
Option
マイクロバブル浴槽

極小（0.003mm）の泡が、毛穴の汚れや古い角質を取り除き、美容
や温浴に効果を発揮する、マイクロバブル浴槽。
ゆるやかな水流がゆらぎを生み、心地よい肌触りで全身を包み込み、
浴室がくつろぎと癒しのエステ空間になります。

ドア各種 ※各種ドアの取付可否は別途ご確認下さい。

開戸 片引戸 3枚引戸 バックマリオン開戸
+連窓腰高ＦＩＸ

その他設備

ランドリーパイプ2本
（ホワイト）

ブラケット6個

ＬＥＤ間接照明
（トールミラー両サイド）

追加手摺
（SUS800/600）

浴室サイズ １６１６サイズ
浴室スタイル コーナーレイアウト
壁 アステリオ鋼板
床 高断熱フロア

浴槽
ウェイビー浴槽　メタリア人大浴槽
（高断熱浴槽）

排水栓 ポップアップ排水栓
天井 フラット天井
ミラー トールミラー（280×1150）
カウンター コーナーカウンター

手摺
スライドバー兼用SUS1000/浴槽横手摺800
浴槽横手摺400/浴室出入縦800

ドア 折戸
タオル掛け Ｇタイプ
水栓/シャワー タッチ水栓/ワンストップｅシャワー
収納 クリアオープン棚3段
照明 温白色LEDダウンライト2灯
風呂蓋 断熱組蓋

換気扇
換気乾燥暖房機100V
（ホワイト物干し1本、ブラケット2個）

シットレスト アイボリー

AS Package標準仕様

特定
保守製品

消費生活用製品安全法
「長期仕様製品安全点検制度」対象商品

特定保守製品についてのお願い
●浴室換気乾燥暖房機は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。
●この製品の所有者は点検期間に点検（有償の法定点検）などの保守をおこなうことが求められます。
●所有者登録票（製品同梱）の説明に基づいて、所有者登録を行ってください。
●点検期間の始まる次期（10年後）に法定点検の通知が届きますので、点検をご依頼ください。
〈お問合せ先〉マックス株式会社 マックスカスタマーセンター：0120-011-408

URL：http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/shouanhou.html

壁パネル（アステリオ鋼板）
壁パネルは鋼板製ですのでマグ
ネット等を貼り付ける事が可能
です。
市販のマグネット付小物をご購
入の上、お楽しみ頂けます。

安全に関するご注意
●商品仕様をご確認のうえ、選定して下さい。
●商品ご購入の際には、製品本体の取り扱い説明書及び付属する器具、部品や設備機器の取り扱い説明書を必ず受け取り
●ご使用の前によくお読みいただいたうえで、正しくお使いください。
●商品及び付属する器具や部品の取り付けには、専門の工事が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。
●工事に不備があると、感電や水漏れなどの原因となる事があります。
●電気工事が必要な設備に関しては、お買い上げの販売店または専門業者にご相談下さい。アースを必要とする電気工事は
●必ずアース工事を行って下さい。誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電するおそれがあります。
●商品は家庭での使用を基準としたものです。業務用での使用はさけて下さい。

OriginalSystemBath
Odakyu Housing-AS Package

ミラブルプラスシャワーヘッド

忙しい毎日でも欠かせない女性にとっての美肌ケア。「ウルトラファイ
ンミストミラブルPlus」ならストレートとミストの２ウェイで全身美肌
へパーフェクトにアプローチできます。

バックマリオン開戸

シャワー温浴チェア

かんたん設置
お使いの水栓シャ
ワーに、簡単な部
品を接続するだけ
で使用できます。

安心・安全
座ったまま温まるので、
介護する方も無理な動
作がありません。浴槽
を跨ぐのが大変な方も、
座ったまま安全に入浴
していただけます。水
圧による、身体への負
担が少ない入浴法です。

しっかり温浴
座身体を包み込むようなノズル
配置と高さ調整機能で、しっか
り温まれます。
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AS Package

マローネウッド

ラインローズウッド

ブロッコベージュ

ブロッコブラック

トラバーチン

メタリアホワイト
/ホワイト

Wide

Easy

洗い場ひろびろだから出来る事

カビや汚れを防ぐ「ラクちんキレイ」

Safety 「安心」して、「安全」に入浴できる浴室

寒い冬場も浴室を温めて
おけます。高断熱床との
組み合わせで暖房効率は
さらにアップします。

パッキンレスで
お手入れが簡単
な折戸。

折戸乾式目地
天井目地

浴槽目地

床目地

壁目地

カビが生えにくい乾式
目地「ラクちんキレイ」
で浴室をいつも清潔に
保てます。

高断熱フロア

断熱材サンドイッチ構造で高
い断熱性を実現した「高断熱
フロア」。床下からの冷気を
シャットアウトします。

Color

業界最高水準の断熱性能
熱貫流率Ｕ値0.7ｗ/㎡Ｋ

標準仕様

ゆったり洗えて、ゆったり浸かれる
「Ｗタイプレイアウト」
ウェイビー浴槽・コーナーカウンター
により1坪サイズで業界最高水準の
洗い場広さを実現しました。

ゆったりと節水の両立「ウェイビー浴槽」
ゆったり浸かれるのに、以前よりも節水効果がある浴槽。

相反するニーズをカタチの力で解決しました。

シットレスト
浴槽への移乗がラクにできる
シットレストは、柔らかく冷
たさを感じにくい素材です。

LEDダウンライト
（温白色）

アクセントパネル

石目調

ソルティオニックス

カルドウッド

ビアンコウッド キュービーホワイト

キュービーアクア

キュービーベージュ

グロスホワイト

木目調 抽象柄

メタリア人大浴槽/カウンター･エプロン

天井

ホワイト

メタリアブラック
/ブラック

メタリアブラウン
/ブラウン

メタリアベージュ
/ホワイト

アクセントパネル

メタリア人大浴槽
アクリルコート層（撥水･撥油成分配合）は平滑
性が高く表面がなめらかな上に汚れを弾くため簡
単なこすり洗いで浴槽がきれいになります。

安全･安心な移乗入浴に

安心・安全に入浴を楽しみたい方におすすめです

特定
保守製品

高断熱浴槽

浴槽を断熱材で包みこん
でいる為、湯温が4時関経
過っても約2.5℃しか下が
らない浴槽構造。

換気乾燥暖房機（100V）
ランドリーパイプ1本付

タッチ水栓
ワンストップｅシャワー

断熱組蓋

ボタンを押すだけのカンタン操作。
表示が大きく押しやすいので、お
子様から高齢の方まで安心してお
使いいただけます。

くつろぎ感や自然な
光を感じさせてくれ
る温白色照明は、肌
の色や壁柄もより美
しく見える高原です。

Odakyu Housing-AS Package

安心手摺
浴室や浴槽への出入り
をサポートする手摺。

【標準搭載】
スライドバー（L1000×1）

浴室出入縦手摺（L800×1）
浴槽横手摺（L800×1）
浴槽横手摺（L400×1）

ヒートショック対策にも最適

アクセントパネル

メタリアピンク
/ホワイト

メタリアグラス
/ホワイト

メタリアオーシャン
ツートン
/ホワイト

メタリアオルジュ
ツートン
/ホワイト

メタリアブラウン
ツートン
/ブラウン

メタリアブラック
ツートン

／ブラック

［オプション］メタリア人大ツートン浴槽/カウンター･エプロン

メタリアベージュ高断熱フロア

サンドホワイト サンドベージュ サンドグレー

壁柄全周同色コーディネイトは
オプション対応です。

シットレスト

アイボリー

光沢

マット

光沢

光沢

光沢

光沢

光沢

光沢

光沢

ミハスホワイト

マット

マット

マット

光沢
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