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地元に密着して１００年あまり　新築、リホーム工事の
プランから施工を行っております。大手住宅メーカーに
ない、きめ細かい仕事を親切・丁寧に取り組んでおります。 

神奈川県藤沢市葛原2283

Tel 0466-48-0135

URL　http://www.hirawata.net/
E-Mail　kei@hirawata.net

安心・安全　耐震設計の家

株式会社平綿住建

伝統

創業明治２８年。確かな「伝統」と「技術」、これが当社の自慢です。

経験豊富な職人技で、お客様に満足をいただける「快適」な住まいづ

くりを応援します。 

性能

地震に強い家つくりを得意としています。建築基準法の１．５倍の耐震

壁を専用ソフトによりバランスよく配置し、木造でも地震に強い家をつ

くっています。安心できる家づくりは、私どもにお任せください。

自然素材

お客様に健康的に過ごしていただくために、天然の木を使って家つく

りをしています。自然にいるかのようなマイハウスを一緒につくりま

せんか。



在 来 工 法
昔から日本で作られてきた建物を建てる方法といった意味で、梁や
柱といった木材を用いて家の骨組みを構成するものをいいます。
そのため、木造軸組工法、在来軸組工法ともいわれますが、すべて
同じ工法を指します。
２×４工法は壁が建物の荷重や地震などの外力に抵抗しますが、在
来工法は建物の荷重は梁や柱、地震などの横荷重は耐力壁というよ

うに分担して考え
られています。そ
のため在来工法は
他の工法よりも増
改築、リフォーム
を行いやすいとい
われています。

土台と柱、柱と梁桁、土台と火打ち、筋かいなど接合部が強くしっ
かりジョイントされていることも強さのポイント。伝統の工法に先
進の技術をプラスして、耐震性・耐久性をさらに高めています。

接 合 金 物

柱材
 柱 ：国産杉（KD材以上）
　　　3.5寸角（105×105mm）
和室：ひのき４寸角
産地：国産
外壁：ダイライト（大建工業）

柱 材

■ダイライトMS
9mm厚品は、木造軸組工法で壁倍率2.5倍を取得。
外壁通気構法の効果をさらに高める下地材です。

横架材
土台：ひのき
　　　幅4寸　高さ3.5寸
 梁 ：
産地：国産
床組：ネダレス構造用合板張り
　　　（住宅金融支援機構仕様）

横 架 材

新栄合板工業株式会社ホームページより

■ネダレスの特徴
・地震に対する性能（水平構面としての性能）
は、約1.5倍にアップします。

・たわみが減少し、特に歩行によるたわみは大
幅に少なくなります。また、これにともなっ
て、床鳴りが発生しにくくなります。 

プレカットとは、構造材を現場で組み
立てやすいよう、予め工場で加工する
ことをいいます。
従来は大工さんが作業場で約２週間
（およそ３０坪の住宅）かけてノミや
かんなを使い、柱や梁の接合部分の加
工を行ってきましたが、
卓越した技能を持つ大工が少なくなっ
てきたこと、材料の精度が高くなって
きたことを背景にプレカット加工を行
う木造躯体が増えてきました。

プ レ カ ッ ト 加 工 パ ワ ー ビ ル ド 工 法 （オプション）

パワービルド工法は強度の高い金物

と集成材を使った、安全で長持ちす

る家構造躯体です。

床や壁を構造用パネルで囲むモノコ

ック構造、構造用面材を土台、梁に

直接取り付け床構造の強化をはかり、

無垢材の1.5倍の強度があると言わ

れている「集成材」、自動車のエン

ジンに使われる高強度、高耐久の素

材で作られた金物など、安全な住ま

いを実現するための工夫が随所に盛

り込まれています。

ザ ク セ ス キ ャ ド （オプション）

ザクセスキャドはプレカットCADに連動した構造計算サービスです。建物 の

「骨組み」の耐震性をチェックするものです。

●N値計算サービス

　柱が抜けないようにする！

●横架材チェックサービス

　梁の強さを1本ずつチェックする！

●壁量計算サービス

　耐力壁の十分な量とバランスの良い配置を決める！

●構造計算書作成サービス

　建物全体の性能を数値でチェック！



屋　根　材

玄　関　ド　ア

外　壁　材

このシートは弊社外装建材の標準仕様になっています。屋根材・外壁材・玄関ドアのお好みのカラーとデザインを選ぶことができます。

また、掲載している商品以外にもご要望がありましたら、弊社担当までお気軽にお申し付けください。

モエンエクセラード１６　ラセーヌシリーズⅡ
<トラッドストーン調>

ノーザンイエロー

ノーザンピンク

ノーザンブラウン

横張り

耐火等級４等級

16×455×3030mm

6,300円/枚（4,570円/m2）

（税抜6,000円/枚　4,352円/m2）

厚み：１６mm

モエンエクセラード１６
<フィーノ調>

フロストオレンジ フロストブラウンフロストグレー

フロストベージュ フロストホワイトフロストローズ

縦・横張り

耐火等級４等級

16×455×3030mm

5,250円/枚（3,808円/m2）

（税抜5,000円/枚　3,627円/m2）

厚み：１６mm

カロスバニラG カロスピーチG

モエンエクセラード１６
<ニューストランド調>

カロス　　　　　　
アイボリーG

カロス　　　　　  
ラベンダーG

カロスミントG
プラスター　　　　
クリームG

プラスター　　　　
アッシュG

プラスター　　　　
ビスクG

縦・横張り

耐火等級４等級

16×455×3030mm

5,250円/枚（3,808円/m2）

（税抜5,000円/枚　3,627円/m2）

厚み：１６mm

ブラウンⅡ

キャメルⅡ オレンジⅡ

グリーンⅡ レッドⅡ

ノイエグリーンⅡ

パミールＡ

5×910×440mm

525円/枚（3,170円/m2）

（税抜 500円/枚　3,019円/m2）

<木肌調> 厚み：５mm

ブラックⅡ パールグレーⅡ

パオロッサパオロッサ パオロッサパオロッサ
ソフト 　　　
ウォールナット

ソフト　　　
ウォールナット

墨楢（柾目） 墨楢（板目）

CBステンCBステン パオロッサパオロッサCBステンCBステン
ソフト　　　
ウォールナット

CBステンCBステン 墨楢（板目）

セット価格-K4仕様/アングルなし
431,550円 （税抜 411,000円）

セット価格-K4仕様/アングルなし
405,300円 （税抜 386,000円）

断熱玄関ドア 【フェイス - Ｊ ステージ】　4.5尺親子

JA型 JB型

【枠】パオロッサ【枠】パオロッサ

【本体】パオロッサ【本体】パオロッサ

【枠】ダークメープル

【本体】ダークメープル

【枠】ソフトウォールナット

【本体】ソフトウォールナット

セット価格-K4仕様/アングルなし
411,600円 （税抜 392,000円）

セット価格-K4仕様/アングルなし
411,600円 （税抜 392,000円）

断熱玄関ドア 【フェイス - Ｎ ステージ】　4.5尺親子

NA型 NB型



　このシートは弊社内装建材の標準仕様になっています。お好みのカラーやオプションを選ぶ

ことができます。また、掲載している商品以外にもご要望がありましたら、弊社担当までお気軽

にお申し付けください。

※表示価格は別途施工工事費・差額が発生する場合がございますのでご注意下さい。

シティコンセプト

親欧風

メープル横溝タイプ
クリア　(CL)

メープル横溝タイプ
ライト　(LT)　

メープル横溝タイプ
ソフト　(ST)

メープル横溝タイプ
ミディアム　（MD)

オーク横溝タイプ
クリア　(CL)

オーク横溝タイプ
ナチュラル　(NA)

オーク横溝タイプ
クリアブラウン　(CB)

オーク横溝タイプ
レディッシュブラウン　(RB)

床材カラー
床材カラー　シャイングレース 個性豊かに感性をかたちにする

「親欧風シリーズ」が

気持ちの通い合うインテリアを実現します。

居間

１Ｇ

洋室・その他

フラット

洗面所

サイド１Ｇルーバー

トイレ

フラット

内 装 建 具
親欧風シティコンセプト　＜フラット系＞

ＥＷ
ユーロホワイト

ＥＮ
ユーロナチュラル

ＥＭ
ユーロミディアム

ＥＢ
ユーロブラウン

収 　納

クローゼット扉

フラットパネル

親欧風シリーズ [フラットタイプ]

収納開き扉

フラットパネル

玄関収納

フラットタイプ

ＥＷ
ユーロホワイト

ＥＮ
ユーロナチュラル

ＥＭ
ユーロミディアム

ＥＢ
ユーロブラウン

　美しく艶やかな鏡面に木目が映える。スタイ
リッシュなプロポーションと大容量を実現。

玄関収納MAXIMA(マキシマ）

別途見積

棚・パイププラン
1.0間タイプ奥行600㎜用

インナーシステム
42,945円 （税抜 40,900円）

SSK-4265-WN

※内装化粧パネル・備品：+43,050円（税抜 41,000円）

パイププラン
1.0間タイプ奥行600㎜用

インナーシステム
34,860円 （税抜 33,200円）

SSK-4165-WN

※内装化粧パネル・備品：+43,050円（税抜 41,000円）

洗練された
住空間にスト
ライプのエッジ
が冴える。

人気が高い
メープルを幅
広板目杢で贅
沢に使用して
います。

ユーロエッジカウンター
別途見積

　細部にまで配慮の行き届いたスタイリッシュ
デザイン。

システム階段ウィングステップ
別途見積

インテリアのテイストに合わせてコーディ
ネートできる腰板セット。

インテリアパネル 親欧風
11,235円 （税抜 10,700円）/ケース（４枚入）

フラットパネル



※表示価格は別途施工工事費・差額が発生する場合がございますのでご注意下さい。

　このシートは弊社システムキッチンの標準仕様になっています。お好みのカラーやオプションを

選ぶことができます。また、掲載している商品以外にもご要望がありましたら、弊社担当まで

お気軽にお申し付けください。

シェルトBM+
７５２ シリーズ ｓｅｔ ２

扉・カウンターカラー

ホワイトグラニット ホワイトサンド

カウンターカラー　[人造大理石カウンター]
ソフトな質感の人造大理石。清潔感のあるホワイトをベースに、グレーを加えたホワイトグラニット
とベージュを加えたホワイトサンドの2色をご用意しました。

やさしい
グレー

やさしい
ベージュ

扉カラー　[７５２シリーズ（ＤＡＰ化粧板）]

カジュアル
イエロー

カジュアル
グリーン

カジュアル
グレー

カジュアル
オレンジ

ケープ
ブラック

ケープ
ブラウン

扉カラー　[７６１シリーズ（特殊ウレタン樹脂化粧板）]

光 沢 光 沢 光 沢 光 沢

光 沢 光 沢

選びやすくて使いやすくて、スタイリッシュ。
ひとクラス上の使い勝手とレイアウト対応力。

そんな充実キッチンをお手ごろ価格でお届けします。

引き出し収納ダブルストッカーにスマート
ポケットが付いた〈BMプラス〉おすすめの高
機能プランです。　

収 納 基 本 プ ラ ン
ダブルストッカータイプ

ミニパタ君

スマートポケット(チャイルドロック付）

使用頻度の高い包丁が、サッと取
り出せるアイデア収納です。

使いやすさも収納力もたっぷりのダブルス
トッカー。ワイドな調理スペースで快適に作業
できます。

ダブルストッカー

8080ｃｍｃｍ80ｃｍ
（間口（間口255255の場合）の場合）（間口255の場合）

手が届きやすく
取り出しやすい上段は
よく使うものの収納に

ストック品や使用頻度
の少ないものは下段に。

ショックレスクローズ機構

引き出しを閉じたときの衝撃を吸収し

、静かに閉まる、快適性能を標準装

備しました。

金属換気扇
ブラック　NBH-91※Ｋ(R・L)

屋外へ直接排気する金属換気扇タイプのレ
ンジフード。スロットフィルターはお手入れしやす
いフッ素加工です。キッチンをスッキリと見せる
シルバーカラーのフードもご用意しています。

ＮＢＨ金属換気扇タイプ

付属品：まな板スタンド付ワイヤーポケット
※水栓位置は左右が選べます。

水はね音を約４７ｄＢ（当社従来比、シングル
レバー水栓の場合）に低減した静かなシンクで
す。シンクの奥にふくらみを持たせた独自のデ
ザイン。柄付の中華鍋も余裕で洗えます。

新センターポケットシンク

７６ｃｍ７６ｃｍ７６ｃｍ

５１ｃｍ５１ｃｍ５１ｃｍ

ダブルストッカータイプ標準仕様

水はね音
低減

レバーを押すだけで棚が上昇する電動式の吊
戸棚。棚は垂直に降りてくるので、降ろしたまま作
業をしても邪魔になりません。底面照明付。

オートダウンウォール
別途見積

食器乾燥庫タイプ食器乾燥庫タイプ

庫内に熱風を循環させ、食器や
まな板を手早く乾燥。食器あたた
めコースも便利です。

調味料やボウルなど、よく使う物
の収納に便利。調理流は降ろし
たままで仮置きスペースに。

収納棚タイプ収納棚タイプ

ダイニング収納
別途見積

キッチンの背面やダイニングの壁に設置
する収納プランです。

Ｐｌａｎ.１ 間口180ｃｍ 壁付型

ダイニング収納
別途見積

ダイニングとキッチンの間仕切りを兼ねた
収納プランです。

Ｐｌａｎ.10 間口180ｃｍ 間仕切型

プルオープン食器洗い乾燥機
下記参照

奥までしっかり引き出せて、出し入れの簡
単なプルオープンタイプです。

・ブラック：RKW-402Ａ-ＳＷ
132,300円（税抜 126,000円）

・シルバー：ＲＫＷ-402ＡＳＶ-ＳＷ
　149,100円（税抜 142,000円）

最 大
６ 人 分

（ 約 ４ ０ 点 ）

ワ イ ド グ リ ル

自動調理機能付グリル

チャイルドロック

無水両面焼グリル

天面火力表示

鍋なし自動ＯＦＦ

ＩＨヒーター
197,400円(税抜 188,000円)

火を使わずに電気で加熱するから、空気を
汚さず安全性にも優れています。オール電化
住宅の必須アイテムです。

シルバー　 CS-G323B

ブラック：ＮＥ-ＤＢ700/210,000円（税抜200,000円）

シルバー：ＮＥ-ＤＢ701/220,500円円（税抜210,000円）

消費電力　オーブン：3.9ｋW　グリル：2.6ｋＷ　
電子レンジ：1.45ｋＷ。　　　　　　　　　　　　　　　　 
ＩＨヒーター用オーブンレンジ。

電気オーブンレンジ
下記参照

ＩＨヒーター用



※表示価格は別途施工工事費・差額が発生する場合がございますのでご注意下さい。

　このシートは弊社ユニットバスの標準仕様になっています。お好みのカラーやオプションを

選ぶことができます。また、掲載している商品以外にもご要望がありましたら、弊社担当まで

お気軽にお申し付けください。

SET02 Ｓタイプ

バスピア

半面アクセントパネル

周辺パネル

▼半面アクセントパネル [クリスタル] ▼周辺パネル [ライトエンボス]

キューブ
ホワイト

スターライト
ホワイト

ホワイト バナナ
イエロー
バナナ
イエロー

マロン
ベージュ
マロン
ベージュ

フォギー
グリーン
フォギー
グリーン

パステル
ピンク
パステル
ピンク

ホワイトオーク

ペアグラニット
グレー

チタンシルバー

グラスグリーン

壁：ＨＱパネル（非塩ビ仕様）

カラー

ミルトライトグレー ミルトベージュ ミルトホワイト

床：

カラリ床(単色)

浴槽：

FRPバス

おフロを魔法びんのように冷めにくくしました。
ポカポカを逃がさないから、４時間たっても

追い焚きなしで入れます。
「魔法びん浴槽ライト」で温かさ長持ち。

床表面に刻まれたパターンが水の流れを誘導。
水の表面張力を壊すことで、確実な排水を実現し、
翌朝には床が乾きます。特殊なコーティング等は
施しておりませんので、効果は半永久的です。

カ ラ リ 床

どんどん水が引いて行きますどんどん水が引いて行きますどんどん水が引いて行きます

お子様からお年寄りまで安心して使え
るユニバーサルデザインです。

ユニバーサルデザイン

4

4

3

3

2

2

１

１ 出入り口段差なし
腰かけスペース

またぎやすい高さ
洗面器置台

４時間たっても２℃しか下がりません。ポカ
ポカを逃さないから、４時間たっても次の人が
追い焚きなしで入れます。

魔法びん浴槽 Light

ずっとあたたかいヒミツはずっとあたたかいヒミツは
二重断熱構造二重断熱構造

断熱効果の高い

ふろふたを新開発！

浴槽断熱材で

浴槽を直接保温

浴槽は従来と

同じもの

断熱シートで

外気から

浴槽を守ります

ワ イ ド 浴 槽

対応浴槽種類
・ネオストーンバスＳ
・FRPバス

320Ｌ

500

700

1417

（スタップなし）
※1620、1616、1818、

1618サイズに対応

浴槽背側２ヶ所噴流タイプ。ブロー入浴
がさらに気軽にお楽しみいただけるように
なりました。

ブローバスＳＸⅡ　２穴タイプ
別途見積

洗面所の床半分と浴室との間仕切りを防湿
仕上げに。間仕切り部分はボードタイプ・FIX窓
タイプ・収納タイプから選べます。

洗面間仕切りユニット
防湿パン付  168,000円～（税抜 160,000円～)

床下を有効活用

洗濯機の移動もラクラク、
掃除ができてすっきり。

※防湿パンなしもあります。
　　57,750円～（税抜55,000円～）

収納タイプ収納タイプ収納タイプ 防湿パン付の場合

断熱壁
（オプション）

発泡スチロール
断熱材

断熱天井（オプション）

グラスウール断熱材

断熱床（オプション）

発泡ウレタン断熱材

天井も壁も床も断熱材ですっぽり包みこん
だ「あったか浴室パック」。冷たい外気から、
浴室の温かさを守ります。

あったか浴室パック
別途見積

◎浴室内で音楽が楽しめる！
◎お手持ちのオーディオ機器が接続可能
◎浴室内で簡単操作
◎「浴室テレビ（10.4型）」と接続可
※浴室テレビ取付位置は浴槽正面のみ

▲スピーカー

▲入力端子（浴室外）

▲コントローラ

天井からの臨場感ある音楽や音声がバスルーム
いっぱいにひろがります。※魔法びん浴槽KGシリーズQ・

Xではデザインミラー、四角鏡、鏡なしをセレクトした場合選択可能

浴室オーディオ
102,900円（税抜 98,000円）

衣類乾燥、換気、暖房、涼風。１台４役の
スグレもの。24時間換気（運転選択時）で、
いつでも換気ができます。

浴室換気暖房乾燥機　三乾王
　別途見積

浴室の明るさを3段階に調整。気分 に
応じて照明演出が楽しめます。　　　　　　
※照明器具が白熱灯の場合のみ

照明用調光コントローラ
+39,900円（税抜 +38,000円)

イキイキした明かりイキイキした明かりイキイキした明かり

幻想的な明かりおだやかな明かり
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扉カラー ： 　　　　　　　　　　[マカロン（PETシート鏡面仕上げ）]ＬＬＢＢグレード

洗 面 ボ ー ル ・ 扉
洗面ボール ： [ポリエステル系人造大理石]

かわいい洋菓子をイメージしたソフトな彩りが新鮮。

鮮やかな映り込みが特長です。

マカロンホワイト
（Ｈ4Ｗ）

マカロンイエロー
（Ｈ4Ｙ）

マカロンベージュ
（Ｈ4Ｂ）

水がかかりにくい一段高い場所に設定。
メガネ・腕時計・化粧小物などの仮置きに便利。

ドライエリア

清潔感あふれるホワイトカラー。どの扉にも
マッチします。

クリーンナホワイト

ゆとりの大容量
20Ｌの大容量ボール。水の飛び散りを防ぎ、
洗髪・家事にもゆとりのサイズです。

水ハネしにくい、すっきりしたラウンド形状。

新デザインボール

彩り豊かな扉カラー。生活スタイルで選べる

キャビネット。使い勝手に合わせて

多彩なプランをご提案します。

地震などの揺れを感知して扉を自動的に
ロックし、収納物の飛び出しを防ぎます。揺れ
が収まるとロックが解除します。

ロ ッ ク 機 能
ロック時 閉

開

ロック時

閉 開

見やすさ抜群。鏡裏に配されたくもり止め
ヒーターが、鏡のくもりを防ぎます。１口コンセ
ント・歯ブラシ立て付き。

全 面 鏡

化粧品などの整理に便利な「引き出しトレー」
装備です。

引き出し (スタンダード)

W900

引き出しトレー

シャワーヘッドの高さを簡単に調整でき、整
水・シャワーにワンタッチ切り替えもできます。ま
た、45度の傾斜が水栓まわりの水溜りを防ぎ、
シャワーヘッドの着脱も簡単にできます。

リ フ ト ア ッ プ 水 栓

シャワー整水 着脱

45゜45゜

キャビネット内に収まる

ので場所を取らず

すっきりコンパクト

※飲用はできません。

NS-200T

洗面用軟水器
80,010円（税抜 76,200円）

軟水器は、石鹸カスや、お肌のカサカサ・髪の
パサつきの原因になる硬度成分を取り除い
て、お肌や髪にやさしい「軟水」へと変えます。

お肌すべすべお肌すべすべ 衣類は自然な白さに衣類は自然な白さに

簡単操作簡単操作 髪つやつや髪つやつや

吊 戸 棚
下記参照

W750

W900W900

・W750 （ RV2S-75*T）：ＬＢ　36,960円（税抜35,200円）

　　　　　　　　　　　　　　ＬＣ　33,600円（税抜32,000円）　
・W900 （RV2SD-90*T）：ＬＢ　38,115円（税抜36,300円）

　　　　　　　　　　　　　　  ＬＣ　34,755円（税抜33,100円）

吊戸棚　上置戸棚
RV2SD-25*L/RT
　ＬＢグレード：22,050円（税抜21,000円）
　ＬＣグレード：19,845円（税抜18,900円）

サイドキャビネット（上）
RV2SB-25*L/RT
　ＬＢグレード：32,445円（税抜30,900円）
　ＬＣグレード：29,085円（税抜27,700円）

サイドキャビネット（下）
RV2C-25*
　ＬＢグレード：44,730円（税抜42,600円）
　ＬＣグレード：41,475円（税抜39,500円）

※写真はＬタイプです。

サイドキャビネット　W250
下記参照

サイドキャビネット　W450
下記参照

吊戸棚　上置戸棚
RV2SD-45*L/RT
　ＬＢグレード：26,880円（税抜25,600円）
　ＬＣグレード：24,675円（税抜23,500円）
　　

サイドキャビネット（上）
RV2SB-45*L/RT
　ＬＢグレード：38,115円（税抜36,300円）
　ＬＣグレード：34,775円（税抜33,100円）

サイドキャビネット（下）
RV2C-45*
　ＬＢグレード：50,400円（税抜48,000円）
　ＬＣグレード：47,040円（税抜44,800円）

※写真はＬタイプです。

洗濯機上吊戸棚（ラック付き）
下記参照

上部のストックゾーンを有効に活かせます。　
※ＬＢグレード：53,760円（税抜51,200円）

 　 ＬＣグレード：50,400円（税抜48,000円）

※幅650×奥行435×高さ450mm（740mm)

対面収納戸棚 
W750                               下記参照

上置戸棚：

対面収納戸棚上部：

対面収納戸棚下部
[５段引き出し/脱衣カゴ付き]：

５段引き出し オープン・ワゴン付き

LB：36,960円(税抜 35,200円)

LC：33,600円(税抜 32,000円)

LB：34,230円(税抜 32,600円)

LC：30,500円(税抜 30,500円)

LB：110,040円(税抜 104,800円)

LC：106,785円(税抜 101,700円)
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組み合わせ便器

ＣＳ６７０

お手入れカンタン
TOTOならではの新技術「セフィオンテクト」。

今までにない清潔さで、お手入れのラクな理想の

水まわり商品です。

汚物汚れ
従来商品 セフィオンテクト セフィオンテクト

黒ずみ
従来商品

ペールホワイト ホワイトグレー
パステル
アイボリー

パステル
ピンク

ハーベスト
ベージュ

ハーベスト
ブラウン

ソフトブルー
ハーベスト
グリーン

便器・便座
便器・便座カラー

便座専用カラー

ホワイト

※衛生陶器には品揃えしておりません。

汚れが付きにくく落ちやすい「セフィオンテクト」便器。

世界初の技術で

清潔でお手入れのラクな理想のトイレを実現します。

基本機能搭載のベーシックタイプ基本機能搭載のベーシックタイプ

吐水の前後に、最大吐
水量でノズルをしっか
り洗浄する機能です。

セルフクリーニング

便座をお好みの温度
に保つ機能。寒い日
だって、おしりはほか
ほかです。

暖房便座

【ウォシュレットSB・SC】機能

ノズルをお好みの位置に調節。

洗浄位置調節・光るLEDスイッチ

・スイッチ操作音

・（電子音）
※写真はNEW SB

【ウォシュレットSB】機能

洗
浄
機
能

快
適
機
能

清
潔
機
能

抗　菌

おし り洗 浄

セルフクリーニング ノズルお掃除機能

やわらか洗浄 ビ デ 洗 浄 洗浄位置調節ムーブ洗 浄

オートパワー脱臭便座・便ふた着脱

便ふた

便座

本体ワンタッ チ着脱

ソフト 閉 止暖 房 便 座 着座センサ ー タイ マー 節電 運転スイッ チ

入入/切切

おまかせ節電脱　臭

便器丈夫の空間を生かした、新発想の収
納。軽い力で上下でき、必要な物がカンタン
に取り出せます。

昇降ウォール収納
別途見積

18ロール入り

トイレットペーパー

がまるごと収納

UGA451

×18

×12

トイレットペーパーのみで12個収納できま
す。棚板（固定式）が2枚セットされています。

ウォール収納キャビネット
ワイドタイプ　　　　　　　　　　別途見積

YSC35WS

紙巻器とキャビネットの組み合わせやカラー
コーディネートでオリジナルのトイレ空間を
演出します。

フロア収納（紙巻器下設置）
別途見積

ワイド（埋込）タイプ
YSC18WU　　　320×160（埋込代70）×440

※棚板固定式、トイレブラシ付

ナチュラルウッド

ダークウッド

ミディアムウッド

ペールホワイト

手ざわりがよく、温かみのある天然木を
使用。コーディネイトのしやすさに配慮した
シンプルなデザインの手すりです。

天然木手すり 61シリーズ
22,050円(税抜 21,000円)

YHB61FLZYHB61FLZ

<手すり・棚別体タイプ><手すり・棚別体タイプ>

アクセサリー メタルシリーズ
下記参照メタルコンテンポラリⅡ

A. タオル掛け
B. タオル掛け
C. タオルリング
D. 紙巻器
E. ローブフック

[YT46S4]：5,828円（税抜 5,550円）

[YT46S6]：6,668円（税抜 6,350円）

[YT46]   ：5,670円（税抜 5,400円）

[YH46]   ：5,933円（税抜 5,650円）

[YA46]   ：4,253円（税抜 4,050円）

A
B

C

D

E

A
B

C

D

E

レストルームをくつろぎ空間に変えるトイレ
用のひじ掛けです。

アームレスト 600/750
下記参照

※アームレスト600/EWC700：38,640円（税抜 36,800円）

おすすめ便器…ネオレストＡ・Ｄタイプ

※アームレスト750/EWC701：40,845円（税抜 38,900円）

おすすめ便器…ネオレストXタイプ、ピュアレストEX

◎おすすめ便器以外にも取り付け可能です。


