
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

システムバスルーム ラ・バス 心 と 身 体 を 癒 す “ く つ ろ ぎ の 空 間 ” 。

よ り 使 い や す く 、 快 適 な デ ザ イ ン へ 。

壁パネルカラー

浴槽カラー 床カラー 洗面器カウンター

アクセントパネル（鏡面）

N86+N86
ﾎﾜｲﾄ+ﾎﾜｲﾄ

N11+N86

R22+N86
ﾌﾞﾗｳﾝ+ﾎﾜｲﾄ

N11+N11

Ｌパネルアクセント張り

ﾌﾞﾗｯｸ+ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾗｯｸ+ﾌﾞﾗｯｸ

アクセントパネル（ＨＴ） ベースパネル

HN722
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

HN723
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾌﾞﾗｳﾝ

HN724
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

HN442
ﾏｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯｸ

HN441
ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ

HN171
ｸﾞﾘｰﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN172
ﾋﾟﾝｸｽﾄﾗｲﾌﾟ

HN153
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾌﾞﾙｰ

HN151
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝﾎﾜｲﾄ

HN891
ｱﾗﾍﾞｽｸﾌﾞﾗｯｸ

HN833
ｶﾞﾗｺﾓｻﾞｲｸｸﾞﾘｰﾝ

HT212
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

HT211
ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ

HT111
ﾓｸﾒUﾗｲﾄ

HT112
ﾓｸﾒUﾐﾃﾞｨｱﾑ

HT113
ﾓｸﾒUﾀﾞｰｸ

HN152
ﾗｳﾝﾄﾞﾗｲﾝｸﾞﾘｰﾝ

HN721
ﾊﾞｻﾙﾃﾞｨｰﾅﾍﾞｰｼﾞｭ

HN301
Lﾊﾟﾈﾙ(鏡面)ﾎﾜｲﾄ

G11
ﾎﾜｲﾄ

G12
ﾍﾞｰｼﾞｭ

G13
ﾌﾞﾗｯｸ

G14
ﾋﾟﾝｸ

G15
ｸﾞﾘｰﾝ

N66
ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

Y71
ﾍﾞｰｼﾞｭ

単色シャイントーン

LW-D6-8A UDY-8002052UR(24) UF-23A CKNB(2)-B-L1000/CH

KF-61S-PU1 BL-SC74154(2) R-1010P-17/W LAP-1582S-T2 (2本)

窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。
CG合成によるイメージ画像です。

M201006083736



明治ホームズ 標準仕様 JGZ7789B2 2010年 7月 3日

お見積No. 作成日システムバスご提案

※こちらのご提案書は、主要部材・オプションのみの掲載です。詳細はお見積り明細にて、ご確認下さい。

■ドア種類 ■照明■天井

■浴槽側水栓■洗い場側水栓 ■シャワー

■収納棚

■ミラー

■換気扇

■タオル掛け ■握りバー ■スライドバー

■浴室音響システム ■マッサージ■アクアライト■暖房・乾燥・サウナ

開戸 ホワイト

ステップ天井(一体型)

丸型２灯(白熱灯)

一般水栓
(TOTO製)

メタリックスプレーシャワー(TOTO製)
ショートワイドミラー
(ｼｬﾜ ﾌーｯｸ台座なし)

天井付け換気扇

クリアタイプ
メッキブラケットタイプ メッキタイプ

メッキ仕上げ(握りバー兼用)

サウンドシャワー
お気に入りの音楽を聴きながら
リラックス入浴が楽しめます。

B1013

■オプション

ウェーブカウンター エルゴタイプ
size

Ｍ
ｸﾞﾚｰﾄﾞ

＜全て標準装備＞

◆安心 Ｗ構造 バスタブの下に
防水パンを備え
その間の空気層
が保温性に貢献
また安心の防水
性能も高い評価
を得ています。

◆カミトリ名人＋プラス

◆タフぴかコート

お手入れ簡単お手入れ簡単お手入れ簡単お手入れ簡単お手入れ簡単お手入れ簡単お手入れ簡単お手入れ簡単お手入れ簡単

人造大理石バスタブ
その深みと美しさを
がっちりと守るコート層

◆スミらく仕上げ
汚れやすいフロアと
壁の間の接合部を
５０mm 高い位置に
しているので、お手
入れが容易です。

抗菌効果プラス！

◆エルゴデザイン

工夫のデザイン工夫のデザイン工夫のデザイン工夫のデザイン工夫のデザイン工夫のデザイン工夫のデザイン工夫のデザイン工夫のデザイン

多彩な入浴が楽しめる
多目的ステップ

エルゴデザインは人間工学に
基づいた体に優しい形です。

◆サウンドシャワー
好きな音楽を聴きながら、リラックス入浴。
音浴効果で心まで元気にしてくれます。

お手持ちの音源をつなぐだけ、簡単
セッティング。操作は浴室内リモコンで。

リラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーション

抗菌効果を
プラス！

洗い場でシャワーを
流すだけで、髪の毛や
ゴミが中央に小さく
まとまり、簡単に
捨てることができます。
排水に接している部分は

抗菌メッキで
ヌメリ防止。

9mm

♪
♪ ♪

♪ ♪

注）壁柄･浴槽･ミラー他､写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。

■バスタブ／バスタブ色 ■エプロン色

■フロア色

■入り口方向

風呂フタ

巻きフタ

バスタブ

■壁色

ポップアップ排水栓
ハンドグリップなし



ホワイト
奥行き２００ｍｍ １．５ｍ×４本

タオル掛け 風呂フタ フリーサイズ窓枠

握りバー

天井・照明

ステップ天井

エクセレント照明
（１灯）

ミラー・収納 水栓カウンター

タオル掛けＢ

浴槽内ステップ付きで、

半身浴や親子入浴もゆったり、

思いのまま。フチに腰かけやすく、

出入りもラクラク。環境にやさしい

節水タイプ浴槽です。

ゆったりとした
やさしいカタチ。
エスライン浴槽

ウェーブカウンター

ピュア
ホワイト

ダーク
ブラウン

ライト
ブラック

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

床浴槽

キモチ浴フロアーⅡ

ささっとキレイ排水口

フッ素コーティングでヌメリを
簡単に落せます。髪の毛も
はがれやすく、捨てやすい。単色ｼｬﾙﾄｸﾞﾚｰ 単色ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ 単色ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ

■有機ガラス系人造大理石
クリアタイプ

クリアピュアホワイト

クリアピュアローズクリアピュアグリーン

クリアピュアイエロー

水の表面張力を壊す効果で水が引いていきます。
同一方向にそろうグリッド加工なのでお掃除もラクラク。

乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすい。

換気扇

※イメージ。

巻きフタ

握りバー兼用
スライドバー

（メッキ）

洗い場側：壁付カバー水栓
ﾒｯｷﾊﾝﾄﾞﾙ･ｼﾙﾊﾞｰﾎｰｽ･ﾒﾀﾙﾍｯﾄﾞ

樹脂
ハンドル

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
排水栓

F R P スゴピカ素材

撥水浴槽撥水浴槽 誕生。
日本のお風呂の心地よさを変えます。

パナソニック バスルーム

ココチーノＳクラス

パナソニックがめざしたのは、いちばんここちいい浴槽。ここちいい質感、

ここちいい光沢、ここちいい肌合い。

浴槽はもうここまでここちよくなっています。

（株）明治ホームズ 標準仕様

レザーブラック柄グリジオカルニコ柄 ランダムブラック柄

グレーオニックス柄 ベージュｵﾆｯｸｽ柄

ランダムブラウン柄

ライトﾉｰﾌﾞﾙｳｯﾄﾞ柄ダークﾉｰﾌﾞﾙｳｯﾄﾞ柄 グランゴールド柄グランボルドー柄 グランシルバー柄

レザーグリーン柄レザーブラウン柄アラベスカート柄 エアリーピンク柄

エアリーブルー柄

壁柄 Ｃグレード

■アクセントパネル ■ベースパネル

パラレルホワイト柄

アクセント
パネル

壁柄 Ｃグレード

ドア

スイングドア
段差４mm

●握りバーI型 （クロムメッキ製）
長さ：６００mm

セミワイドミラー

２０１００６２８ （株）明治ホームズ 標準仕様



∥ 「ミーナＴシリーズ」 システムバスルーム ∥1616タイプ

■ Feature of Takara

■カラーバリエーション ■標準装備

Takara Standard
System Bathroom

MINA Tシリ ーズP

イ メ ージデータ
写真はイ メ ージですので仕様と は一部異なり ま す

■高品位ホーローパネル

ベースが金属だから｢マグネット｣が使えます。
オプション品各種をご確認ください。
壁面の便利な位置に自由自在。
マグネットだからいつでも取り外しができます。

ここがPOINT♪

■ ユニバーサルデザイン

■バリアフリー ■洗い場床

◎入浴の安全性と安心感は標準です

■浴槽床

■ワンプッシュ排水栓

■非常脱着構造扉

カラー：グレー（FRP）
より乾きやすい新パターンを採用
乾きやすい＝滑りにくい・水アカ防
止

洗い場と脱衣所との段差を少なくし
て
足元の不安感を解消。

全てのドアに
脱衣所からドア全体
が
取り外せる

非常脱着構造
を採用

シャープなスクエア形状滑り止め
加工

指で軽く押すだけで排水が出来ます。
チェーンがないので浴槽内もスッキリ。
開け閉めが楽な姿勢で行えます。

栓をしたつもりがきちんと出来ていなかった！
そんなことありませんか？

■「トータル保温」イメージ
浴室全体を包み込む、という発想

■「耐震システム」イメージ
ライフライン復旧後、修復なしで入浴という発想

浴槽の裏側には
発泡ウレタンの吹付処理を施しています。

■浴槽裏

◎保温材は標準です

■天井

■壁

24mm

24mm

24mm発泡ウレタン

24mm発泡ウレタン
◎変色や色あせの心配無用です

◎お掃除ラクラク艶やかさ保持

◎使い勝手に合わせて模様替え

保温材

ガラス質

ホーロー用鋼板

ガラス質（浴室側）

高
品
位
ホ
ー
ロ
ー

ガラスのお手入れと同様です

小物フック

■浴槽 （FRP）■エプロン
（高品位ホーロー）

ホワイト

P:ピンク

D:ベージュ

H:グリーン

W:ホワイト

Vir.1∥カウンター面のみ。 ４面対応はオプション。

Vir.2∥カウンター面のみ。他の3面は無地対応。

ロッシュグリーン ロッシュピンク

■壁 （高品位ホーロー）

グレーストライプ ベージュストライプ

グレーファサード ベージュファサード

夢ブルー 夢ピンク プラチナリーフ ブルーアラベスク ベージュアラベスク

ダークブラウン ホワイト ダークブルー

照明UTVN
60W白熱灯

ハンドバー I型 400
強靭なステンレスの表面を樹脂でコーティング

折戸：ホワイト

∥ フラット天井 ＆ 照明

∥ ハンドバー

∥ ワイドミラー

∥ 洗面器置き台一体型カウンター

∥ 水栓 （浴槽用水栓なし）

∥ 収納棚

∥ タオル掛け ∥ 風呂フタ

∥ ドア

樹脂製：2段棚

樹脂製
シャッター式
アイボリー

カウンターと一体なのでお手入れが簡単です。
使いやすくシンプルなデザインです。

∥ 天井換気扇

メタルホース
シャワーヘッド

サーモシャワー付
SB18-5U1-T

∥ シャワーフック
スライドバー

TN-116

２灯照明

2010.3株式会社 明治ホームズ様 22年度プラン



∥ 「ミーナＴシリーズ」 バスルーム壁面カラーバリエーションイメージ ∥

■Vir.1∥カウンター面のみ 他の3面は無地対応。 ■Vir.2∥カウンター面のみ 4面対応はオプションにて対応致します。

■Vir.2∥ブルーアラベスク柄・ベージュアラベスク柄

※色見本は印刷のため、実際の商品とは多少異なります。タカラショールームでお確かめください

エメロード0.75坪サイズ

■Vir.2∥夢ブルー柄・夢ピンク柄

■Vir.2∥プラチナリーフ柄

ミーナPシリーズ0.75坪サイズ

ミーナPシリーズ0.75坪サイズ

レラージュ1.5坪サイズ

■ブルーファサード柄 ・ ベージュファサード柄

■ロッシュグリーン ・ ロッシュピンク

■グレーストライプ柄 ・ ベージュストライプ柄■ダークブラウン

■ホワイト

夢ブルー 夢ピンク プラチナリーフグレーストライプ ベージュストライプ ロッシュグリーン ロッシュピンク グレーファサード ベージュファサード ブルーアラベスク ベージュアラベスクダークブラウン ホワイト ダークブルー

2010.3株式会社 明治ホームズ様 22年度プラン



■１面アクセントウォール　３００角タイル

ドーム型天井

コーナー棚 照明器

CHOICE

換気扇 風呂蓋

掃除しやすく、お手入れ簡単！

□　アイアンブラック □　大理石調　ベージュ

CHOICE ■ベース壁パネル

FRP製　　岩肌調　　ホワイト

視覚的にも浴室内を広く見せます。

※ベース壁パネルとは、2面アクセント

以外の壁パネルの標準仕様部材です。

■Oval-HX   1616size NIPPORI KAKO CO.,LTD

壁：アクセントパネル スライドマッサージシャワーセット付セレマス壁　300角タイル貼り

窓枠

水栓　洗い場専用

Comfortable  &  Healing  Bath  Time  for  Your  Slow  Life

天井

を保てるＦＲＰ製床仕上げ。ノンスリップ カウンターに楽な姿勢で洗面洗髪が行える

STANDARD   PARTS

インテリア性の高い置き式のバスタブ。

上品でかわいらしいオーバル浴槽が

小さなお子様にもつかみやすい、アール形状の優しい

グリップがぐるっと一周に。立ち上がる際も安全・楽々で

・　アールデザイン　・

■浴槽　　ＦＲＰ製　オーバルホワイト

浴室の為の素材・構造にこだわりました。

■　掲載の写真は印刷色の為、実物とは若干異なります。また、商品改良の為、外観・仕様等は予告なく変更する事があります。

http://www.nippori.co.jp日ポリ化工株式会社　　東京営業所

■標準部材

〒160-0022　　東京都新宿区新宿5丁目6-1　新宿やわらぎビル9F TEL　:　03-5360-8790　　　　FAX　：　03-5360-7990

大・小・ジャロジーの３種類

照明器洗い場床仕上 ＦＲＰ製　グレー

ＦＲＰ製ドーム型天井

壁：ベースパネル ＦＲＰ製岩肌調　ホワイト

樹脂製　フリー窓枠

シャワー付サーモ式水栓

STANDARD   STYLE

COLOR    CHOICE

□　浴槽用水栓金具□　手摺
□　I型　Ｌ＝６００

□　Ｌ型　Ｌ＝６００＊６００

加工で小さなお子様にも安心です。

経年変化の少なく、長い間きれいな形状 清掃がしやすい一体成型の人工大理石製。

ドア

浴槽 ＦＲＰ製　オーバルホワイト　

浴槽エプロン ＦＲＰ製　オーバルホワイト　

樹脂面材　アルミ框開き戸　ホワイト

化粧鏡 200*1200　縦長スリムミラー　　埋込型

カウンタートップ 人工大理石製　石目柄ホワイト

水栓セット
窓枠をＦＲＰ一体成型する事で四隅の継ぎ目をゼロにしました。

継ぎ目がないので、長期の使用でも水が浸入できません。

□　シームレス窓枠
※対応サッシ寸法が決まっております。窓枠のみの対応となります。

□　追加　ランドリーパイプ

■　オプション対応

丈夫で経年変化が少ない浴室に最適の素材。

人工大理石製　　石目柄ホワイト

ほぼ同じな為、出入りが安全・スムーズです。

お子様との入浴や介護にも楽に体を移動できます。

・　ウォーターウェイ　・

目に見える水路を水が流れていく、

オーバルだけの清潔構造です。

巻き蓋

その他　　 天井付通常換気扇

ブラケット照明器　1灯

三角コーナー棚 真鍮製　クロムメッキ仕上　2段

□　浴室暖房乾燥涼風換気扇　　ランドリーパイプ1本付

フリー窓枠 ドア

洗面器置台と化粧棚の２段カウンター。

■床

　ＦＲＰ製　　グレー

■２段カウンター

『オーバル』　たまご型の丸いフォルム。包んで癒す暖かな丸いフォルム。

・　オールラウンドグリップ　・

足元が深くまで入り、洗い場と浴槽内の高さも

　　高密度ウレタンで一体成型する『セレマス壁』では

　　タイルと化粧鏡がフラットに埋め込まれます。

　　鏡の裏にカビ・腐食の発生も無く、清潔に保てます。

　　また、タイルとの段差がない事で、日々のお手入れも

　　サッとひと拭き。とてもカンタンに行えます。

足をかけても気持ちの良いデザインです。

シンプルな岩肌柄のＦＲＰ製壁パネル。
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