
長尾元町３丁目

リラックスアイテム 自分好みのバスタイムを演出

うるおい浴＋（プラス） お肌しっとりのマイクロバブルとパルス噴流のジェットバス。楽しみ方２通り。

■お肌しっとりのマイクロバブル

■気分すっきりのジェットバス

■保温長持ち効果 ■お肌しっとり効果

マイクロバブル

スイッチを入れると、ノズルからミクロの泡が噴出。
お肌しっとりのモイスチャー効果とからだのポカポカ感が長続き、
のんびりとバスタイムが楽しめます。

■肌の汚れが落ちやすい

マイクロバブルには、汚れを落としてくれる効果が期待できます。

ジェットバス

測定条件：室温25℃　湯音40℃　10分間入浴後測定 測定条件：室温25℃　湯音40℃　10分間入浴後測定

スイッチひとつでジェットバスに。

断続的に押すような２穴のパルス噴流により、カラダも気分もリフレッシュ。

＊スイッチはバスタブについています。

スイッチで切替え

マイクロバブル

＋

ジェットバス
１台２役

■肌の汚れが落ちやすい



16インチ　地上デジタル浴室テレビ

WMA-160-F(B)
WMA-160-F(W)

リモコン付属

リモコンホルダーも
付属しています。

浴室に合わせて選べます。

※画面はハメコミ合成です。

※画面はハメコミ合成です。

ピアノブラック
パールホワイト

■タッチキー採用による前面フラット仕上げ

■フルハイビジョンパネル採用

■広視野角

前面をフラットパネルで仕上げて、本体のお手入れしやすくしました。

高精細フルハイビジョン対応の 15.6V 型液晶パネルを採用
地デジ本来の高精細な画像をお楽しみいただけます。

上下左右：各 80 度の広視野角なので、浴槽はもちろん、
洗い場からもご覧いただけます。

IPX6級

防水仕様（IPX６級 耐水相当）
いかなる方向からの水の直接噴流を受けても
内部に水が入らずバスルームでも安心して
ご使用いただけます。

防水構造

カラ―バリエーション

B-CAS カード用スロットを本体に内蔵して
いるので、別途カードスロットを取りつける
必要はありません。地上デジタルチューナーも
内蔵しているのでチューナーボックスを別途
設置する必要もありません。

B-CAS/チューナー内蔵

見やすい画面の
薄型タイプ

ＬＥＤバックライト使用の
省エネ設計

ユニットバスなら後付けも可能
※一部設置できない場合もございます。

WMA-160-F(B)

WMA-160-F(W)



長尾元町３丁目

リラックスアイテム 自分好みのバスタイムを演出

ドライ&ミストⅡ ミスト浴もパワフル暖房もおまかせ,便利な感想機能付。（ガス・石油給湯暖房機器使用）

自分好みのバスタイムを演出

■肌になじみやすい、まるで霧のようなミスト
ミスト
サウナ

暖房
衣類
乾燥

●肌や髪にやさしく、息苦しさもありません。

●発汗効果は通常入浴の約1.5倍。
汚れや老廃物を洗い流します。

●通常入浴よりも湯冷めしにくく、
ポカポカ感も長続き。肌の保水量もアップ。

毛穴や汗腺のなかにも入りやすいうるおいミスト

毛穴毛穴 汗腺 汗腺

■ミストは身体の末端まであたたまります。

浴槽入浴 ミスト

■測定条件

浴槽入浴：
湯温39.5℃
入浴時間10分間
ミスト：
室温39.7℃
（運転開始30分後の状態）
入浴時間10分間
ミスト運転設定目盛「4」

トクラス株式会社
技術開発センター調べ

●入浴後20分経過時の皮膚表面温度

お肌の汗腺は直径30～80ミクロン

＊1ミクロンは1/1000ミリです。

■汗をかいてすっきり ■手足の先までぽかぽか ■お肌しっとり ■蒸留水だから清潔
霧のようなミストが全身を包み
込んでやさしく発汗。汚れや
不純物を洗い流します。

体への負担が少ない低温で
体の芯から温めるので、入浴後
も暖かさが持続します。

微細な粒子が肌や髪になじみ
やすく、通常入浴よりも肌の
水分量がアップします。

水道水を温めて気化させ、
不純物の少ないピュアな
ミストに仕上げています。

通常入浴に比べ
保湿効果は4.5倍

■効率の良い下吹き出しの急速暖房 ■雨の日や夜間でも洗濯物を乾かせます

●浴室を足元から温め、冬の一番風呂の寒さも解消。

●高い暖房能力でスピーディーに温めます。

●リモコンを押すだけのカンタン操作。

浴室全体をスピーディーに温めます。 恩風による乾燥機能で、バスルームで洗濯物を
干すことができます。
下吹き出しの温風のため、洗濯物は自然でソフトに
仕上がります。
また、浴室全体の乾燥にも使え、カビの発生を抑えます。

（ランドリーパイプ2本付き）



長尾元町３丁目

浴室音響システム バスルームで気軽にいい音楽が楽しめる、サウンドシャワー

サウンドシャワー

■お手持ちの音源機器をつなぐだけ。

音源機器は、お手持ちのCDプレーヤーや携帯オーディオなどほとんどの機器が接続可能。
音量、低音調整などがリモコンでお風呂の中から簡単操作。

■浴室空間に適したスピーカー。

「Wバスレフ方式」を採用。メインスピーカーの振動がバッシブラジエターを動かし共鳴室へ伝達され、
ダクトを通って前面へ出ることで、小さなスピーカーでも質の良い低音が発生する仕組みです。



長尾元町３丁目

お手入れ簡単 まるごと「うつくし仕様」、お掃除ラクなバスルーム

うつくしフロア 汚れが取れやすく、いつもキレイ

■汚れを落としやすい、特殊な表面加工。

皮脂などの油分をはじく撥油成分を配合
した特殊な表面加工を施しています。
汚れがすぐ広がらず、付着しいにくいの
で、簡単に洗い流すことができます。

■水はけがよく、カビの発生を抑制。
フロアの溝に水を引き込み、速やかに排水口へ誘導するフロアパターン。
水たまりができにくいので乾きやすく、水滴による汚れやカビの発生を防
ぎます。溝も広めでお手入れ簡単です。

カミトリ名人+（プラス） 面倒な排水口のお手入れも簡単

■シャワーの水で、髪の毛をくるくるとまとめる。
シャワーを使った時の水流を
利用して、フロアの髪の毛や
ゴミを中央に小さくまとめます。
捨てる時はそのまま手に触れる
ことなくゴミ箱へ。

■排水口のヌメリを抑える抗菌効果プラス。

抗菌メッキのアタッチメントが排水口内部の水の中で抗菌イオンを発生し、
ヌメリや臭いの原因となる菌の発生を抑制します。面倒な排水口のお手入れ
の回数を減らします。

うつくしドア 面倒だったドアのお掃除の問題をスッキリ解決

■換気は上部で行います。

■汚れがたまりにくく、見た目もすっきり。

換気扇が回ると、浴室の気圧が
下がり、フラップが開いて吸気
します。

汚れやすくお掃除が面倒だった換気口をドアの上部へ。
汚れがたまりやすいガラリや、カビの発生しやすいゴム
パッキンがないシンプルな形状なので、サッとひと拭き
するだけで汚れを簡単に落とすことができます。

スミらく仕上げ すみずみまでお手入れしやすく、汚れがたまりにくい。

汚れやすいフロアと壁の間の接合
部分を50ｍｍ高い位置にしている
のでお手入れが簡単。

■すみずみまでお手入れ簡単。

■バスタブと壁の継ぎ目も汚れにくい。

バスタブと壁が接する部分を一段
高くし、目地に湯アカがつきにく
くしています。しかも風呂フタが
壁にあたりにくい形状です。

■お手入れしやすいデザイン。

うつくしフロア



長尾元町３丁目

保温とエコ お湯もバスルームも、あたたかさ長持ち、節水・節電で環境にも家計にもやさしい

保温・断熱アイテム 節水・節電アイテム



長尾元町３丁目

エルゴデザイン 家族みんなにやさしいエルゴデザイン

■バスタブも洗い場も、ゆったり使えるバスルーム

ゆるやかな曲線と、一体感のあるデザインが生み出すリラクゼーション。
人間工学に基づいた「エルゴデザイン」により、バスタブも洗い場も広々ゆったり。
使いやすさはもちろん、安らぎに包まれるような感覚も実現したバスルームです。

■多彩な入浴スタイル

マルチステップを利用したお子様とのコミニュケーション浴のほか、半身浴や、
足を伸ばして全身浴など、多彩な入浴スタイルが楽しめます。

脚を伸ばしての全身浴 足止めになる安心感 体にやさしい半身浴

うつくし浴槽 キレイが続く人造大理石バスタブ

■なめらかな肌触り。

特殊な配合と独自の成形技術により、FRP素材のバスタブと
比べて表面がなめらかで艶があります。肌触りのよさが特長
の人造大理石)バスタブです。

■耐久性に優れ、美しさ長続き。

長時間使用しても熱水による劣化が少なく強いバスタブです。
表面のなめらかさと美しさを保つので、長年経っても
心地よい入浴が楽しめます。

■汚れにくく、お手入れ簡単。
汚れがつきにくく落としやすいのでお掃除もラクラク。
日常のお手入れは軽くサッと拭くだけでキレイが
長続きします。

実際の成分に基づき人工的に作った水あか汚れを、500ｇ重
の力で軽くこすった後の状態を比較。
（水あかは識別しやすいよう着色しています。）

水あか除去比較性能の比較



御見積 N0

＜ご注意＞　写真は全てイメージであり実際の仕様と異なります。また主要部材のみの掲載につき、詳細は御見積明細書にてご確認下さい。

スミらく仕上げ

カミトリ名人＋ﾌﾟﾗｽ

シャワーを使った時の水流で、フロアのゴミを渦巻きのように
中央に集めます。集まったゴミはそのままトントンとごみ箱へ。
しかもアタッチメントはぬめりや臭い防ぐ抗菌効果を
＋プラスしています。

サウンドシャワー

大好きなメロディーが、リズムが、
サラウンド機能を搭載したスピーカーから
ふり注ぎ、心まで元気にしてくれます。
音量、低音の調節などの操作がお風呂の中で
できるリモコン採用で便利です。

セッティングは簡単。
お手持ちの音源を
つなぐだけ。

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。

♪

♪ ♪

♪

安心の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
保温性に貢献し、
また安心の防水性能も
高い評価です。

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。

うつくしフロア

表面に、皮脂などの油分をはじく
撥油成分が含まれた特殊加工を
施しています。
だからお手入れ簡単。　
しかも、水切れの良いパターン柄で
早く乾かすことができます。

お客様の
“まいにち”
と暮らす

♪

サイズ

Ｃ

エルゴデザインバスタブ

多彩な入浴が楽しめる
多目的ステップつき

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。

エプロン フロア

ドア種類

うつくしドア　折戸
　ホワイト

天井

断熱ステップ天井(分割型)

換気扇

天井付け換気扇

ミラー

ロングミラー(27x95)

洗い場側水栓

一般水栓
 (TOTO製)

シャワー

エアインシャワー(TOTO製)

スライドバー

メタルタイプ(握りバー兼用)

収納棚

クリアタイプ

風呂フタ

断熱合わせフタ

サウナ

ドライ＆ミストⅡ(暖房・乾燥・サウナ)
ミストⅡに乾燥機能をプラス。
浴室で洗濯物を乾かせます。

□オフホワイト

□シックグレー

□オフホワイト

□シックグレー

バスタブ色壁色

周辺パネル

正面パネル

□ストーンベージュ □ストーングレー □ホライゾンブラック □ホライゾンブラウン

□オリーブホワイト □オリーブブラウン □グラスタイル

□ピュアホワイト

□サークルレッド □アートブラック

スタークグラニット
ポップアップ排水栓　ハンドグリップなし

□マカロンホワイト □マカロンベージュ

□マカロンピンク □マカロングリ－ン

長尾元町３丁目

ＦＲＰに比べて表面が
なめらかで肌ざわりが
よく、汚れがつきにくい
新素材。耐久性に優れ
た、いつまでも美しい
人造大理石浴槽です。

リラクゼーション&安心 お手入れカンタン 

タオル掛け

樹脂ブラケットタイプ

照明

サークル型１灯(LED)

マッサージ

うるおい浴＋(ﾌﾟﾗｽ)
お肌しっとりマイクロバブルと

握りバー

樹脂タイプ
*本数は明細書をご確認下さい。

JSG6690B1

保温仕様

断熱天井/保温浴槽/断熱合わせフタ
断熱フロア

□スパークルホワイト
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