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一人ひとりの暮らしに、一つひとつのL IX I L。
近頃、「自宅で過ごす時間が増えた」という人が増加しているそうです。
落ち着けるわが家で、家族や友人と楽しいひとときを分かち合う。
自分の希望やこだわりがつまった住まいで、心豊かな時間を過ごす。
いま、人々の暮らし方や住まい方が変わりつつあるのかもしれません。
L IX I Lでは、快適性や清掃性、省エネなどの機能を追求した商品を、
お客様が求める生活価値としてご提案。さまざまな暮らし方に
フィットするラインナップを続々とお届けしていきます。
いつも、一人ひとりの暮らしとともに。どうぞL IX I Lにご期待ください。
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私らしく、心地よく、この場所から。
家族の笑顔やぬくもりに、思わず微笑みがこぼれるとき。

私らしい幸せを感じる瞬間は、このキッチンがかなえてくれます。

気持ちよく使いこなせて、環境にも配慮した新しい〈リシェル〉。

心地いい自然体な日々が、この場所から始まります。

□ 住まいと調和する美しい表情の扉デザイン・カラー。 □ 快適に使いながら、効果的に省エネや節水するエコ水栓。
手をかざすだけで吐水／止水可能なナビッ
シュに「エコセンサー」を追加。従来品と比
較して約38％の省エネ効果が期待できます。

プライムウッドシリーズリアルウッドシリーズ クレストカラーシリーズ タッチレス水栓 ナビッシュ

素朴な風合いと深みのある天然木扉、1枚1枚
丁寧に磨き上げて高光沢に仕上げた本格指
向の塗装扉など、さまざまな住まいと調和す
る上質な扉シリーズです。

壁付I型　　扉カラー：サーブルシリーズ/サーブルホワイト

センターキッチン・テーブルタイプ アイランド型　　扉カラー：リアルウッドシリーズ/リファインドレオ

湯水センサー

エコセンサー

エコセンサー作動時に
ECOランプが点灯

受注生産品

使う人に、家族に、暮らしにやさしいキッチンです。

サンヴァリエ〈リシェル〉システム
キッチン
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欲しいものにスッと手が届く
「らくパッと収納」。扉が斜め
に開く新機構で、動きのムダ
を軽減します。

□ 収納スペースをフル活用。2階建て構造で、大容量を実現。
ポケット、シェルフ、下段の引出しの立体構造で、ムダになりがちだった空間を有効に
使い、大容量の収納を実現しました。

たっぷりしまえる

（デュアルコート付）

ひと目で見渡せ、取り出しやすいふわっと軽く開く

フラット面が広くすっきりとしたキレイなデザイ
ン。お手入れしづらい継ぎ目や溝がなく、いつも
キレイにしやすい人造大理石シンクです。

シンクを汚れやキズから守る「デュアルコート」、お
手入れラクな「てまなし排水口」、人造大理石トッ
プとの「ピタットジョイント」など工夫が満載です。

フィルターレスだから、普段のお手入れはフードの
下を軽くふくだけでOK。パワフルな吸引力で、油
煙もしっかりキャッチするお手入れ簡単フードです。

□ 軽さの秘密はテコの原理。
テコの原理を応用し、必要な力を
30％軽減しました。

ステンレス製の底板は清潔でお手入れ
が簡単。傷付きにくく汚れも拭き取りや
すいスムースドットエンボス仕上げです。

間口255cm／奥行65cm　
扉シリーズ：グループ1 ￥650,000～
基本プラン

充実の仕様をお求めやすく！
軽く開いて取り出しやすい「らくパッと収納」をシンク下とコンロ
下に搭載。ステンレス製の底板やお手入れしやすいシンクなど
清掃性を高めるパーツも採用。基本プランながら充実の仕様に
なっています。

人工大理石トップ
標準設定
（ステンレストップと
同価格で選択可能）

ラクリーンシンク
（デュアルコート付）

エコハンドル水栓機器シルバー色

ステンレス引出し底板

サ
ン
ウ
エ
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必要な力を

約30％軽減
※当社従来品比

収納できる
床面積が

約1.5倍
※当社従来品比
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セミオープン対面キッチン　　扉カラー：シフォンラインシリーズ/シフォンピンク＋シフォンホワイト

ステンレス製の底板
底板は汚れやキズに強いエン
ボス仕上げのステンレス。

□ キッチンのお掃除がグンとラクになる、うれしいアイテムをご用意しました。

□ シンク下とコンロ下に2つのドアポケット。

センターポケットシンク・デュアルコートタイプ
キズや汚れをガードする3つのアイディア
で、水まわりのお手入れが驚くほど簡単に
なりました。

シングルレバー水栓
よく使う正面のレバーハンドル位
置で「水」を出すエコハンドルを採
用した省エネ設計。光熱費節約や
CO2削減につながります。

マルチフード
キャッチプレートは親水性加工。水が油汚
れとの間に入り込んで浮かせるから、汚れ
が簡単に洗い流せます。

収納もお手入れも省エネも
ラクしてトクするキッチンです。
使う人の動きや気持ちを考えて作られたキッチンは、調理も片付けも

とってもスムーズ。お手入れがラクなうえに賢く省エネもできるから、

あなたのキッチンライフをより楽しく快適に変えていきます。

加熱調理に欠かせない
オイルやフライ返し、
おたまが入ります。

包丁や泡立て器はもちろん、
サッと出し入れしたい
ラップまで入ります。

受注生産品

使うたびにほほえんでしまうキッチン。

サンヴァリエ〈アミィ〉システム
キッチン

詳しくはP17へ
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調理を快適にする独自の収納をはじめ、
清掃性に配慮した機能やエコ機器も充実。
使いやすく、デザインも洗練された
上質なキッチンを、選びやすい4つの
プランにまとめたキッチンです。

古い「流し台」と同じ規格を採用

してカンタン取り替えを実現した

〈パッとりくん〉。魅力的な使い心  

地を備えているので、暮らしも

パッと変わります。

オープン対面キッチン センターキッチン ペニンシュラI型　　扉カラー：セレニティラインシリーズ/ディープレッド

GXシリーズ：ホワイトゼブラ　キッチン間口240cm　
セット価格 ￥361,500

□ パッとりくんはココが違う！

収納と機能で簡単に選べる4つのプランをご用意。

シングルレバー水栓
よく使う正面のレバーハンドル
位置で「水」を出し、お湯を無
意識に使うことがないエコハン
ドルを採用した省エネ設計です。

アシストポケットプラン
便利なポケット収納を2ヵ
所に搭載。機能的なプラ
ンです。

おすすめプラン
アシストシェルフを加えて
収納力アップ。こだわり機
能も採用しました。

スライドストッカープラン
シンプルな使い勝手の引
出し収納プランです。

開き扉プラン
ベーシックな開き扉収納
のお求めやすいプランです。

サッと取り出せる
アシストポケット
普段よく使う包丁やま
な板、ラップなどが取
り出しやすい扉裏にあ
るから手早く使えます。

ラクに手が届く
アシストシェルフ
引出しと連動して一緒に
出てくるシェルフ。腰を
かがめることなく使え、
たっぷり収納できます。

コンロの下は引出し収納。
道具がラクに取り出せます。

お手入れカンタンで調理がはかど
るビルトイン３口コンロが選べます。

3つの作業を同時にこなせる３口コンロ
は、調理の時間を短縮できます。コンロ
まわりがフラットだから、サッと手軽にお
手入れできます。

キッチンの大きさに合わせて最適サイズのシンクを設定。

コンパクトなサイズなのに大
きな鍋も洗いやすいラウンド
デザイン。

［ラウンドシンク］［フランジ付ジャンボシンク］
洗い桶を置いたままでも、ゆったりと作業できる
ジャンボサイズ。

水はね音も
静か！

￥162,000より
 GKシリーズ I型 間口180cm

詳しくはP17へ

受注生産品

上質なデザインと選りすぐりの機能をシンプルにセレクト。

シエラシステム
キッチン

取り替え
キッチン

古い流し台をパッと取り替え。この手軽さは、まるで模様替え感覚。

取り替えキッチン〈パッとりくん〉

水栓やレンジフードを
そのまま使っても

ピッタリおさまる！

だから、

リフォーム費用が
おトク！

しかも、

スピードお届け！

水栓やレンジフードをそのまま活かせば工事
不要。間口も、流し台の規格サイズに合わ
せたラインナップ。簡単な工事で、ピッタリ
きれいに収まります。

フロアユニットだけを交換できるから、費用
もグッと抑えられます。工事期間が短くなる
のもうれしいポイント。※お住まいの状況によって、
工期・費用は異なります。

ご注文をいただきしだい、すばやく発送。
お待たせせずにお届けできるから、すばやく
快適なリフォームを実現できます。※商品によって
納期が異なります。納期については弊社にお問い合わせください。

1

2

3

サ
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BGDS-1620LBK　　壁カラー：Lパネル（鏡面）ウッドグレインダーク

BGDS-1620LBK　　壁カラー：Lパネル（鏡面）マーブルホワイト

人気のecoバスルームが、さらにeco性能をアップ。
ラ・バスシステム

バスルーム

ウッドグレインダーク
丹念に磨き上げたアンティーク家具のような艶やかな
質感で、落ち着きと深みのある空間を演出。

ボテチーノベージュ
居室とのコーディネートがしやすい淡いベージュ色で、
ナチュラルで温かみのある空間を創出します。

□ 上質な壁パネルで
　 “趣と味わいのある”
　 バスルームへ。
品格のある濃色のウッドグレインダーク
と淡色のボテチーノベージュで、ワンラ
ンク上のバスルームを。バスルームを上
質なインテリア空間に変える、艶やか
な2種類の鏡面パネルをご用意しました。
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□ 収省エネ性能がアップした、浴室換気乾燥暖房機。

標準乾燥（サイドブロー機構）
新たにサイド噴出口を搭載。端から端まで循環す
る気流をつくって、従来では乾きにくかった壁寄
りに干した衣類でも効率的に乾燥します。標準乾
燥で従来より、消費電力を約9％削減できます。

「プラズマクラスターイオン」機能付機種に
は、シャープ株式会社のプラズマクラス
ター技術を搭載しています。
プラズマクラスターマークマーク及びプラズ
マクラスター、Plasmaclusterは、シャー
プ株式会社の商標です。

高濃度プラズマクラスター搭載
イオン濃度が3,000個/cm3から7,000個/cm3にアッ
プ。プラズマクラスターイオンが浮遊しているカビ菌を
分解し、空気をクリーンに。カビ菌が繁殖する際のカ
ビ臭さも抑え、バスルームや衣類を清潔に保ちます。

風乾燥モード
ヒーターをほとんど使用せず※、効率的な送風で
ゆっくりと衣類を乾燥。外出時や就寝中など時
間があるときに使用すると便利。従来より、消費
電力を約74％削減できます。
※ 運転最後の30分間はヒーターを使用して、衣類をふんわりと仕上
げます。

＊高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の換気乾燥暖房
機を1600×2000mmサイズの浴室に設置し、最大風量運転時に浴
室の隅を含む、11点で測定した空中に吹き出される1c㎥（当たりのイ
オン戸数の平均値の目安です。

【年間使用エネルギー量等の金額】　従来品：21,300円→対象品（標準乾燥）：19,400円…削減額：1,900円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 従来品：12,800円→対象品（風乾燥） ：  3,300円…削減額：9,500円
【試算条件】年間使用回数：210回、衣類量が標準乾燥：5kg、風乾燥：2kg、衣類の乾燥率：97％まで乾燥するの
　に必要な年間消費電力量を算出。【比較品】換気乾燥暖房機（品番UFD-16A、風乾燥モードなし）【引用元】自社
　基準【単価】電気：22円/kWh（税込）※標準乾燥：約3.5時間【環境】温度20℃、湿度60％【衣類量】5kg【機
　種】100V※風乾燥：約6時間【環境】温度20℃、湿度60％【衣類量】2kg【機種】100V

【年間使用エネルギー量等の金額】　従来品：37,800円→対象品（エコフル多機能シャワー）：　　　　　24,600円…削減額：13,200円　
　　　　　　　　　　　　　　　　 従来品：37,800円→対象品（スイッチ付エコフル多機能シャワー）： 19,700円…削減額：18,100円
【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判断の基準」における給湯設備の一次エネルギー消費量（東京）に基づき、給湯量を算出 【比較品】サーモ水栓+シャワーヘッド［最適
流量10L/分］【引用元】「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：平成21年1月30日）【単価】上下水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：165円/㎥（税込）

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判断の基準におけ
るエネルギー消費量計算方法の解説」に基づき1灯あたりの
消費電力量を算出。交換用電球単価含む。【比較品】白熱灯
60W形[消費電力54W]【引用元】自社基準

従来と比べて
こんなにeco。

従来と比べてこんなにeco。

標準乾燥： 年間 1,900円お得
風乾燥： 年間 9,500円お得

白熱灯と比べて
年間 800円お得

従来と比べて
こんなにeco。

エコフル多機能シャワー：　　　　　年間 13,200円お得
スイッチ付エコフル多機能シャワー：　年間 18,100円お得

シャワーヘッドに内蔵した羽根車が水量を制限してシャワー内の圧力を上げ、少ない水量でも勢いのあるシャワー
を可能に。普段の使い方で、いつの間にか従来と比べて約35％の節水・省エネ効果のあるecoシャワーです。

バスタイムを快適にする3種類のシャワー。

□ いつの間にかecoで、心地よいエコフル多機能シャワー。

エコフルシャワー
シャワー内の圧力を
高めて大粒化。肌ざ
わりの良い、心地よ
いシャワー感を実現
しました。

ミストシャワー
霧状のシャワーを広
範囲に吐水します。ミ
ストが身体全体をや
さしく包み込んで、効
果的にあたためます。

マッサージシャワー
強力水流をピンポ
イントで吐水します。
身体をほぐす心地よ
いマッサージ感を得
られるシャワーです。

毎日使うバスルームだから、照明は消費電力が
少なく、長寿命でランニングコストを節約でき
るLEDがおすすめ。標準仕様のネオサークル照
明（蛍光ランプ）に、LEDを追加設定しました。

□ ネオサークル照明にLEDを
　 追加設定。

乾燥機能
2種類の風の流れで効率的に衣類を乾燥させる「サイドブロー機構」を採用しました。

暖房機能
洗い場に温風を吹き出します。停止タイマーがついて
いるので、不要な連続運転を防止できます。



8

ネオサークル照明（LEDランプ）

電球をLEDランプに切替えたことに
より、低い消費電力で長寿命を実現。
省エネにも役立
ちます。

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判断の基
準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」に基
づき1灯あたりの消費電力量を算出。交換用電球単価
含む。【比較品】白熱灯60Ｗ形［消費電力54Ｗ］【引
用元】自社基準

年間 800円 節約できます。

換気乾燥暖房機(標準乾燥モード）

スイッチ付スプレーシャワー

手元で簡単に吐水・止水ができる
スイッチがあるのと、少ない量で
も快適に浴びることができるシャ
ワーの効果で、
節水・省エネに
役立ちます。

【試算条件】年間使用回数：210回、衣類の乾燥率：
97％まで乾燥するのに必要な年間消費電力量を算
出。【比較品】換気乾燥暖房機（品番：UFD-16A）【引
用元】自社基準

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判断の基
準」における給湯設備の一次エネルギー消費量(東京)
に基づき給湯量を算出。【比較品】サーモ水栓＋シャ
ワーヘッド［最適流量10L/分］【引用元】住宅事業建
築主の判断の基準（経済産業省・国土交通省告示第2
号：平成21年1月30日）

年間 1,900円 節約できます。

年間 12,000円 節約できます。

上記の各製品は以下の単価、CO2排出係数に基づい
て算出しています。
【単価】電気：22円/kWh（税込）、上下水道：265円/㎥
（税込）、都市ガス：165円/㎥（税込）  【CO2排出係
数】電気：0.43kgCO2/kWh、上水道：0.23kgCO2/
㎥、都市ガス：2.2kgCO2/㎥
※数値はあくまで目安であり、記載通りのCO2排出量
の削減を保証するものではありません。詳細や最新情
報については、こちらをご覧ください。 http://inax.
lixil.co.jp/eco/co2/

衣類の乾燥や入浴前の暖房として
大活躍。従来品に比べ、省エネ性能
アップを実現しま
した。

2タイプのかんたんセレクトで、ラクラクお風呂リフォーム。

ラ・バス クイックセレクションシステム
バスルーム

基本機能をしっかりおさえた

［Rタイプ］
BGDS-1616LBR

本体標準仕様　　
メーカー希望小売価格　￥694,000（税込￥728,700）

エコとキレイがたっぷり充実

［Fタイプ］
BGDS-1616LBF

本体標準仕様　　メーカー希望小売価格 ￥799,000（税込￥838,950）

お手入れの面倒なカウンターの溝や裏側。
かんたんに取り外せるようにすることで、
いつでもキレイをキープできるようになりました。

スリムカウンター
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1400

1200

1300

1100

対応サイズ

1400

1200

1300

1100

対応サイズ

洗練されたフォルムと上質さ。重厚感ある人造大理石のスタンダード浴槽です。

シャイントーン浴槽

クリーム状の泡に包まれる新しいバスライフを提案します。

フォームスパ

単体浴槽
サーモバスS対象商品

空間に彩りをあたえるクリアな色調の人造大理石を使用した浴槽です。

グラスティN浴槽 サーモバスS対象商品

クリームのような肌触りの細かい泡「ベルベット・フォーム」が全身をやさしく包み込みます。
泡は、洗浄成分を含まず、お肌にやさしい成分からできています。さらに、長時間座っても疲れにくい「ソフト浴槽」仕様です。

据置タイプ　品番（本体）WBF-2002DL/FW1（ホワイト）
価格　￥2,500,000（水栓金具別途）

ベルベット・フォーム
細かな泡がフタになり、お湯の温度が
冷めにくく、身体を芯から暖めます。さ
らに、湯気を抑えるので、のぼせにくい
とともに、本や雑誌が湿りにくく、入浴
の楽しみ方を広げます。

人造大浴槽初の“保温浴槽”
単体浴槽初の、保温浴槽が登場。寒い
在来浴室でもお湯が冷めにくく、温かさ
が長持ちします。追焚き回数も減り、エ
コで快適に入浴することができます。対
象シリーズは、シャイントーン浴槽・グラ
スティN浴槽です。

浴槽内の温度変化

■測定条件
周辺温度：10±2℃
測定浴槽：1200浴槽
（風呂フタあり・浴槽オプションなし）
測定箇所：浴槽深さの約70％の湯量で、湯面から
100mm、底面から100mmおよびその中間の3カ所
の平均値
※温度変化は測定した使用条件下での試験値であり、
保障値ではありません。
注意：給湯器が追焚き配管の凍結を防ぐため浴槽のお
湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。

4時間でたったの約-2.5℃
浴槽の保温材と専用の組フタのダブル保
温でお湯が冷めにくい構造です。約4時間
後でも温度は約2.5℃しか下がらないので、
入浴時間の異なるご家族でも時間を気に
せず入浴できます。

ソフト浴槽
表面にやわらかい材質を用いた浴槽で
す。少ないお湯で浮力が弱い場合でも、
お尻が痛くなりにくく、腰や背中への負
荷も軽減します。

サーモバスS

1400サイズ（1,398×750）　和洋折衷タイプ
VBND-1400HPR/G14　￥303,000
VBND-1400HPL/G14　同上左排水ボタン

1400サイズ（1,400×750）　和洋折衷タイプ
ABND-1400/W91　
プレーンカラー　  ￥189,000
グラニットカラー　￥217,000

お風呂のお湯が冷めにくい省エネ浴槽

36°Ｃ

34°Ｃ

32°Ｃ

サ
ー
モ
バ
ス
S

保
温
風
呂
フ
タ

保温材

浴
槽
保
温
材

※イメージ図です。

IN
A
X
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鏡に近づいてメイクをする時に
便利なサイドミラー。中はタオル
やドライヤーを掛けられる仕様に。

メイク道具やアクセサリーを、いつでも手の
届くところにしまっておける内部引出し。

タオルなどを濡らさずに
置ける、広々としたサイ
ドカウンター。

□ 自分のための時間を、もっと、ゆとりあるものに。

斜めに開く収納で、きれいに整頓
された小物をサッと取り出し。
※ ミニパタくんはニースペースタイプのみに
付きます。

側板色 標準 ： 白
エンドパネル（オプション）によって、側面の扉同色化粧ができます。
※スタンダード色は対応していません。

カウンター

サンドストーンベージュ（B）グラニットネオホワイト（G）

扉
ハイグレード〈鏡面仕上げ〉

クリエホワイト（LW2）
材質：オレフィンシート

クリエペール（LP2）
材質：オレフィンシート

クリエラスク（LL2）
材質：オレフィンシート

クリエモカ（LM2）
材質：オレフィンシート

クリエダーク（LD2）
材質：オレフィンシート

グロスホワイト（QH2）
材質：PETシート

ミドルグレード〈木目調〉

スタンダード〈単色〉

スムースホワイト（WW2）
材質：EBコート紙

スムースブルー（WK2）
材質：EBコート紙

パストラルブラウン
（XK2）
材質：PETシート

フェールレッド（XA2）
材質：PETシート

間口1,350mm（本体間口1,200mm）　扉色：クリエモカ　　写真セット価格 ￥498,000

750mm 900mm

1000mm 1200mm

化粧台本体間口サイズ

間口1,200mm（本体間口900mm）　扉色：クリエペール　　
写真セット価格 ￥548,000

●カラーバリエーション

自分の時間を大切にする人のための、上質な空間を実現するドレッサー。

ミズリア
洗面化粧台



11

詳しくはP17へ
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収納の背板を加工することで、“奥行きたっぷり”を実現
しました。

座り使いにおすすめ。便利な
小物収納があります。

□ 収納スタイルから選べる4つのキャビネットタイプ。

□ 収納もエコもしっかりこだわったミラーキャビネット。

消し忘れ防止機能付LED照明 くもり止めコート

取り出したいものがひと目で
見つけられる引出収納がつい
たキャビネットです。

扉タイプの収納なら、バケツな
どの大きな物をたっぷりと入
れられます。 ※ ヒザが当たるなど使い勝手には個人

差がありますので、ご注意ください。
※ 車いすでの使用を想定した設計には
なっておりません。

フルスライドタイプ扉タイプ／引出タイプ

スマートポケット
メイク道具などをきれい
に整頓できるスマートポ
ケットが、すべてのタイプ
にそれぞれ付いています。

ソフトサイレンス
引出や扉が閉まる直前に自動的
に引き込み、静かに閉まります。

ニースペースタイプフルスライドタイプ引出タイプ扉タイプ

ニースペースタイプ

フランジ部分の入り隅をなくした大口径の排水
口と、ななめ形状のヘアキャッチャーで水はけ
がよく、キレイをキープします。

排水栓は着脱式で
分解もできるので、
お掃除も簡単です。

洗面器一体形カウンター
繋ぎ目のない一体成
形なので、汚れにく
く、お掃除もかんたん
です。

ドライスペース
水栓の取付面を一段
低くすることで、サイ
ドをドライスペースと
して使用できます。

右奥の排水口
排水口を右奥に配
置することで、ボウ
ル内の作業スペー
スが広がります。

ウェットパレット
コップや石鹸など、濡れたものを置いておける取り外し
可能なウェットパレットが排水口を隠します。

□ 上質さと使いやすさにこだわった洗面ボウル。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

電気を使わない表面コーティングなので
ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れ
もありません。消費電力もゼロで快適に使
用できます。

3面鏡は、トレイを動かしてムダが出やすい
スペースを小物収納として活用できます。

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。
※点灯後60分で自動的に消灯します。

3面鏡

レバーハン
ドル正面の
位置では水
が出ます。

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせし
ます。

混合

湯

水カチッ

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。

Φ45㎜

ヘアキャッチャー
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間口600／750mmタイプ

500mm 600mm

750mm

化粧台本体間口サイズ

間口1,000mm（本体間口750mm）　扉色：クリエペール　　写真セット価格 ￥242,500

□ 洗面器

□ 水栓金具
水ハネも少なく20％節水・繊細シャワー水栓 掃除や水くみに便利なホース収納式

水滴が残りにくいスロープ形状
水栓まわりに設けた約5°の傾斜
が、水滴を残りにくくします。

水ハネの少ないマイルドなシャワー吐水。
整流吐水への切り替えもできます。

ホースを引き出して使えるので、水く
みや洗面器の掃除などに便利です。

ゆったり使える陶器製大型洗面器
広さも深さもたっぷりの大型洗面器は、洗顔・洗
髪はもちろん、つけ置き洗いなども快適です。

奥行き
500㎜

5°

みんなにフィットする快適機能に、

本格的なエコ機能をプラス。

どこにでもフィットする

リフォームへの配慮も

さらに充実しました。

ムダなお湯を
節約できる
水とお湯の切り替えを「カチッ」という
クリックでお知らせします。（シングル
レバー洗髪シャワー水栓のみ）

レバーハンドル
正面の位置で
は水が出ます。

お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

カチッ

湯

水
混合

エコハンドル

髪の毛がからまずお手入れカンタン

詳しくはP17へ

洗面化粧台

みんなが快適、しかもエコなスタンダード洗面化粧台です。

オフト
洗面化粧台

2012年 6月発売
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間口500mm　扉色：ホワイト　　写真セット価格 ￥77,000

奥行き
400㎜

間口500㎜

間口500mmタイプ

ハイグレード スタンダード

LP2W
扉：クリエペール（LP2）
洗面器：ピュアホワイト（BW1）

※2ハンドル混合水栓、立水栓はスタンダードのみ対応です。※側板は、全て白色です。 ※側板は、すべて白色です。

HP2W
扉：パステルピンク（HP2）
洗面器：ピュアホワイト（BW1）

HD2W
扉：ディープグレー（HD2）
洗面器：ピュアホワイト（BW1）

VP1W
扉：ホワイト（VP1）
洗面器：ピュアホワイト（BW1）

VP1P
扉：ホワイト（VP1）
洗面器：ピンク（LR8）

VP1P
扉：ホワイト（VP1）
洗面器：ピンク（LR8）

※ 側板は、すべて白色です。

VP1W
扉：ホワイト（VP1）
洗面器：ピュアホワイト（BW1）

□ 狭いスペースやセカンド洗面としても活躍するコンパクトな洗面化粧台。

●カラーバリエーション

●カラーバリエーション

ベースキャビネット
（扉タイプの収納）

コンパクトサ
イズながら、
洗剤や石け
んなど、ストッ
ク品を収納
できます。

ミラーキャビネット
（シンプルな1面鏡タイプ）

シンプルフォルムの陶器製洗面器。
間口、奥行きともにコンパクトな洗面器です。

排水栓はゴム栓仕様。
（ヘアキャッチャー付）

周辺アイテム
収納力をアップする周辺キャビネット
もご用意しています。

□ 化粧台本体

鏡の裏にたっぷり収納（3面鏡全収納タイプ）

□ ミラーキャビネット
取り出しやすいオープン棚（1面鏡） ストレスフリー・電力フリーの

引出タイプ〈間口750mmサイズ〉
よく使う小物と、バケツなどの背の高い
ものやストック品を分けて収納できます。

コンパクト奥行でスッキリ設置
 奥行500mmだから0,75坪の洗面室でも
ドアと干渉せず、洗面室を広々と使えます。

たくさんの小物をしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変
えることで背の高いものも収納できます。

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。

扉タイプ〈間口600/750mm〉
大きなスペースを活かして、背の高いもの
や、かさばるものをたっぷり収納できます。

タオル掛け兼取っ手
つまむ部分がついた形状で、タオ
ルに触れることなく開閉できます。

ロングミラータイプ ショートミラータイプングミラ タイプ シ トミラ タイプ

IN
A
X
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※対応長さ範囲
便器横置き　1,090～1,930mm
便器正面置き　730～920mm

[カウンター長さ] 1mm単位で対応可能。
壁から壁にぴったり設置できます。

[カウンター奥行] 空間の広さに合わせて2サイズから選べます。

□ トイレ空間に合わせてピッタリ設置。

□ 選べるカウンターサイズ。

キャビネットやアクセサリーを自由に組み合わせて、思い通りの空間にコーディネートできます。基本的な組合せで選ぶのが簡単なおすすめプランもご用意しています。

□ 選べる収納キャビネット。

奥行
280㎜

奥行
160㎜

＜一般の0.5坪用手洗＞
カウンター下はデッドスペース

＜キャパシアなら＞
カウンター下が使いやすい収納に

ゆとりの奥行280mmカウンター
カウンターに奥行があるので、大きめの小物・花や本などを飾っ
たり、お客様のバックやポーチ、持ち込んだOA機器や新聞が
置けたりと、さまざまな場面で活躍します。

間口780mm空間では最大の奥行160mmカウンター
間口780mmの狭い空間でも、便器芯をずらすことで、カウン
ター下のデッドスペースが使いやすい収納に。奥行が160mm
あるので、トイレットペーパーや生理用品1パックがすっきり納
まります。

ゆったりサイズの手洗器
鉢が大きいので、水ハネを気にせず、手洗できます。

大容量の
ベースキャビネット
カウンター下のキャビ
ネットには、トイレッ
トペーパー18ロール1
袋をそのまま収納でき
ます。

キャパシア　GN-AALKAEKAAEX/LDLDW　￥217,000
（奥行280・ベースキャビネットタイプ）
注文サイズカウンター　＊LKF-AALK(1690)AA/LDLD　￥79,000
ミラーキャビネット　TSF-125L　￥40,000
扉付ミドルキャビネット　TSF-107/LD(3ヶ)　￥30,000×3
セット価格　￥480,000
■セット価格には、便器、リモコン、小物等は含まれていません。
■温水自動水栓仕様、ハンドル水栓仕様もご用意しておりません。

間口 1,235×1,690 セミオーダープラン カウンター奥行280

間口900mm～

間口780mm～

収納アイテムを組み合わせて思い通りの空間に。トイレ空間に最適な工夫が詰まったセミオーダー手洗。

キャパシア
トイレ手洗
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□ 使いやすく、すっきり納まる収納オプション。
［カラクリキャビネット］
引き出し部にゴミ箱が隠れていてお客さまやお子さまの目に触れにくい
カラクリ構造のキャビネット。座ったままでゴミを捨てやすい仕様です。

［ラクラクポケット］
座ったままで手が届く手元収納。中身がこぼれにくく、取り出しやすい
構造なので、生理用品などの収納にオススメです。

取付面に汚れのつきにくい壁付水栓。
水ハネの少ない泡沫吐水です。

排水口まわりの金具（フランジ）をな
くしてつぎ目のないボウルを実現。

壁への水ハネを防ぐバックガード

ウェットスペース（コフレルワイドのみ）

フランジあり フランジレス

フランジレス排水口

排水口からバックガード、ウェットスペースまで一体化したつぎ目のない手洗器。
汚れがたまりにくく、お手入れも簡単です。

□ フランジレス排水口+バックガードですっきりキレイ。

コフレル ワイド（壁付）
手すりカウンター
カラクリキャビネット　GL-DA83SSHL15E/WAW　￥143,000
スリムミラー　KF-D4183AS　￥20,000
セット価格　￥163,000
■セット価格には、便器、リモコン、小物等は含まれていません。
■温水自動水栓タイプ・自動水栓タイプもご用意しております。

コフレル スリム（壁付）
カウンタータイプ（ハンドル水栓）　
GL-DA82SKH15B/LDW　￥89,000
スリムミラー　KF-D3083AS　￥16,500
セット価格　￥105,500
■セット価格には、便器、リモコン、小物等は含まれていません。
■温水自動水栓タイプ・自動水栓タイプもご用意しております。
■キャビネットを埋込み、収納たっぷりのコフレル・スリム（埋込）もご用意しております。

0.5坪～ 0.4坪～

横幅が広くてたっぷり収納でき、ウェットスペースがついている
コフレル ワイド（壁付）

コンパクトでも掃除道具が収納できる
コフレル スリム（壁付）

0.5坪に最適な幅広タイプがラインアップ。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

コフレル
トイレ手洗

IN
A
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簡単リフォーム
既設の床に張るだけの簡単上張り施工

厚みが従来比４５％の新開発タイルを採用することで、上張り施工を実現しました。
また、タイル裏を鋼板で補強したことで、割れにくく取扱いも簡単です。

既設の便器を取り外し セラミックトイレフロアリフォーム用を床に
張ってリトイレ便器を設置

16

便器手洗器セット（配管カバーなし）　GHY1-S424A-34XHRX/BW1　￥313,000
分岐付給水ホース　A-6777-40　￥7,000
便器手洗器セット+分岐付給水ホース価格　￥320,000
※ セット価格にはタオルリング・紙巻器は含まれておりません。

TFKC-A1047H-DY/MBR　￥26,000（アステオリトイレ用）
■便器はセラミックトイレフロアリフォーム用専用便器を発注ください。（品番例：GBC-S12H-DY）
■排水芯200mm以上の便器のリトイレが対応です。対応便器は発注前にご確認ください。
■リトイレ専用手洗カウンターとは組合せできません。
■価格には便器、リモコン、アクセサリー等は含まれません。

配管カバー付配管カバーなし

MWH（マーブルホワイト） MBG（マーブルベージュ） MBR（マーブルブラウン）

●カラーバリエーション

簡単リフォーム
新たに給排水を立ち上げずに、簡単にサティス＋手洗の空間へリフォームできます。

Before After サティスリトイレコーナー手洗器付

給排水工事も不要の簡単施工だから、スピーディーに完成します。
既存の給排水を利用して、便器と手洗器の給排水を行います。

インテリア性が高く使いやすさも抜群。家族みんなが快適な空間を実現します。

木製手すり

NKF-3WU/LD　￥20,600
棚手すり（L型タイプ・左右共通・ワンタッチ式）

設置する空間に合わせて
手すりをカットして
短くすることもできます。

手すりは現場での
カットが可能。

新たに給排水を立ち上げずに、簡単にサティス+手洗の空間へリフォームできます。

サティスリトイレ　コーナー手洗器付
住宅トイレ

キレイ長持ちのセラミックトイレフロアに、リフォーム専用タイプが新登場。

セラミックトイレフロア　リフォーム用
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FC/ワンホールタイプ
eモダン（エコハンドル）
LF-E340SY　￥46,100

オールインワン浄水栓
クロマーレ（エコハンドル）
JF-HB461SYX(JW)　￥55,000

キッチンシャワー付
クロマーレ（エコハンドル）
SF-HB442SYX　￥37,000

壁付タイプ
クロマーレ（エコハンドル）
SF-HB436SY　￥31,500
吐水口長さ220mm

壁付タイプ
クロマーレ（エコハンドル）
SF-HB435SY（170）　￥29,500
吐水口長さ170mm

ツーホールタイプ
クロマーレ（エコハンドル）
SF-HB430SY　￥38,000

EC/センターセットタイプ
ビーフィット（エコハンドル）
LF-B350SY　￥29,700

FC/ワンホールタイプ
ビーフィット（エコハンドル）
LF-B340SY　￥33,200

吐水口引出し式
クロマーレ（エコハンドル）
SF-HB451SYX　￥60,000

シングルレバー
クロマーレ（エコハンドル）
SF-HB420SYX　￥32,500

シングルレバー
ノルマーレ（エコハンドル）
SF-HE420SYX　￥28,500

EC/センターセットタイプ
ビーフィット（エコハンドル）
LF-B355SY　￥30,100

省エネ（都市ガス）

約63.8
約45.9

28

従来品：整流吐水型
シングルレバー混合水栓
［最適流量5L/分］

エコハンドル
［最適流量5L/分］

年間約 2,900円節約できます。
【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判
断の基準」における給湯設備の一次エネル
ギー消費量(東京)および自社モニター結果
より給湯量を想定して算出。【比較品】整流吐
水型シングルレバー混合水栓【引用元】「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：平成21年1月30日)およ
び自社基準【単価】上下水道：265円/m³(税
込)、都市ガス：165円/m³(税込)

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。従来品と
比較して約32％の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に
つながります。

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。

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。従来品と比較して約28％の省エ
ネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削
減につながります。

省エネ（都市ガス）

約119.6
約81.4

従来品：整流吐水型
シングルレバー混合水栓
[最適流量6L/分]

スポット微細シャワー+
エコハンドル
[最適流量5L/分]

32
【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判
断の基準」における給湯設備の一次エネル
ギー消費量(東京)および自社モニター結果
より給湯量を想定して算出。【引用元】「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：平成21年1月30日)および
自社基準【単価】上下水道：265円/m3(税
込)、都市ガス：165円/m3(税込)

年間 約6,300円 節約できます。

省エネ設計の「エコハンドル」を採用したキッチン用水栓金具です。

キッチン用水栓金具
水栓金具

省エネ設計の「エコハンドル」を採用した洗面器・手洗器用水栓金具です。

洗面器・手洗器用水栓金具

レバーハンドル正面の
位置では水が出ます。

お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

エコハンドル従来品

IN
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水栓金具

従来品
サーモ水栓+シャワーヘッド
[ 最適流量10L/ 分］

エコフルシャワー
[最適流量6.5L/ 分］

スイッチシャワー
+エコフルシャワー
[最適流量6.5L/ 分］

年間 約 6,200円 節約できます。

節水

約49.120
約31.930

約25.540

35 48

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判断の基準」における給湯設備の一次エネルギー消費量（東京）および自社モニター結果より給湯量
を想定して算出。【引用元】「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：平成21年1月30日）および自社基準【単価】上下
水道：265円/㎥（税込）、都市ガス：165円/㎥（税込）

省エネ（都市ガス）

従来品
サーモ水栓+シャワーヘッド
[ 最適流量10L/ 分］

エコフルシャワー
[最適流量6.5L/ 分］

スイッチシャワー
+エコフルシャワー
[最適流量6.5L/ 分］

年間 約 11,900円 節約できます。

約150.5
約97.8

約78.3

35 48

新節湯機構を搭載することにより、シャワー内の圧力を増幅させ、少ない水でも大粒で勢いのあるシャワーを
吐水します。従来のシャワーに比べると約35%の節水効果と省エネ効果を実現。さらにスイッチ付では、約
48%の節水効果と省エネ効果が期待できます。

あったかミスト吐水
霧状の吐水を広範囲に吐水。体
全体を包み込み効果的に体を温
めます。

快適マッサージ吐水
強力な水流を断続的に吐水。心地
よいマッサージ感が得られます。

BF-J147TSB　￥104,000 BF-E147TSB　￥101,500 BF-A147TSB　￥98,300 BF-2147TKSB　￥80,800

BF-HB147TSB　￥68,000 BF-HB145TSB　￥68,000 BF-B646TSB（300）-A85　 ￥76,800
BF-B646TSB（300）-A100　￥76,800
BF-B646TSB（300）-A120　￥76,800

エコフル多機能シャワー搭載水栓

節水性と省エネ性に優れた多機能シャワー。

エコフル多機能シャワー

手をかざすだけで吐水／止水可
能なナビッシュにエコセンサーを
追加。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。従来品と比較して
約38％の省エネ効果が期待でき
ます。

人気のキッチン用水栓金具「ナビッシュ」にエコセンサー付が追加。

ナビッシュ （エコセンサー付）

省エネ（都市ガス）

約119.6
約74.5

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判
断の基準」における給湯設備の一次エネル
ギー消費量(東京)および自社モニター結果
より給湯量を想定して算出。【引用元】「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：平成21年1月30日)および
自社基準【単価】上下水道：265円/m3(税
込)、都市ガス：165円/m3(税込)

従来品：整流吐水型
シングルレバー混合水栓
[最適流量6L/分]

ナビッシュ（手元止水あり）＋
エコセンサー
[最適流量5L/分]

38

年間 約 7,400円 節約できます。

使用場面に合わせて使い分けできる
2つのセンサー

例えば油のついたフライパンは
お湯で洗う。コップなどの食器
は水で洗う。これらがセンサー
に手をかざすだけのワンアクショ
ンで簡単に切り替え可能です。

湯水センサー
ハンドル位置に応じて湯水（混合水）
を吐水します。
エコセンサー
ハンドル位置にかかわらず水だけを
吐水します。

エコセンサー動作時にECOラン
プが点灯します。エコセンサーの
吐水は、水ハネのしにくい流量に
固定して吐水します。

SF-NB471SX　￥99,000SF-NA471S　￥115,000

【羽根車】
この羽根車がシャワー穴の半分を

塞ぎながら高速回転

□ 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。
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信楽（しがらき）/壷新（つぼしん）

大型洗面器

埋込形シャワー水栓

洗面用タッチレス水栓

XSITE
手洗器

XSITE
洗面器

XSITE
水栓金具

床立ち上げ式
シャワーバス水栓
スタンディングタイプの浴槽にセット
できる床付タイプです。

シャワーバス水栓
デッキタイプ
お湯はりと洗浄が可能な切替え式。
デッキ面に設置可能なタイプのシャ
ワーバス水栓です。

手洗器　L-SR-20/XG2　￥52,000　　水栓金具　LF-E02H/SAB　￥72,000
セット価格（壁給水・壁排水の場合）　￥138,750

洗面器　GL-S301FTLR/BW1　
￥300,000
水栓金具　LF-HS660SC/SAB　2ヶ　
￥430,000×2
セット価格（壁給水・壁排水の場合）　
￥1,175,400

LF-HS660SC/SAB　￥430,000　カラー：黒クロムメッキ
LF-HS660SC　￥330,000　カラー：ニッケルクロムメッキ

BF-HS247TL/SAB　　
￥700,000
カラー：黒クロムメッキ

BF-HS247TL　　
￥600,000
カラー：
ニッケルクロムメッキ

BF-HS131SL/SAB　￥520,000
カラー：黒クロムメッキ
BF-HS131SL　￥400,000
カラー：ニッケルクロムメッキ

L-SR-40/XW1　￥79,000
             XN1　￥77,000
             XG2　￥77,000

XW1（貫入白釉）

XN1（結晶黒釉）

XG2（炎色ビードロ釉）

●カラーバリエーション

美しい映りこみを実現した表面
の凹凸が少ない滑らかなフォル
ム。高精度の新素材を採用した
スタイリッシュデザインです。

滑らかなフォルム

BF-HS614HL/SAB　￥390,000
カラー：黒クロムメッキ
BF-HS614HL　￥300,000
カラー：ニッケルクロムメッキ

大型サイズのヘッドから降り注ぐ
シャワーが、全身を柔らかく包み
ます。空間を広く見せられる薄型
のオーバーヘッドシャワーです。

全身を包むオーバー
ヘッドシャワー

水栓に触れること
なく操作が可能な、
「タッチレススイッ
チ」。汚れがつきに
くいのはもちろん、
使う人に、驚きと感
動を与えます。

「大型サイズ」と「炎
ひ い ろ

色ビードロ釉」を追加。 大型で薄型のオーバーヘッドシャワー。

IN
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節水性、清掃性、デザイン性に優れた壁掛式便器。
壁掛式洋風便器

便器　C-P16P/BW1　￥79,500
自動フラッシュバルブ　OKC-6112S　￥148,900
■ 便座・紙巻器・シートペーパーホルダーは上記価格に含まれていません。
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便器　BC-P11S/BW1 ￥79,000
機能部　DV-P110A/BW1　￥144,000
シャワートイレ　CW-US221Q-NE/BW1　￥146,000
シャワートイレ分岐金具　CF-010　￥4,200
セット価格　￥373,200

リモコン便器洗浄対応
シャワートイレUSシリーズ（US22Qグレード）とホテル向け
タンクレス便器との組み合わせでリモコン便器洗浄が可能です。

755ｍｍ

665ｍｍ※

シャワートイレUSシリーズ

従来ワンピース便器

ホテル向けタンクレス便器

シャワートイレUHシリーズ

選べるシャワートイレ
リモコン操作タイプや薄
型操作部タイプなど、ユ
ニットバス空間に合わせ
たシャワートイレが選べ
ます。

快適性
スペースにゆとりを
生む、コンパクトサイズ。

※ 在来施工の場合。INAXユニ
ットバスとの組合せの場合は異
なります。

ホテル向けのダイレクトバルブ式超節水ローシルエット便器です。

ホテル向けタンクレス便器

便器　C-P13S/BW1　￥23,000
フラッシュバルブ　CF-60R7J　￥31,100
■ 便座・紙巻器は上記価格に含まれていません。

フラッシュバルブ式で超節水ECO6対応の床排水便器。
一般洋風便器パブリック

トイレ

ケアサポート水栓なし・背もたれありを追加しました。
多機能壁掛大便器パック

車いすからの移乗に適した便器です。超節水ECO6対応。
車いす対応便器

便器　C-P15SK/BW1　￥83,600
自動フラッシュバルブ　OKC-610K　￥113,500
タッチスイッチ　OKC-3BTJ　￥41,400
■ 便座・紙巻器・リモコン・擬音装置は上記価格に含まれていません。

多機能壁掛大便器パック（ケアサポート水栓なし・背もたれあり）
PTC-23RJSBPJ3NB/SWW　￥472,600
■ 便座・紙巻器・リモコンは上記価格に含まれていません。

2012年 6月発売予定
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パブリック
トイレ

節電・節水・メンテナンス性の高いホテル向けおすすめ商品です。

シャワートイレUSシリーズ

省エネ仕様の壁掛コンパクトタイプがリニューアル。ヒーターなしも追加しました。

ハンドドライヤー スピードジェット壁掛コンパクトタイプ

シンプルデザイン＆お手入れラクラクの水石けん入れ。

水石けん入れ

ヒーター入
（風量強時）

ヒーター切
（風量強時）

従来品 740W 450W

KS-560AHタイプ 650W 400W※

つなぎ目あり
ヒーターなし
KS-560A/W　￥110,000
電源 コンセント式

壁付水石けん入れ（350mL）
KF-24G　￥4,500

立形水石けん入れ（350mL）
KF-24F　￥5,350

立形水石けん入れ（350mL）
KF-24FL　￥11,000

水石けん入れ（液状）

ヒーターあり
KS-560AH/W　￥130,000
電源 コンセント式

従来の消費電力と比べて最大約
12％節電。20Aのブレーカーで
ハンドドライヤーを2台設置でき
ます。

※KS-560A（ヒーターなしタイプ）はヒーター切の消費
　電力と同等です。

お掃除はサッとひと拭き。手挿入部の臭いや汚れの原因となるつなぎ目を
なくしました。

乾燥性能は落とさず省エネを実現

水受け部がスキマレスなのでお掃除がカンタン

スライド式のフタなのでフタとボトルが
共回りせず、本体からボトルが外れるこ
とや液漏れ等を防ぎます。

フタスライド式ボトル

IN
A
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CW-US221Q-NE/BWI　￥146,000

新デザインのリモコン
リモコンはリチウム電池を採用しているので、
約10年間電池交換不要。
【試算条件】1室に2名宿泊（男性1人、女性1人）で大1回/人・
日、小4回/人・日使用した場合で算出。（電池の寿命は使用頻
度により異なります。）

キレイ便座
汚れが入りやすいつぎ目がありま
せん。汚れがついてもサッとひと
拭き。お掃除ラクラク、INAXオリ
ジナルの便座です。

スッキリノズルシャッター
使わないときはノズルを収納。男
子小用時などの汚れの心配もな
く、ノズルはいつも清潔。スッキリ
形状で拭きやすく着脱もできるの
で、お手入れ簡単です。
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表面層：超微細構造

湿
気

水

汚
れ

エアリオ
■表面拡大写真

※試験結果は、当社試
験方法（相対湿度50％
→90％→50％にした
時の吸湿と放湿量を示
します）によるものです。
他建材、家具の配置、
気象、換気などの条件
によって異なります。

高性能の秘密は・・・・・

従来エコカラット

二層多孔質構造が効果的に働き、調
湿性を発揮しながら、汚れの付着を
防ぎます。

汚れの付着を防ぐ働きがあり、お手入れの頻度が
少なく、清掃性が向上しました。

これまでのエコカラット同様に、屋外や外壁、床、浴室・キッチンバックなど、常時水がかりのある場所や、油汚れや泥汚れがある場所ではご使用になれません。

0

50

100

150

200

250

300 強烈

エアリオなし エアリオあり

※大同大学とのトイレ空間での脱臭評価に
関する共同研究結果です。部屋の使用条件、
気象、換気などの条件によって異なります。

臭気除去率
80% 強い

楽に感知できる

何のニオイか
わかる

やっと感知できる

無臭

□ 清掃性が向上

 エコカラット エアリオ アレッシュ  エコカラット エアリオ レフィ

ARE1（ホワイト） ARE2（ベージュ） ARE3（グレー）

303角平　ECOL-303/ARE1～ARE3　303×303mm　6,700円/㎡ 303角平　　　  ECOL-303/RFN1～RFN3　303×303mm　6,700円/㎡
303×455角平　ECOL-345/RFN1～RFN3　303×455mm　6,700円/㎡

エコカラット エアリオ アレッシュ ARE1 使用例 エコカラット エアリオ レフィ RFN2 使用例

RFN1（ホワイト） RFN2（ベージュ） RFN3（グレー）

吸放湿量が400g/㎡に高まり、効果的に調湿。
従来よりも、高い調湿性を発揮します。

□ 最高の調湿性能（当社比）

エアリオで広がる！エコカラットの可能性。
住宅はもちろん、オフィスや駅ビル、学校でも。

これまでエコカラットでサポートしてきた快適な室内空気環境づくりを、

より多くの人々が生活する公共空間や商業施設に広げて行きます。

水がかりのある所では、エアリオが活躍！

空気がキレイ、キレイ長持ち。水まわりに提案できる新エコカラット誕生。

エコカラット エアリオ アレッシュ／レフィ
健康建材
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エコカラット グラナス ヴィスト
異形状ボーダーネット張り　ECO-R/VIT1～VIT3　303×303mm　11,700円/㎡

VIT1（ホワイト） VIT2（ベージュ） VIT3（ブラウン）

水まわり向け エアリオプランリビング・寝室向け グラナスプラン（4㎡）

やわらかい表情のある壁面が、贅沢感のあるナチュラルな空間を演出します。

エコカラット グラナス ヴィスト
健康建材

リフォームに適したエコカラットのアクセントウォール。上質なインテリア空間づくりをお手伝いします。

エコカラット デザインパッケージ 2012

IN
A
X
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145×20mm角ボーダーネット張り　
IM-1520P1/YKR1～YKR4　296×292.5mm　11,500円/㎡

IM-1520P1/YKR1

IM-1520P1/YKR3

IM-1520P1/YKR2

IM-1520P1/YKR4

95×20mm角ボーダーネット張り　
IM-1025P1/FRF11～FRF14　300×300mm　9,700円/㎡

IM-1025P1/FRF11

〈ブライト釉〉

〈マット釉〉

IM-1025P1/FRF13

IM-1025P1/FRF12

IM-1025P1/FRF14

300角平　　  　IPF-300/FLR-1～FLR-5　300×300mm　9,700円/㎡
600×300角平　IPF-630/FLR-1～FLR-5　603×300mm　9,700円/㎡
300×200角平　IPF-320/FLR-1～FLR-5　300×200mm　9,700円/㎡

IPF-630/FLR-3IPF-630/FLR-1

IPF-630/FLR-4

IPF-630/FLR-2

IPF-630/FLR-5

焼き物独特の窯変釉を生かした、住宅玄関や店舗水まわりにお薦めの内装壁タイルです。

インテリアモザイク　釉季（ゆうき）ボーダー

ナチュラルな印象を持った、戸建住宅のキッチンや水まわりにお薦めの内装壁タイルです。

インテリアモザイク フォーレフル

内装
壁タイル

細密な加飾により土もの感あふれる意匠を再現しました。

フローラモ外装
床タイル
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大理石・砂岩・土ものの3種類の定番テイストを揃えた使いやすい床タイルです。

コンテ外装
床タイル

300角平　IPF-300/CNT-1～CNT-11　298×298mm　4,900円/㎡

IPF-300/CNT-1

IPF-300/CNT-11

IPF-300/CNT-5

IPF-300/CNT-2

IPF-300/CNT-8

IPF-300/CNT-6

IPF-300/CNT-3

IPF-300/CNT-9

IPF-300/CNT-7

IPF-300/CNT-4

IPF-300/CNT-10

〈大理石調〉

〈砂岩調〉

〈土もの調〉

清潔感あふれる抗菌仕様のステップタイルです。

キラミックステップ（汚垂れ石）水まわり
床タイル

800×600角平　IPF-860/STP-1～STP-2　797×598mm　21,700円/枚
900×600角平　IPF-960/STP-1～STP-2　897×598mm　21,700円/枚

IPF960/STP-1 IPF960/STP-2

並べることで開放的な明るさを演出する、バルコニー用ユニットシリーズです。

タイルフロアユニット　セライージータイルフロア
ユニット

150mm角樹脂マット張り　TFU-150M/NT-1～NT-4　297×297mm　1,700円/ユニット
300mm角樹脂マット張り　TFU-300M/NT-1～NT-4　297×297mm　2,200円/ユニット

TFU-150M/NT-1（ホワイト） TFU-150M/NT-2（ライトベージュ） TFU-150M/NT-3（コットベージュ） TFU-150M/NT-4（ピンクベージュ） TFU-300M/NT-1（ホワイト）0 2（ イトベ ジ ） TFU 150M/NT 3（ トベ ジ ） 0 （ピ クベ ジ ）

〈150mm角樹脂マット張り〉 形状見本〈300mm角樹脂マット張り〉
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焼きものならではの味わいある風合いが住宅を情緒的に彩ります。

HALPLUSシリーズ　センド

ボーダーネット張り（馬踏目地）　
HAL-50B/SED-1～SED-4　239×300mm　9,600円/㎡

HAL-50B/SED-3

HAL-50B/SED-1

HAL-50B/SED-4

HAL-50B/SED-2

悠々たる色彩の調べと豊かに奏でる陰影が調和した壁面を演出します。

HALPLUSシリーズ　ルミノス外装
壁タイル

異形状平ネット張り　
HAL-R/LNS-1～LNS-4　237×300mm　14,200円/㎡

HAL-R/LNS-3

HAL-R/LNS-1

HAL-R/LNS-4

HAL-R/LNS-2

アクセント張りにおすすめの

「HALPLUS」に新商品登場。

石積み風・組み石風など、

テクスチャーや陰影が美しい

新たなバリエーションが

加わりました。

形・表情・陰影が美しい

シンプルなデザインの

「HALALL」シリーズは

全面張りにおすすめ。

バリエーション豊富なタイルは、

オリジナリティのある

強い住まいづくりを

応援します。

アクセント張りにおすすめ

HALPLUS
　　　　  シリーズ

全面張りにおすすめ

HALALL
　　　  シリーズ

ア

「

石石

テ

新新

加加

ア

H
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外装
壁タイル

温かみのある焼きものの表情が外壁を優しく包み込みます。

HALALLシリーズ　メルヴィオ コリーナ

軽快感のある穏やかな岩肌面が壁面全体を爽やかに仕上げます。

HALALLシリーズ　メルヴィオ リトス

ボーダーネット張り（馬踏目地）　
HAL-35B/MCN-1～MCN-3　230×300mm　7,200円/㎡

ボーダーネット張り（馬踏目地）　
HAL-35B/MLS-1～MLS-3　230×300mm　7,200円/㎡

HAL-35B/MCN-3

HAL-35B/MLS-3

HAL-35B/MCN-1

HAL-35B/MLS-1

HAL-35B/MCN-2

HAL-35B/MLS-2

水平に流れるボーダーラインとカラーコントラストが壁面を際立てます。

HALPLUSシリーズ　デュオナ

異形状平ネット張り　
HAL-R/DUN-1～DUN-3　238×360mm　9,600円/㎡

HAL-R/DUN-3

HAL-R/DUN-1 HAL-R/DUN-2

IN
A
X
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テーパーを取った割肌が織り成す、他にはない陰影感が大変印象的な外装壁タイルです。

HALPLUSシリーズ　細割ボーダー
凸凹した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。

パストラル

砂岩面状をモチーフにした流れ模様と面状が特徴のタイルです。

新砂岩タイルⅡ

カラフルで明るい色調の外装タイルです。

プレーンプラス

色幅の少ない落ち着きあるタイルが安らぎのある空間を演出します。

HALALLシリーズ　メルヴィオ バーチ外装
壁タイル

ボーダーネット張り（馬踏目地）　
HAL-35B/MVT-1～MVT-3　230×300mm　7,200円/㎡

HAL-35B/MVT-3

HAL-35B/MVT-1

YT-2/PP-17 YT-2/PP-18 YT-2/PP-19

HAL-35B/MVT-2

異形状平BJユニット　HAL-40B/PST-2N…PST-12N　455×40mm　11,800円/㎡出隅用平ネット張り［乱割面］（馬踏目地）　
HAL-CR/HB-1～HB-7　
137.5×303mm　6,500円/㎡
出隅用平ネット張り［標準割面］（馬踏目地）　
HAL-CN/HB-1～HB-7　
137.5×303mm　6,500円/㎡

HAL-40B/PST-11N HAL-40B/PST-12N

300mm角平　　　　NSAN-300/21～25　294×294mm　17,300円/㎡
300×150mm角平　NSAN-315/21～25　294×144mm　13,600円/m
150mm角平　　　　NSAN-150/21～25　144×144mm　10,300円/㎡

小口平　　　　YT-1/PP-17・18・19　　108×60mm　 6,600円/㎡
100mm角平　YT-100/PP-17・18・19　94×94mm　  6,500円/m
二丁掛平　　　YT-2/PP-17・18・19　　 227×60mm　7,400円/㎡

NSAN-300/23NSAN-300/21

NSAN-300/24

NSAN-300/22

NSAN-300/25
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スクラッチ面状と自然な色幅がトラディショナルなシーンにフィットします。

エイガススクラッチⅡ ［接着剤張り工法用］

「ケガキ」をいれた自然な凹凸感、シンプルな色合いがスマートな仕上がりをみせます。

グランケーブⅡ ［接着剤張り工法用］

積み重なった石層をイメージした自然な風合いを待ったシリーズです。

ストラフェクトⅡ ［接着剤張り工法用］

幾何学模様の凹凸デザインがスマートなシーンを演出します。

セラボクシーⅡ ［接着剤張り工法用］

自然が生み出した複雑な風合いと、形状の凸凹が堂 と々した
外壁を演出します。

エクセンシア

練りこみの質感、ゆらぎのあるリブ面が深みある壁面をつくります。

自然が生み出した複雑な風合いと、形状の凹凸が堂 と々した外壁を演出します。

ロッツリッドⅡ ［接着剤張り工法用］

エクセンシア アルターノ

外装壁
モザイクタイル

外装壁
（石材）

メタリックな表情、ハイテク感覚のモザイクです。

ラスターカラーⅡ

50mm二丁ネット張り　
COM-A255NET/EGS-1N～EGS-4N　
300×300mm　4,700円/㎡

50mm二丁ネット張り　
COM-A255NET/GCV-1～GCV-4　
300×300mm　4,700円/㎡

50mm二丁ネット張り　
COM-A255NET/STF-1～STF-4　
300×300mm　4,700円/㎡

50mm二丁ネット張り　
CSM-A255NET/BXY-1～BXY-4　
300×300mm　4,700円/㎡

50mm二丁ネット張り　
CSM-A255NET/ROT-1～ROT-4　
300×300mm　4,700円/㎡

異形状平ネット張り　
HAL-20B/EAR-1…EAR-5　
455×150mm　23,500円/㎡

異形状平ネット張り　
HAL-35B/ECA-5　
23,500円/㎡

50mm角紙張り　COM-155/NLT-1～NLT-8　300×300mm　9,000円/㎡　　50mm二丁紙張り　COM-255/NLT-1～NLT-8　300×300mm　9,000円/㎡

COM-A255NET/EGS-1N

COM-A255NET/GCV-1

COM-A255NET/STF-1

CSM-A255NET/BXY-1

CSM-A255NET/ROT-1

COM-A255NET/EGS-2N

COM-A255NET/GCV-2

COM-A255NET/STF-2

CSM-A255NET/BXY-2

CSM-A255NET/ROT-2

COM-A255NET/EGS-3N

COM-A255NET/GCV-3

COM-A255NET/STF-3

CSM-A255NET/BXY-3

CSM-A255NET/ROT-3

COM-A255NET/EGS-4N

COM-A255NET/GCV-4

COM-A255NET/STF-4

CSM-A255NET/BXY-4

CSM-A255NET/ROT-4

COM-255/NLT-1 COM-255/NLT-2 COM-255/NLT-3 COM-255/NLT-4 COM-255/NLT-5 COM-255/NLT-6 COM-255/NLT-7 COM-255/NLT-8
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HAL-20B/EAR-1 HAL-20B/EAR-2 HAL-20B/EAR-3 HAL-20B/EAR-5
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2012年 6月発売

シンプルな美しさとムダのない機能性で人気のファミリーラインが、大きくリニューアル。

ファミリーライン（FL）インテリア
建材

新しい美しさの基準を追求し、

人気のデザインを再構築。

必要にしてムダのない機能を備えた

お求めやすいシリーズ。

自分らしさを大切にした究極の価値を、

これからの空間に。
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アップグレード（特注対応）

クリエホワイト クリエペール クリエラスク

クリエモカ クリエダーク

1 デザイン
シャープすぎないツートーンやハンドメイド風、遊びのあるアクセント

など、今までありそうでなかったデザインを、多彩なラインナップ

で展開します。どうぞご期待ください。

2

エクイップメント（金物）
美しさを追求すれば、ディテール（細部）にたどり着く。クオリティ

や機能性も、やはりディテールによって左右されます。たとえばドア

の把手から、金具ひとつにいたるまで、ファミリーラインの新鮮みの

ある美しさや機能性は、細部にこだわることで生まれました。

3 4

クリエカラー
クリエカラーは本来の木が持つ風合いや色味を正確に表現した

NEWカラー。全5色で、どのように組み合わせても、合わない

色がなく、今までにない洗練されたインテリアコーディネート

を実現します。

美しさや快適さの感覚は人によって異なるもの。必要な箇所に、

上質さを追求することで、住まい手のこだわりを反映することが

可能です。

標準仕様より高さのあるハイドアは、視線が上にいくので空間を広
く感じることができます。　　　　　　 　 ※デザイン限定、H2,400まで

インテリアのクオリティーをアップさせる、もうひとつのアイテムがドア
のガラスデザイン。様々なデザインとガラスの材質からチョイスできます。

デザインや質感のこだわりはもちろん、開閉音や開閉スピードにも、
上質が感じられる仕様にしました。　　　  ※特注でVレール引戸のみ対応

□ ハイドア対応

□ ガラスデザイン

□ シングルソフトモーション

■ ガラス変更　カスミ→透明、カスミ熱処理→透明熱処理、透明→カスミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※デザイン限定

透明ガラス カスミガラス
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販売エリア

次世代省エネ基準

Ⅳ地域以南

今ある壁
新しい壁仕上げ

新しい床仕上げ

今ある床

内窓断熱で好評の「インプラス」に、高性能断熱壁パネル・床パネルを組み合わせた、手軽に一部屋エコリフォームできる新提案商品です。

ココエコ高性能
住宅工法

高性能、真空断熱材を採用！ 
省エネ性の高い冷蔵庫に採用されてい
る「真空断熱材」を採用。“高断熱”で“薄
い”高性能の内張用断熱パネルです。

断熱材厚さ12mmで、驚きの高性能！※

既存の壁や床の上に張っても、部屋がほとんど狭くなりません。

※他部材とのパネル化等で、壁面としての性能は異なります。

Before（築年数27年） 床表面10℃

After 床表面15℃

床面温度の比較   

断熱仕様／壁：GW 10K 50㎜　床：無断熱
　　　　　窓：単板ガラス アルミサッシ
撮影日時 ／ 2011年 1月12日 19：20
外気温 ／ 3.8℃

断熱仕様／壁：ウォールインプラス　
　　　　　床：GW 24K 80㎜　　　　　
　　　　　窓：インプラス 
　　　　　　  断熱ペアガラス仕様
撮影日時 ／ 2011年 2月8日 19：20
外気温 ／ 4.4℃

※掲載のデータは、一定の仕様・条件下での
測定の一部であり、住宅の仕様・生活スタイ
ル・立地条件・測定条件等によっては異なっ
たデータとなる場合があります。

□ ココエコの
　 断熱リフォーム効果

一部屋からできる、
省エネ・エコリフォーム
一部屋からできる手軽な断熱
リフォーム。部屋の断熱性アッ
プで、エアコン効率が高まり、
冷暖房費・CO2を削減！ストー
ブや石油ファンヒーターがなく
ても、エアコンだけで冬場を
暖かく過ごせます。

□ ココエコの主な特長

1

Before

After

費用もリーズナブル
断熱リフォームが一部屋単位で
できるため、家全体改修に比べ
て費用もリーズナブル。減築リ
フォームにも適しています。

住みながら簡単施工
薄型高性能パネルで、解体工事不
要の内張り施工を実現。工期も短
く、住みながらリフォームできます。

2

3

ココが違います！ 

真空断熱材
（中心・初期）

12mm

住宅用グラスウール16K
（λ：0.045 ［W/mK］） 215mm

1



33

T
O
E
X

LEDエントランスライト（LEK-5型）
周波数：50Hz/60Hz 共通
灯具／色：ナチュラルシルバーF、シャイングレー
価格：¥33,000
ポール／色：ナチュラルシルバーF、シャイングレー
価格：¥12,000　
ポール／柿渋、ピュアノーチェ、ミディアムチェリー
価格：¥13,000
LED電球（防湿・防雨型器具対応）
5.2W1灯（E17）（電球色）　AC100V
灯具Wφ132・H1054・ポール径φ101

エントランスライト（LEK-6型）
周波数：50Hz/60Hz 共通
灯具／色：ナチュラルシルバーF、シャイングレー
価格：¥33,000
ポール／色：ナチュラルシルバーF、シャイングレー
価格：¥9,500
ポール／柿渋、ピュアノーチェ、ミディアムチェリー
価格：¥10,500
LED電球（防湿・防雨型器具対応）
5.2W1灯（E17）（電球色）　AC100V
灯具Wφ132・H654・ポール径φ101

LEDダウンライト（LDK-2型）
周波数：50Hz/60Hz 共通　
色：プラチナメタリック　価格：¥15,400
LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵 
7.1W（電球色）　AC100V
φ112・P（出しろ）5・D（埋込穴φ100・埋込高80）

LED植栽灯（LGQ-7型）
周波数：50Hz/60Hz 共通　
色：シャイングレー　価格：¥40,700
LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵 
7.1W（電球色）　AC100V
灯具［W88×89・H38］H160・1.6kg

LED植栽灯（LＧＱ－6型）
周波数：50Hz/60Hz 共通
色：オータムブラウン、ネオブラック、ナチュラルシルバーF、
シャイングレー　価格：¥35,200
LED電球（防湿・防雨型器具対応）
9.0W1灯（E26）（電球色）　AC100V
灯具［φ122・L184］・H212・1.8kg

LED植栽灯（LＳB－6型）
周波数：50Hz/60Hz 共通
色：オータムブラウン、ナチュラルシルバーF、シャイングレー 
価格：¥33,800
LED電球（防湿・防雨型器具対応）
9.0W1灯（E26）（電球色）　AC100V
灯具［φ122・L184］H215・1.4kg

LEDスポットライト（LSB-7型）
周波数：50Hz/60Hz 共通
色：シャイングレー　価格：¥32,800
LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵 
7.1W（電球色）　AC100V
灯具［W88×89・H38］P（出しろ）184・1.1kg

LEDブラケット（LPK-10型）
周波数：50Hz/60Hz 共通
色：ネオブラック、シャイングレー　
価格：¥37,400
LED内蔵6個・電源ユニット内蔵 
6.9W（電球色）　AC100V
W95・H95・P（出しろ）98・0.8kg

LEDウォールライト（LPJ-1型）
周波数：50Hz/60Hz 共通　
色：シャイングレー　価格：¥32,500
LED電球（防湿・防雨型器具対応）
5.2W1灯（E17）（電球色）　AC100V
W157・H199・P（出しろ）180・1.0kg

スマート電子消灯タイマ付ＥＥスイッチ
色：ホワイトシルバー　価格：¥17,100

LEDを採用した省エネ＆長寿命のあかりをラインナップ。

LEDエクステリアライト
エクステリア

□ 地球環境保全に貢献する
　 TOEXのＬＥＤ照明

LED照明に対応した明るさセンサです。

省資源
長寿命＆コンパクト
サイズで、省資源に
貢献

省エネ
エネルギーを無駄
なく光に変えるこ
とで、省エネを実現

クリーン

水銀レスにより、 
環境破壊を軽減
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住まいをよく知る

LIXIL（リクシル）が提案する、

未来型の太陽光発電のカタチ。

それが「ソーラールーフ」です。

屋根の上にソーラーパネルを

乗せるのではなく、

屋根材にソーラーパネルを

使用することで、

工期の短縮、コストの低減、

スマートな外観が実現。

もちろん耐久力にも優れています。

「屋根材＝ソーラーパネル」の未来型太陽光発電。

ソーラールーフ
太陽光発電

□ 全面葺きと張分け、選べる2つのタイプ。
全面葺きタイプは優れたデザイン性と大きな発電量が期待できる上、モ
ジュールが屋根材なので他の屋根材が不要。施工が一度で済むためダブ
ルのコスト削減を実現します。張分けタイプはLIXIL
の建材メーカーとしてのノウハウを活かした端部パー
ツにより、きれいに納めることができます。

□ 住宅にフィットした端部パーツと
　 建築寸法に合わせた910mmピッチ固定。
一般的な建築寸法に合わせた構造により、垂木へしっかり確実に固定する
ことができます。またガルバリウム鋼板による豊富な端部パーツにより、使
いやすくきれいに納めることができます。

□ 優れた防水構造と簡単施工。
LIXILの建材メーカーとしての視点、そ
してアイデアと工夫により、排水フィ
ン付の縦シールとシール付ネジで雨水
などの自然環境に強い三重の止水構造
を実現しました。また部品が少なくシ
ンプルな構造なので、施工時間も短縮
できます。

□ 発電効率を考えた排気機能。
本来、ソーラーパネルは温度が高くなると発電効率が低下してしまいます。
その発電効率の低下を防ぐため、「ソーラールーフ」ではモジュールの下に
通風経路を設けることにより、自然に廃熱する設計となっています。
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□ 安心の耐久実証試験。
風雨などの悪天候を想定した送風散水試験、耐水性・止水性を実証する水溜め試験や流水試験など、
LIXILでは、「ソーラールーフ」の屋根材としての耐久性を実証する試験を実施しています。

□ スマートに仕上がるカンタン施工（張分けタイプの場合）。

野地板にルーフィングを敷いた後、
墨だしに従って屋根材を設置。

野地板 防水テープ

中間ブラケット

防火鋼板

水切り板金

ルーフィング

軒側に中間ブラケットを差し込
んでシール付きネジで固定。棟側
にも中間ブラケットを差し込んで
シール付きネジで固定。

シール忘れを防ぎ、
施工者によるシー
ル充填量のばらつ
きを防ぎます。

縦レールを設置。固定にはシール
付きネジを使用します。

端部パーツを設置。

水切り板金を設置して防水テープを
貼る。防火鋼板を重ねながらクギ
で設置し棟側に防水テープを貼る。

棟側のモジュールを設置し中間ブ
ラケットも固定。

軒側からモジュールを設置します。

屋根材を葺いて最後の雨押さえを
設置し、完成。

ルーフィングの設置１

ブラケットの設置5

　　シール付きネジ

水切り・防火鋼板の設置2

モジュールの設置（2）6

縦レールの設置3

端部パーツの設置7

モジュールの設置（1）4

雨押さえの設置8

●送風散水試験（モジュールあり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・防火鋼板の表面に水は認められなかった。

●水溜め試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野地板への液体の侵入は認められなかった。

●流水試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野地板への液体の侵入は認められなかった。

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

▶ ▶ ▶▶ ▶ ▶

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

モジュールを設置した状態で送風
散水試験を実施。散水後に解体し
て水の侵入を確認。

試験後

ルーフィングにビス留めした縦レー
ルを着色した液体に浸し、24時間
自然放置。24時間経過後ルーフィ
ングを剥がし液体の侵入を確認。

ルーフィングにビス留めした縦レー
ル、中間ブラケットを傾け流水試験
を実施。

試験後

試験後試験後

縦レール

端部パーツ 雨押さえ

端部パーツ 屋根材

モジュール

（軒側）

（棟側）
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L I X I L 商 品 が集結した商品情報サイト

Biz-LIX
検索ビズリク

ご提案から着工、アフターフォローまで、
住まいづくりのプロをサポート。

カタログを
超える情報量
と検索性！

最新情報を
いち早くお届け

タブレット端末
でも閲覧可能！

超える情報量
と検索性！

いち早くお届け でも閲覧可能！

サッシ・窓・シャッター、玄関ドア、玄関引戸、ウォールエクステリア、
ガーデンエクステリア、インテリア建材、パブリック、ビル・マンション・店舗

窓・玄関・インテリア・エクステリアのサイト
トイレ、洗面化粧台、キッチン、タイル建材、
トイレ手洗、浴室、水栓金具、アクセサリー

住設機器・タイル建材のサイト

お施主様の
ご要望にあった商品を
検索できます。

 ヒアリング
豊富な商品を
デザインや価格などで
徹底的に比較検討可能。

 比較検討
プレゼンテーション
シートの
準備も簡単。

 提　案
商品の図面や姿図を、
さまざまな形式でダウン
ロードできます。

 図面作成

条件を絞っての
検索も可能！

Point!

PDF・DWG・DWF・
JWC形式に対応！
DWF形式なら

CADソフトがなくても
計測可能！※

Point!

画像の保存や
プレゼンシートの
ダウンロードが
できます！

Point!

トイレやバス・洗面
など一部の商品では、
カラーシミュレーション

をご用意！

Point!



ＩＮＡＸ商品に関するお問合せは
商品についての技術的なお問合せは、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・年末年始の休みは除く）

TEL.0570-01-7173   FAX.0570-01-7178
※PHS・ＩＰ電話などでつながらない場合は、下記電話をご利用ください。

  TEL.0562-31-0793   FAX.0562-31-0797
※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店、ショールームにご相談ください。

修理のご依頼は、INAXメンテナンス修理受付センターまで
受付時間/9：00～19：00（夏期・年末年始の休みは除く）

TEL.0570-01-1794   FAX. 0120-1794-56
※PHS・ＩＰ電話などでつながらない場合は右記電話番号をご利用ください。　　TEL. 0120-1794-11

　ＩＮＡＸメンテナンス ホームページ　　http://www.i-mate.co.jp/

サンウエーブ商品に関するお問合せは
商品についての技術的なお問合せは、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・年末年始の休みは除く）

TEL.0570-09-0521   FAX.0570-02-0828
※PHS・ＩＰ電話などでつながらない場合は、右記電話番号をご利用ください。　　TEL.03-4332-6300
※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店、ショールームにご相談ください。

修理のご依頼は、修理受付センターまで
受付時間/9:00～19:00（夏期・年末年始の休みは除く）

TEL.0120-67-7755   FAX.0570-02-7027
　サンウエーブメンテナンス ホームページ　　http://www.swmainte.jp/

トステム・新日軽・TOEX商品に関するお問合せは
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