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ミラー

引手

カウンター

株式会社ミヤマ産業 様 2022年度標準仕様 C3270457
No 9803Z-2203-1236Fエリシオ

ドレッサー

台輪

ダークブラウン

ホワイト

アルミレール引手

シルバー

GSシリーズ

シルバー

ブラック

２段スライドタイプ 扉（引出し付）タイプ

ヘルスメーター収納
体重計をサッとしまえます。

□ あり □ なし

FSL140KTTK
シングルレバー式シャワー水栓

クロムメッキ

ハイバックカウンター ポリエステル系人造大理石

ホワイト

ポップアップつまみ色：シルバー

排水口 排水栓

3面鏡
ミラー裏にたっぷり収納スペースを確保したベーシックな３面鏡。

ミラー裏はたっぷり収納

くもり止めコーティング：なし
コンセント：内部1口・外部2口

キャビネット

W900mm×D600mm×H800mm

お選びいただけます

カラーシミュレーションで
コーディネートを
チェック！

WEB

扉カラー オレフィンシート

扉カラー DAPコート

扉カラー 高圧メラミン化粧板

MOP1201M MOP1204M MOP1205M

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E TS-3166E

ホワイト ブルー ピンク イエロー プラム オレンジ

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM JCU10238C TJK10236C

JK-800C

TJK10239C TJK10240C

ANU10001CM ANY2597CM LNU2664CM ANU2665CM

AYU2666CM AU-2598CM NYU2682CM NYU363CM NYU1942CM

JCU536C TYU10273C TYU10274C TYU2250C TJK10006C TJK2680C TYU2686C TJK10051C

TNX10199C TNU10200C TNU10201C JNX10191C JCU533C

●鏡面単色 ●マット抽象

●鏡面木目

●マット木目



2022年度版

ぐんと節約できるおトクな「超節水」

エ コ

清掃性

標準機器

計算条件／家族4人（男性2人、女性2人）大1回/日・人、小3回/
日・人〈省エネ・防犯住宅アプローチブックより〉水道料金：
265円（税込）/㎥〈（一社）日本バルブ工業会より〉
※数値は床排水仕様のものです。壁排水仕様は使用水量 が異な

ります。
※浴槽容量：240L/杯で計算。
※水道料金は消費税8％時の料金となります。

従来の便器よりも洗浄水の使用量をぐん

と減らせる、ランニングコストとエコを

考えた設計です。1年の水道料金も最大で

約13,600円を節約できます。

フロントスリム

つまんで汚れをサッとふき取れる

大胆な薄型形状。

邪魔なフチがない形状でお掃除

ラクラク。

全周フチなし

「洗う」と「流す」のダブル水

流で便器ボウル内部を清潔に。

スクリュー洗浄

■小物

ワンタッチ式紙巻器
ワンタッチカミマキキT BW1

F Tシリーズ
トイレ 株式会社ミヤマ産業 様 2022年度標準仕様 【1F、2F】

FTシリーズ

お手入れカンタン、機能充実モデル。

■カラーバリエーション

温水洗浄便座タイプ 陶器製タンク

■リモコン形状

BW1：ホワイト BN8：アイボリー

壁排水芯高さ
（左右抜き）155mm、
（後抜き）120～148mm

※オート脱臭なしタイプはホワイトのみ対応します。

C3270457
No 9803Z-2203-1238F

タオルリング
TS-TH610-891-U



※ＣＧ画像によるイメージです。

間口 900mm　VJHT-905SY/MVJ1-903TXSU

キレイアップ水栓

３面鏡トレイ

キレイアップカウンター キレイアップ水栓

新てまなし排水口

■ 扉カラー（ハイグレード）

■ カウンターカラー ■ 取っ手タイプ

■ ３面鏡トレイアレンジ■ エコハンドル

取っ手レス仕様

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

HD2
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

HP2
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

■ スタンダードＬＥＤ ■ 化粧台本体 ■ 低ホルムアルデヒド最高等級

ホースを引き出して、ボウル手

前に水を流すこともできます。

上から水が出るキレイアップ水栓は、

水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

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。

レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

従来品

お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を出す省エネ設計。

混合

湯

水カチッ

湯

混合

水

下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が

定めたホルムアルデヒド放散速度

に関する基準の最高等級区分を

満たす商品です。

引出タイプ

VJHT-905SY

■ ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED)

MVJ1-903TXSU

※上の写真は、間口900、1,000、1,200㎜の場合の中央鏡部分になります。
※上の写真はスリムLEDの場合です。スタンダードLED照明の場合はコンセント
  の位置が異なります。

入れるものの高さに合

わせて、５ｃｍ刻みで

高さを自由にアレンジ

できます。

トレイは着脱容易で

水洗いもカンタン。

背の低いものの場合

トレイ
３段

５㎝

アレンジ
例１

トレイ
２段

背の高いものの場合

ドライヤーも

すっぽり収納

アレンジ
例２

長寿命・省電力のスタンダードＬＥＤ。

従来の蛍光灯と比べて約５９％の省

エネです。

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になった

キレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った

水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は１６Ｌの大容量です。

バックガードまでの一体

成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きス

ペースとして使えます。

奥行５００㎜とコンパクト

なので動作スペースが広

がります。※間口によりスペースが変わります。

※写真はイメージです。

５００㎜
ゴミをキャッチ

通水部

ななめ形状

ヘアキャッチャー

金属フランジがなく、なめらかな

形状で、しかも排水口の奥の突起

がなくてお掃除簡単です。

一般的な排水口 新てまなし排水口

金属フランジ

排水栓を上下
させるための
突起

フランジ

ヘア
キャッチャー

ヘア
キャッチャー

突起なし

※画像はイメージです。

取り出したいものが簡単に見つけられる

引出収納がついたキャビネットです。

MV
DRESSER  MV  ＜ＭＶ洗面＞( 株 ) ミヤマ産業 標準仕様

PRPSC0-220328-001e



※ＣＧ画像によるイメージです。

キレイ機能 しっかりエコ

■ 機能一覧

■ カラーバリエーション

■ 女性専用『レディスノズル』

スタンダードシリーズ タオルリング

■■■　 キレイ機能　 ■■■

抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠 )

■■■　 エコ機能　 ■■■
超節水 ECO5（大 5L、小 3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電 (8h)

電源スイッチ

■■■　 洗浄機能　 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■　 快適機能　 ■■■

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオート OFF

着座センサー

リモコン

点字対応

BW1

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8

ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8

ﾋﾟﾝｸ

BB7

ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ
壁リモコン

ワンタッチ式紙巻器

CF-AA22H KF-91

■ ノズル先端着脱 ■ スッキリノズルシャッター

■ コンパクトなフォルム ■ 紙巻器

■ キレイ便座

■ 手洗しやすいフォルム ■ タオルリング

ＢＡ１グレード　BC-BA20S/DT-BA281

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみま

で回り、少ない水でもしっかり汚れ

を洗い流します。

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひ

と拭き、お掃除ラクラクです。

フチレス形状

ハイパーキラミック

上釉

下釉

素地質

しっかり汚れを洗い流した上

で、銀イオンのパワーで、黒

ズミの原因となる細菌の繁殖

をしっかり抑制。汚れや水ア

カ、においを低減します。

抗菌仕様

高硬度のジルコンを釉薬

の表面まで含んでいるので

、キズがつきにくく、陶器の

美しさを長く保てます。

キズ汚れに強い

表面にキズがつきにくく、ＩＳＯに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで

細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

ジルコン

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。

便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

水になじみやすい親水性

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用し

ています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに

従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ 約６９％

大８Ｌ便器と比べ 約４９％ 節水できます。

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、

３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ１杯を１８０Ｌで計算

コンパクト設計の奥行760mm

なので、空間をより広々でき、

ゆとりを生み出します。

手の洗いやすさを考えた、広

くて深い手洗鉢です。

汚れが入りやすい便座のつぎ目

がありません。さらに便座裏は

防汚素材で、汚れてもサッとひ

と拭き、お掃除ラクラク。

使わないときはノズルを収納。

男子小用時などの汚れを防ぎ

ます。シャッターは着脱可能な

ので、お手入れも簡単です。

LIXILはノズルが２本。おしり

洗浄用ノズルとは別に、女性

にやさしいビデ洗浄用ノズル

を搭載しました。

おしりノズル

レディスノズル

ノズルの先端を取り外して

カンタン交換可能です。
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO 抗菌準拠 )

■ リモコンデザイン

パワーストリーム洗浄

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

PRPSC0-210315-060g

Toilet  ベーシアシャワートイレ（フチレス）  ＜ベーシア＞( 株 ) ミヤマ産業 標準仕様


