／m3 ※2  

※2 （ 一社）日本バルブ工業会より ※3 従来 

便器：1987〜2001年商品（C720R） 

ＺＪ 

約71％ 

節水！ 

従来品と比べて年間 

約14,200円 

おトク！ 

従来品 

790m

大人から子供まで 

使いやすい高さに 

設計しています。 

棚付二連紙巻器 

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。 22002-140305 

ディアマンテ シリーズ ２０１８＜サブトイレ＞ 

新しいフチなし形状“スゴフチ”を搭載した節水４．８Ｌ便器 

ＣＳ３４０シリーズ 
組み合わせ便器 

進化したフチ形状 
「スゴフチ」は、 

汚れてもサッと 
ひとふきで 
お手入れカンタン。 

TOTO独自の新技術 

汚れがかくれる場所がない 

4.8ℓ超節水で水道料金もおトク 

環境にやさしく、 
しかも経済的。 

従来品に比べ 
約70％の節水で、 
スピーディーで 
パワフルに洗浄します。 

◉年間使用日数：365日 ◉家族4人（男性2人・女性2人） ◉大1回／日・人、小3回／日・人※2  

「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より／水道代＝265（税込）円／㎥ 

※使用料金の試算結果については原則として100円未満を切り捨てて表記しています。 
※1  当社約10年前商品（C720R） ※2  東京都水道局（20A・30㎥／月・上下水道含む）より 

CS340 

13ℓ 
4.8ℓ 

大洗浄4.8ℓ 
小洗浄3.6ℓ 

従来品と比べて年間 

約14,000円 
おトク ! 

浴槽 

240ℓ 

約221杯 
× 

＝ 

年間で約70％ 
53,144ℓ節水 

従来品 ※1 

汚れが付きにくく、落ちやすい 

超表面平滑加工と 

イオンパワーの 
「セフィオンテクト」 
加工で、汚れが 
付きにくい。 

写真はイメージです  

Ｃolor Variation  アクセサリー・その他 

便 器   CS340B※ 
タンク   SH341BA※ 

#SC1 

パステルアイボリー 

#SR2 

パステルピンク※ 

＃NW1 

ホワイト 

ウォームレット Ｓ 

写真はイメージです  

TCF116※ 
（エロンゲート・レギュラーサイズ兼用） 

ウォームレット機能一覧 

暖房便座 便座・便ふた 
ソフト閉止 

抗菌 

暖房便座 

便座と便ふたが 
ゆっくり閉まる設計 

便座・便ふたソフト閉止 

写真はイメージです  

寒い日もおしりあたたか 

暖房便座 

省エネ達成率 
100％（2012年度基準） 
を達成 

省エネ 

※省エネ達成率100％以上の場合に付与される、

グリーンのマークを取得見込みです。 

※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。 

タオルリング 
YT410 

棚付二連紙巻器 
YH650#NW1※ 

#SC1 

ﾊﾟｽﾃﾙｱｲﾎﾞﾘｰ 

#NG2 

ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ※ 

#SR2 

ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ※ 

#NW1 

ﾎﾜｲﾄ 

※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。 

緊急止水弁付洗濯機用水栓 
TW11R 
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