
イズミハウジング（株）様 Ｌ仕様 ∥ 「リラクシア シリーズ」 システムバスルーム ∥1616タイプ (2017/5/25 作成)

■カラーバリエーション ■標準装備

■ Feature of Takara

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

■ ユニバーサルデザイン

■ワンプッシュ排水栓■非常脱着構造扉

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
カビが生えない
パッキンレスタイプ

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

16mm

24mm

16mm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

保温材

ガラス質

ホーロー用鋼板

ガラス質（浴室側）

■フラット天井（照明） ■水栓 （浴槽用水栓なし）
■ドア

・折戸：ホワイト

■備品

・ハンドバー I型 400

シルバー

・タオル掛け （ホワイト）

■ハンドバー

ﾌﾗｯﾄ天井 ﾒﾀﾙﾎｰｽ

ﾒﾀﾙｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ

ｼｬﾜｰﾌｯｸ

ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ

乾燥機能

標準装備
コントローラ
（常時換気対応）
ランドリーパイプ1本

■浴室換気乾燥機 電気式100V仕様

暖房機能 換気機能

快適！3つの機能

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♪

◎使い勝手に合わせて模様替え

小物フック

■バリアフリー

◎入浴の安全性と安心感は標準です

■排水口

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。

髪の毛などが中央に集まり，
簡単に捨てられるお手入れ
簡単仕様です。

■お手入れ簡単排水口

・風呂フタ
組み合わせ式風呂フタ+風呂フタフック

◎お手入れ簡単で清潔です

浴槽裏・壁面・天井にたっぷりの保温材を標準装備！

温まりやすく冷めにくいので、冬の入浴も快適です。

スクエア浴槽 のんびり半身浴槽

■3タイプの浴槽形状
ラウンド浴槽

ﾏﾙﾁｽﾃｯﾌﾟを多彩に使って

様々な入浴ｽﾀｲﾙを楽しめます。

広々とした浴槽に肩まで

つかってゆっくりﾘﾗｯｸｽ。

ゆるやかなｶｰﾌﾞが体にﾌｨｯﾄ。

見た目にも優しい印象の浴槽です。

■浴槽（FRP）

ベージュ グリーン ピンク ホワイト

■床（溝の幅が広いFRPフロア）

白銀比の長短スクエアで構成された
モダンなFRPフロア。幅広の1.5㎜の溝で
スポンジでもお手入れできる清掃性に
優れたタイプです。 ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ

2色から選択 ■ワイドカウンター or スリムカウンター

スマートLED
照明 1灯 カウンターカラー

○ホワイト ○チャコールグレー ○ベージュ

■ロングミラー

Takara Standard
System Bathroom

■壁 （高品位ホーロー ）＊ｱｸｾﾝﾄｶﾗｰですとｶｳﾝﾀｰ面に柄が入ります。他3面はﾎﾜｲﾄ色です＊

ﾍﾞｰｼﾞｭ
ﾎﾞｰﾀﾞｰ

ﾎﾜｲﾄ

ﾛｯｼｭ
ｸﾞﾘｰﾝ

ﾛｯｼｭ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾛｯｼｭ
ﾋﾟﾝｸ

ﾀﾞｰｸ
ﾌﾞﾗｳﾝ

ﾌﾟﾗﾁ
ﾅﾘｰﾌ

ﾓｻﾞｲｸ
ﾛｰｽﾞ

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
ｽﾄﾗｲﾌﾟ

ｳｯﾄﾞ
ﾌﾞﾗｳﾝ

ｳｯﾄﾞ
ﾎﾜｲ
ﾄ

ｳｯﾄﾞ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾌﾞﾘｯｸ
ﾀﾞｰｸ

ｳｫﾙﾅｯﾄ
ﾐﾃﾞｨｱﾑ

ｳｫﾙﾅｯﾄ
ﾌﾞﾗｯｸ

ﾌﾞﾘｯｸ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾌﾞﾘｯｸ
ｸﾞﾚｰ

ｳｫﾙﾅｯﾄ
ｸﾞﾚｰｼﾞｭ

ﾏｰﾌﾞﾙ
ﾎﾜｲﾄ

ｼﾞｵﾒﾄﾘ
ﾌﾞﾗｯｸ

石目ﾍﾞｰｼﾞｭ

ｸﾞﾘｰﾝ
ﾓｻﾞｲｸ

注）ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰｽﾄﾗｲﾌﾟとｸﾞﾘｰﾝﾓｻﾞｲｸは洗い場側のみと
なります。ﾓｻﾞｲｸﾛｰｽﾞは浴槽側のみカラーが入る仕様となります

ｳｫﾙﾅｯﾄ
ﾎﾜｲﾄ

ﾍﾞｰｼﾞｭ
ｳｪｰﾌﾞ

ﾊﾟｰﾙ
ﾌﾞﾗｯｸ

ﾊﾟｰﾙ
ﾌﾞﾗｳﾝ

ﾊﾟｰﾙ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾊﾟｰﾙ
ﾎﾜｲﾄ

ホワイト チャコールグレーベージュ

■収納棚



■ベースキャビネット 足元スライドタイプ

イズミハウジング（株）様 Ｌ仕様 ∥システムキッチン ｵﾌｪﾘｱ ∥ I型 2550 2017/5/24作成

■高品位ホーローキッチンパネル 汚れに強く美しさ長持ち

ここがPOINT♪

◎変色や色あせの心配無用です

今までのタイルの壁は、
汚れが目地に染み込んだり、
タイルの割れに悩まされました。

ホ－ロ－キッチンパネルなら、
目地はほとんどありません。
しかも表面は ｢高品位ホ－ロ－｣
汚れが表面に染み込まず、
割れる事もありません。
ガラスのお手入れと同様です

◎お掃除ラクラク艶やかさ保持

ここがPOINT♪

◎使い勝手に合わせて模様替え
ここがPOINT♪

油汚れもカンタン

■ワークトップ(人造大理石)

■ Feature of Takara

■標準装備

77cm
49cm

■Ｚシンク 業界トップレベルの静かさです。

・シンクの細部にまで工夫を施しました。

浅型のカゴは、ゴミがたまる前に
サッと捨てられるからお手入れカンタン。
排水プレ－トも洗い物をのせた時の
安定感を考えたデザインです。

■カラーバリエーション

■引手形状

ﾚｰﾙ引手

ベースが金属だから｢マグネット｣が使えます。
『ここにあれがあると便利！』
『やっぱりこっちのほうが良かった。。。』
そんな時、
壁面の便利な位置に自由自在。

■マグネットが使えます

ただの壁ではもったいな
い！

■浄水ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓■IHﾋｰﾀｰ

ロッシュホワイトロッシュベージュ ライトベージュ マイルドホワイト

■レンジフード
高品位ホ－ロ－を採用しているので、
油汚れもカンタンに拭き取れます。

油汚れをしっかりキャッチ。
汚れを取りやすい加工なのでサッと洗えます。

・お手入れカンタン

・取り外しもカンタン

・グリスフィルター

・サッと洗えます

すきま風現象を利用した
整流板の効果により、
吸引力がさらにアップ。

・ホーロー整流板

VUA-901DＴ(V)

ナチュラルホワイト

浄水器内蔵ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓
ﾀｶｷﾞ : JA306MＴ

業界で初！浄水でシャワーへの切替が
できるので、お料理にも最適です。
毎分4リットルのたっぷり浄水（他社浄
水器の約2倍の水量）
殺菌セラミック（特許）で、浄水器内部で
の雑菌繁殖を抑えます。
節湯Bﾀｲﾌﾟ (従来比34%節水仕様)

シャインベージュ シャインホワイト シャイングレー

写真はイメージですので仕様とは一部異なります

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾜｲﾄ

■台輪カラー

テーパー形状

シリコン層なし

従来はお手入れの大変だった、天板とシンクの

すきまのシリコンを特殊成型により除去。

シリコンの劣化やお手入れのわずらわしさを解消しま
した。

ＱＴＵ７８３０Ｃ
Ｍ

各引出はベアリングの作用により無造作に閉めても、引き出しに
かかる力を自動調節して静かに閉まるので中の収納物も安心です。
また ､はね返り防止機能よって不用意に開くのを防ぎます。
フルエクステンション仕様なので最後まで引き出せ、奥のモノも
取り出しやすい。

●フルエクステンションソフトクローズ

■巾木収納付
オールスライドキャビネット

巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。
缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。
また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、小物類を整理できる
3段スライドキャビネットと合わせて大容量の収納スペースを確保して
います。

●フルエクステンションソフトクローズレール

■食器洗い乾燥機 シンク横N設置

高効率のDCﾌﾞﾗｼ

ﾚｽﾓｰﾀｰ採用で、

ﾓｰﾀｰ用冷却ﾌｧﾝ音がなくなり、

ぐっと静かになりました。

静かさはなんと、

図書館（37dB）以下！

三菱 EW-45R2S
4～5人用 食器40点

ＮＹＵ１９３２ＣＭTYU２６０３C ＡＮＵ10001ＣＭTJK２２５４CＡＮＵ２５８０ＣＭＡＮＵ２５９６ＣＭ ＡＮＵ２５９７ＣＭ ＡＮＵ-２６６５ＣＭＬＮＵ２６６４ＣＭ ＫＵ-６５２２ＣＭＫＵ-６０００ＣＭＡＵ-２５９８ＣＭＡＹＵ２６６６ＣＭＮＹＵ２６７９ＣＭＮＹＵ２６８２ＣＭ

ＭＯＰ１２０５ＭＭＯＰ１２０４Ｍ オレンジブルー ピンクホワイト イエロー プラムオリーブグリー
ン

ＴＳ-３０８７Ｅ ＴＳ-３０３４Ｅ ＴＳ-３０９１Ｅ ＴＳ-３０９４Ｅ ＭＯＰ１２０１Ｍ ＭＯＰ１２０３Ｍ

ＡＮＵ２７６７ＣＭ ＴＹＵ２６８６Ｃ ＴＹＵ４６９Ｃ ＡＮＵ２６８０ＣＭＴＪＫ２６８０ＣＴＹＵ２２５０
Ｃ

ＴＹＵ１０００３ＣＴＪＫ10006Ｃ ＴＹＵ２２５２
Ｃ

ＴＹＵ２２６１Ｃ ＴＪＫ２２５５Ｃ ＫＵ-６６１４ＣＭ ＱＮＵ６０００ＣＭＡＮＵ２７４ＣＭ

■ 扉 ｶ ﾗ ｰ 　 　 （ 全 4 5 色 よ り お 選 び い た だ け ま す 。 ）

GS引手ブラック

■ホーローキッチンパネルＨタイプ

日立：HT-K6ST
ﾌﾙ上面ﾜﾝﾀｯﾁ火加減操作 左右 3.0kW

ｸﾞﾘﾙ ｼﾙﾊﾞｰﾌｪｲｽ

光＆4温度ｾﾝｻｰ

（鍋を振っても適温ｷｰﾌﾟ）

煮込みﾒﾆｭｰ新搭載

水無しグリル

付属鍋なし

下ﾋｰﾀｰが受け皿下にくる為
グリル庫内下部の清掃性向上



１０５ｃｍタイプ

■樹脂ﾎﾞｯｸｽ３面鏡（蛍光灯タイプ）

１２０ｃｍタイプ
イメージ

ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙはｵﾌﾟｼｮﾝとなります。

Bowl 

Mirror

Tap

イズミハウジング（株）様 Ｌ仕様 木製洗面化粧台 ｴﾘｼｵ W900 2017/5/24作成

ｸﾘｽﾀﾙﾎﾜｲﾄ ﾌｧｲﾝﾎﾜｲﾄ ﾌｧｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

■シングルレバー式シャワー水栓(クロムメッキタイプ)
ＫＭ５２７１ＥＴＴＣ(エコタイプ)

■カラーバリエーション

ホーロー底板

こぼれた洗剤もサッと拭くだけ。

湿気も染み込まないので腐食にも

強く、長く使えます。

ミラー裏にはたっぷりの収納スペース

■ 扉 ｶﾗ ｰ 　 　 （全 45色 よ り お 選 び い た だ け ま す 。 ）

ＮＹＵ１９３２ＣＭTYU２６０３C ＡＮＵ10001ＣＭTJK２２５４CＡＮＵ２５８０ＣＭＡＮＵ２５９６ＣＭ ＡＮＵ２５９７ＣＭ ＡＮＵ-２６６５ＣＭＬＮＵ２６６４ＣＭ ＫＵ-６５２２ＣＭＫＵ-６０００ＣＭＡＵ-２５９８ＣＭＡＹＵ２６６６ＣＭＮＹＵ２６７９ＣＭＮＹＵ２６８２ＣＭ

ＭＯＰ１２０５ＭＭＯＰ１２０４Ｍ オレンジブルー ピンクホワイト イエロー プラムオリーブグリーＴＳ-３０８７Ｅ ＴＳ-３０３４Ｅ ＴＳ-３０９１Ｅ ＴＳ-３０９４Ｅ ＭＯＰ１２０１Ｍ ＭＯＰ１２０３Ｍ

ＡＮＵ２７６７ＣＭ ＴＹＵ２６８６Ｃ ＴＹＵ４６９Ｃ ＡＮＵ２６８０ＣＭＴＪＫ２６８０ＣＴＹＵ２２５０
Ｃ

ＴＹＵ１０００３ＣＴＪＫ10006Ｃ ＴＹＵ２２５２
Ｃ

ＴＹＵ２２６１Ｃ ＴＪＫ２２５５Ｃ ＫＵ-６６１４ＣＭ ＱＮＵ６０００ＣＭＱＴＵ７８３０Ｃ
Ｍ

ＡＮＵ２７４ＣＭ

■引手形状

ﾚｰﾙ引手 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾎﾜｲﾄ

■台輪カラー

GS引手ブラック

■アクリル人造大理石フラットカウンター

画像はイメージです。

■扉タイプ
背の高い物ものや横幅があろものも
収納できて便利な開き扉です。

①表⾯がなめらかなので肌触りが良く、
汚れも落としやすい。

②⽇焼けに強く、⻑く使ってもほとんど
変色しません。

③アクリル人大の一層構造で9㎜と分厚く、
耐久性が高い。

④表⾯が傷に強く(9H)、キレイが⻑く続く

■アクリル人造大理石の特徴


