展示スペース現物確認対象商品
代表品番
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概要

代表品番

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】
サイズ：W380×D165×H380

認定情報：JWWA認証品 メーカー：GROHE
仕様：引棒なし、一般地仕様

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

【陶器製ベッセル・ハンギングタイプ洗面器】

サイズ：W580×D480×H235

認定情報：JWWA認証品 メーカー：GROHE

仕様：水栓引棒なし

仕様：引棒なし、一般地仕様

【陶器製ベッセル・オーバータイプ洗面器】

【陶器製ベッセル・ハンギングタイプ洗面器】

サイズ：W400×H135

オーバーフロー：無

仕様：貫入白釉

仕様：水栓引棒なし

【陶器製ベッセル・オーバータイプ洗面器】

【陶器製ベッセル・ハンギングタイプ洗面器】

仕様：壁出水栓
※左記本体以外に付属品(B022×1)が必要となります。
【洗面用混合水栓 シングルレバー】
品番：0020030049
B027

吐水穴径：φ35(+2、-1） 吐水仕様：泡沫吐水
認定情報：JWWA認証品 メーカー：GROHE

仕様：結晶黒釉

仕様：水栓引棒なし

仕様：引棒なし

【人工大理石製ハンギングタイプ洗面器】

サイズ：W350×H130

サイズ：W350×H130

サイズ：W240×H96

オーバーフロー：有

品番：0020030060
B034

仕様：引棒なし

【人工大理石製ベッセルタイプ洗面器】

【洗面用単水栓】

品番：0010070002
A038

サイズ：W390×H145
オーバーフロー：無

品番：0020030061
B035

仕様：引棒なし

※左記本体以外に付属品(H037×1)が必要となります。
【人工大理石製ハンギングタイプ洗面器】

【洗面用混合水栓 シングルレバー】

品番：0010070003
サイズ：W600×D400×H140
オーバーフロー：有

品番：0020030067
B036

仕様：引棒なし

※左記本体以外に付属品(H037×1)が必要となります。
【人工大理石製ハンギングタイプ洗面器】

【洗面用混合水栓 シングルレバー】

品番：0010070004
A040

オーバーフロー：無

サイズ：W600×D450×H100
オーバーフロー：無

品番：0020030068
B037

仕様：引棒なし

※左記本体以外に付属品(H037×1)が必要となります。

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

【人工大理石製ベッセル・ハンギングタイプ洗面器】

品番：0010020022

【洗面用混合水栓 シングルレバー】

品番：0010070005
A041

サイズ：W600×D400×H100

吐水穴径：φ35(+2、-1） 吐水仕様：泡沫吐水
認定情報：JWWA認証品 メーカー：GROHE

仕様：水栓引棒なし

仕様：貫入白釉

吐水穴径：φ35(+2、-1） 吐水仕様：泡沫吐水
認定情報： メーカー：GROHE

仕様：水栓引棒なし

品番：0010020008

吐水穴径：φ33(+2、-11) 吐水仕様：泡沫吐水
認定情報：JWWA認証品 メーカー：GROHE

仕様：水栓取付面なし

A039

吐水穴径：φ33(+2、-11) 吐水仕様：泡沫吐水
認定情報：JWWA認証品 メーカー：GROHE

※左記本体以外に付属品(H036×1)が必要となります。

【陶器製ベッセル・オーバータイプ洗面器】

サイズ：W400×D300×H110

サイズ：W450×D220×H380
仕様：水栓引棒なし

仕様：ひいろビードロ釉

サイズ：W240×H96

【洗面用単水栓】

品番：0010070001
A037

オーバーフロー：無

品番：0020080001
B038

吐水穴径：φ36±2 吐水仕様：整流吐水

オーバーフロー：無

オーバーフロー：無

認定情報：節湯C1 メーカー：蘇州潔具

仕様：ブラック

仕様：水栓引棒なし

仕様：引棒なし

【人工大理石製ハンギングタイプ洗面器】

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】
サイズ：W400×D300×H110

A044

オーバーフロー：無

オーバーフロー：有

品番：0020080003

仕様：引棒なし
【人大タオルハンガー】

品番：0010070012
A046

オーバーフロー：無

サイズ：W400×D400×H130
オーバーフロー：無

品番：0140070001
P001

仕様：W600、カップホルダー付

※左記本体以外に付属品(H037×1)が必要となります。
【人工大理石製ベッセルタイプ洗面器】

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

【人大オープンシェルフ】

品番：0010070013

品番：0010020026
A047

オーバーフロー：無

サイズ：W600×D400×H130
オーバーフロー：無

品番：0140070003
P003

仕様：H900、縦横設置可

※左記本体以外に付属品(H037×1)が必要となります。
【人工大理石製ベッセルタイプ洗面器】

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

【人大タオルフック】

品番：0010070014

品番：0010020029
A048

オーバーフロー：無

サイズ：W500×D350×H125
オーバーフロー：無

品番：0140070005
P005

仕様：D70

※左記本体以外に付属品(H037×1)が必要となります。
【人工大理石製ベッセルタイプ洗面器】

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

【人大タオルハンガー】

品番：0010070015

品番：0010020032
A049

サイズ：W600×D350×H125
オーバーフロー：無
仕様：水栓取付面なし
※左記本体以外に付属品(H037×1)が必要となります。

サイズ：W30×D50×H40
素材：人工大理石、黄銅（メッキ）

仕様：水栓取付面なし

仕様：ブラック-ゴールド

サイズ：W300×D200×H900
素材：人工大理石

仕様：水栓取付面なし

仕様：ホワイト-ゴールド

サイズ：W600×D90×H30
素材：人工大理石、黄銅（メッキ）

仕様：水栓取付面なし

仕様：ブラック

吐水穴径：φ36±2 吐水仕様：整流吐水
認定情報： メーカー：蘇州潔具

【人工大理石製ベッセルタイプ洗面器】

品番：0010020028

仕様：ブラック

【洗面用混合水栓 シングルレバー】
B040

※左記本体以外に付属品(H036×2)が必要となります。

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

オーバーフロー：無

仕様：引棒なし

仕様：水栓引棒なし

仕様：ブラック-ゴールド

サイズ：W390×D290×H110

サイズ：W1200×D400×H140

吐水穴径：φ36±2 吐水仕様：整流吐水
認定情報： メーカー：蘇州潔具

品番：0010070011
A045

オーバーフロー：無

サイズ：W300×D300×H110

品番：0020080002

【人工大理石製ハンギングタイプ洗面器】

品番：0010020023

サイズ：W300×D300×H110

オーバーフロー：有

B039

※左記本体以外に付属品(H036×1)が必要となります。

【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

サイズ：W300×D300×H110

サイズ：W900×D400×H140
仕様：水栓引棒なし、左ボウル

仕様：ホワイト-ゴールド

サイズ：W400×D300×H110

【洗面用混合水栓 シングルレバー】

品番：0010070009

品番：0010020020

A029

認定情報：JWWA認証品 メーカー：GROHE

オーバーフロー：有

品番：0010020007

A028

サイズ：W450×D450×H155

吐水穴径：φ22~φ45、φ58(+7、-4) 吐水仕様：泡沫吐水

オーバーフロー：無

【陶器製ベッセル・オーバータイプ洗面器】

A028

品番：0020030040
B021

品番：0010060003
A034

仕様：結晶黒釉

A027

サイズ：W380×D380×H135

オーバーフロー：無

サイズ：W400×H135

【洗面用混合水栓 シングルレバー】

品番：0010060002
A033

オーバーフロー：無

A026

吐水穴径：φ35(+2、-1） 吐水仕様：泡沫吐水

仕様：水栓引棒あり

品番：0010020006

A026

品番：0020030037
B019

オーバーフロー：有

【陶器製ベッセル・オーバータイプ洗面器】

A025

サイズ：W500×D450×H160

オーバーフロー：有

仕様：ひいろビードロ釉

A022

【洗面用混合水栓 シングルレバー】

品番：0010060001
A032

オーバーフロー：無

A022

吐水穴径：φ35(+2、-1） 吐水仕様：泡沫吐水

仕様：ブラック

品番：0010020004

A021

品番：0020030033
B018

仕様：水栓引棒あり

【陶器製ベッセル・オーバータイプ洗面器】
A021

概要

オーバーフロー：無

品番：0010020003
A020

サイズ：W325×D325×H140

イメージ

【洗面用混合水栓 シングルレバー】

品番：0010020034
A030

品番：0010020002
A020

代表品番

オーバーフロー：有

品番：0010010017
A004

概要
【陶器製ベッセルタイプ洗面器】

品番：0010010013
A002

イメージ

品番：0140070020
P008

サイズ：W1200×D120×H65
素材：人工大理石
仕様：W1200
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