
一輪挿しのように凛とした佇まい。

本物の竹を重ね合わせ、磨きこんで形にする。

水の出口に曲げた銅板を使い、水の流れを目と耳で楽しむ。

「いちりん」は和の伝統を受け継ぎながら

唯一無二の存在。

018



BASIN

HW1061S-D	 ¥310,000
HW1061S-ABR	 ¥310,000
洗面器セット

NEW

HW1060S-D	 ¥300,000
HW1060S-WBR	 ¥300,000
洗面器セット

NEW

エイジング仕様
※�吐水板は銅製のため、酸化による変色や緑青が
発生する可能性があります。

ABR

WBR

019
表示価格に消費税は含まれていません。



飾らず、美しい。水のように。

どこまでも無駄無く、シンプルに。

本当に必要とされること以外の一切を削ぎ落とし、「水を使う」�

という動作を突き詰めてうまれたデザイン。長いときをかけて届く

水の恵みを、さりげなく日常へと繋ぎ、てらうことなく、構えること�

なく、生活に"SUTTO"融け込む。洗練に洗練を重ねて到達した

ミニマリズムがここにある。
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KITCHEN

AK8731JVS2-13	 ¥220,000
音声認識＆ワイヤレス式

AK8731JVS1-13	 ¥128,000
ワイヤレス式

K8731JV-13	 ¥68,000

ワイヤレス式（接触型）

ワイヤレス式（非接触型）

対象品番：AK8731JVS2-13、AK8731JVS1-13
ワイヤレススイッチ（EK800）を使った吐止水ができます。
スイッチ面が大きいのでひじや足での操作が可能です。

対象品番：AK8731JVS3-13
ワイヤレススイッチ（EK801）を使った吐止水ができます。
センサー式のため、触れることなく操作が可能です。

音声認識システム（アクボイ）
（Google Home、Amazon Echo対応）

ホームページアドレス
www.sanei.ltd/library/products/aquvoi/

音声認識システム（アクボイ）

市販のGoogle�Home（別売）または、Amazon�Echo
（別売）を使用することで、音声認識による吐止水や定量
での止水操作ができます。

※�Google�HomeはGoogle�LLCの登録商標です。
※�Amazon� EchoはAmazon.com,� Incまたはその関連会社の�
商標です。

※�Google�Homeまたは、Amazon�Echoで音声認識システムを�
操作する場合はGoogle�HomeまたはAmazon�Echoと、IFTTT、
Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となり
ます。

※�スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する
場合には、加えてGoogleアシスタントまたは、Amazon� Alexaの
初期設定が必要となります。

キッチンシャワー

AK8731JVS3-13	 ¥138,000
シングル混合栓（ワイヤレススイッチ付）

NEW

整流

ハンドルレバー
本体に水がかかる事を避けるため、レバー先端を本体より前面に設けています。
使用時に水が天板にこぼれず、指がかけやすい長さを目指し、掃除も楽になるように
デザインしています。

021
表示価格に消費税は含まれていません。
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K4731PJV-2T-13	 ¥68,000
ポップアップ

K4731NJV-13	 ¥46,000K4731PJV-13	 ¥56,000
K4731PJV-MDP-13	 ¥90,000
K4731PJV-SJP1-13	 ¥90,000	i
ポップアップ

K4731NJV-2T-13	 ¥58,000
K4731NJV-2T-MDP-13	 ¥110,000
K4731NJV-2T-SJP1-13	 ¥110,000	i

MDP

MDP

SJP1

SJP1

BASIN

BATHROOM

SK1831-13	 ¥68,000

シャワー

023
表示価格に消費税は含まれていません。



飾らず、美しい、水のように

どこまでも、無駄なくシンプルに。

「水を使う」という動作を突き詰めて生まれた「SUTTO」を、

よりスリムなデザインにした「YORI�SUTTO」。

10色のカラーバリエーションに加え、

同色のトールタイプやボトルトラップも展開。

豊富なラインアップで上質な空間を演出します。
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BASIN

K4732PJV-2T-13	 ¥65,000	k
K4732PJV-2T-CGP-13	 ¥117,000	k
K4732PJV-2T-D7-13	 ¥107,000	k
K4732PJV-2T-DJP-13	 ¥107,000	k
K4732PJV-2T-MC-13	 ¥107,000	k

K4732PJV-2T-MCGP-13	 ¥117,000	k
K4732PJV-2T-MD7-13	 ¥107,000	k
K4732PJV-2T-MDP-13	 ¥107,000	k
K4732PJV-2T-MWP-13	 ¥107,000	k
K4732PJV-2T-WJP-13	 ¥107,000	k
ポップアップ

K4732PJV-13	 ¥53,000	k
K4732PJV-CGP-13	 ¥97,000	k
K4732PJV-D7-13	 ¥87,000	k
K4732PJV-DJP-13	 ¥87,000	k
K4732PJV-MC-13	 ¥87,000	k

K4732PJV-MCGP-13	 ¥97,000	k
K4732PJV-MD7-13	 ¥87,000	k
K4732PJV-MDP-13	 ¥87,000	k
K4732PJV-MWP-13	 ¥87,000	k
K4732PJV-WJP-13	 ¥87,000	k
ポップアップ

MCMD7MCGP MDP

WJPD7CGP DJP

MWP

H761F-X-32	 ¥30,000
H761F-X-CGP-32	 ¥130,000	k
H761F-X-D7-32	 ¥80,000	k
H761F-X-D-32	 ¥80,000	k
H761F-X-MC-32	 ¥80,000	k

D7

MDP

WJPCGP

MD7MCGP

D

MWP MC

D7 WJPCGP DJP

MDP MCMD7MCGP MWP

※注1：受注生産品です。納期を頂く場合があります。予めご了承ください。
※注2：特殊メッキは表面にキズがつきやすい為、取り扱いにご注意ください。

H761F-X-MCGP-32	 ¥130,000	k
H761F-X-MD7-32	 ¥80,000	k
H761F-X-MDP-32	 ¥80,000	
H761F-X-MWP-32	 ¥130,000	k
H761F-X-WJP-32	 ¥130,000	k

SK9732-1S-13	 ¥220,000
NEW

シャワー

BATHROOM

kは受注生産品です。納期についてはご確認ください。

026
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MDP

WJP

MD7MCGP MWP

K4732NJV-13	 ¥43,000	k
K4732NJV-CGP-13	 ¥87,000	k
K4732NJV-D7-13	 ¥77,000	k
K4732NJV-DJP-13	 ¥77,000	k
K4732NJV-MC-13	 ¥77,000	k

K4732NJV-MCGP-13	 ¥87,000	k
K4732NJV-MD7-13	 ¥77,000	k
K4732NJV-MDP-13	 ¥77,000	k
K4732NJV-MWP-13	 ¥77,000	k
K4732NJV-WJP-13	 ¥77,000	k

K4732NJV-2T-13	 ¥55,000	k
K4732NJV-2T-CGP-13	 ¥107,000	k
K4732NJV-2T-D7-13	 ¥97,000	k
K4732NJV-2T-DJP-13	 ¥97,000	k
K4732NJV-2T-MC-13	 ¥97,000	k

K4732NJV-2T-MCGP-13	 ¥107,000	k
K4732NJV-2T-MD7-13	 ¥97,000	k
K4732NJV-2T-MDP-13	 ¥97,000	k
K4732NJV-2T-MWP-13	 ¥97,000	k
K4732NJV-2T-WJP-13	 ¥97,000	k

H7610-32	 ¥25,000
H7610-CGP-32	 ¥130,000	k
H7610-D7-32	 ¥80,000	k
H7610-D-32	 ¥80,000	k
H7610-MC-32	 ¥80,000	k

H7610-MCGP-32	 ¥130,000	k
H7610-MD7-32	 ¥80,000	k
H7610-MDP-32	 ¥80,000
H7610-MWP-32	 ¥130,000	k
H7610-WJP-32	 ¥130,000	k

BASIN

D7

MDP MC

WJPCGP

MD7MCGP

DJP

MWP

H7610につきましては頁380をご覧ください。

D7

MDP

WJPCGP

MD7MCGP

D

MWP MC

MC

D7CGP DJP

※注1：受注生産品です。納期を頂く場合があります。予めご了承ください。
※注2：特殊メッキは表面にキズがつきやすい為、取り扱いにご注意ください。

kは受注生産品です。納期についてはご確認ください。

027
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物と、心と。

必要のないものを徹底的に削ぎ落とし残ったものを

磨き上げることで本質を際立たせる引き算の美学。

028



KITCHEN

BATHROOM

BASIN

DJP

DJP

DJP

WJP

WJP

WJP

DJP WJP

SK1781-DJP-13	 ¥290,000
SK1781-WJP-13	 ¥290,000

K4781NJV-DJP-13	 ¥110,000
K4781NJV-WJP-13	 ¥110,000

K8781JV-DJP-13	 ¥180,000
K8781JV-WJP-13	 ¥180,000

シャワーシャワー 整流

DJP WJP

SK9881-1S-DJP-13	 ¥360,000
SK9881-1S-WJP-13	 ¥360,000

K4781NJV-2T-DJP-13	 ¥122,000
K4781NJV-2T-WJP-13	 ¥122,000

029
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D e s i g n  ×  Me tam or p h o s e
無限に変化する、水のデザイン。

030



構成例：ホテル等のガラス貼ＵＢ

シングル洗面混合栓

オーバーシャワーヘッド

サーモシャワー混合栓
棚（配管スペース付）

洗面カウンター

タオル掛セット
ティッシュボックス棚

② ①

①

③ ③

⑤

棚④⑥
⑦

棚

⑧ 前面パネルセット

⑨⑩
固定プレートセット

⑪ 底面パネルセット

⑫ 底面パネルセット

■morfa構成例価格表

品番 呼び 品名 希望小売価格 個数 単価×個数 掲載頁

1 SK9891-1S-MDP 13 サーモシャワー混合栓（オーバーシャワーヘッド付） ¥330,000� 1 ¥�330,000 P.212

2 K4795V 13 シングル洗面混合栓（壁出） ¥230,000� 1 ¥�230,000 P.212

3 W239-1 150 棚 ¥100,000� 2 ¥�200,000

P.213

4 W239-1 300 棚 ¥120,000 1 ¥�120,000

5 W239-1T 300 棚（配管スペース付） ¥120,000� 3 ¥�360,000

6 W239-2 ティッシュボックス棚 ¥120,000� 1 ¥�120,000

7 W57-92S 300 タオル掛セット ¥28,000� 1 ¥�� 28,000

8 R57-16S 600 前面パネルセット ¥22,000� 1 ¥�� 22,000

9 R64-89S 150 固定プレートセット ¥8,000� 2 ¥�� 16,000

10 R64-89S 600 固定プレートセット ¥17,000� 3 ¥�� 51,000

11 R88-735S 150 底面パネルセット ¥12,000� 2 ¥�� 24,000

12 R88-735S 300 底面パネルセット ¥14,000� 3 ¥�� 42,000

合計価格 ¥�1,543,000

※洗面器・止水栓・排水金具・配管部材・鏡などは含んでおりません。

031
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Begin a  day
日々に新しい彩りを

cye（サイ）は、再編集の再、いろどりの彩

インダストリアルな要素をシンプルな機能と�

デザインに再編集した�

レトロでモダンな水栓シリーズです。

032
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BATHROOM

BASIN

KITCHEN

K87410JV-13	 ¥88,000
K87410JV-MDP-13	 ¥108,000
K87410JV-NCU-13	 ¥108,000	k

K47450-13	 ¥88,000
K47450-MDP-13	 ¥108,000
K47450-NCU-13	 ¥108,000		k

SK1841-1S-13	 ¥250,000
SK1841-1S-MDP-13	 ¥350,000
SK1841-1S-NCU-13	 ¥350,000	k

MDP MDP

MDP MDP

MDPMDP

MDPMDP

NCU NCU

NCU NCU

NCUNCU

NCUNCU

エイジング仕様
※�NCUは時間経過とともに色調が
変化し、使うほど風合がでます。

　�使用によってはムラができる場合
があります。

K47450-S-13	 ¥88,000
K47450-S-MDP-13	 ¥108,000
K47450-S-NCU-13	 ¥108,000	k

K87410JV-S-13	 ¥88,000
K87410JV-S-MDP-13	 ¥108,000
K87410JV-S-NCU-13	 ¥108,000	k

NEW

K91410-13	 ¥108,000
K91410-MDP-13	 ¥138,000
K91410-NCU-13	 ¥138,000	k

NEW

K4741NJV-2T-13	 ¥88,000
K4741NJV-2T-MDP-13	 ¥108,000
K4741NJV-2T-NCU-13	 ¥108,000	k

NEW

K5541N-13	 ¥98,000
K5541N-MDP-13	 ¥128,000
K5541N-NCU-13	 ¥128,000	k

NEW

※注：受注生産品です。納期を頂く場合があります。予めご了承ください。

kは受注生産品です。納期についてはご確認ください。

035
表示価格に消費税は含まれていません。



約6,100万個/mLの
ウルトラファインバブルが発生
<積算個数濃度> 6.1E+07/mL   < 平 均 粒 径 >  0.09μm 
< 計 測 条 件 >  計測器Nanosight NS300（Malvern製）を
　　　　　　　　 用いて第三者機関で計測
< 計 測 日 > 2020年11月2日

※流量:3.1L/分で発生

画像はイメージです。
実際の泡は目に見えません。

S A N E I 独 自 の ウルトラファインバ ブ ル 発 生 構 造 設 計 が 、
スマ ートな ライフス タイル を 提 供 しま す。

SANE I 独自のスマートな構造設計の技術
■ SAN E I のウルトラファインバブル

■ウルトラファインバブルとは
世界が注目するメイド・イン・ジャパンの小さな泡の技術

「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

ウルトラファインバブルは毛穴や毛髪よりもはるかに小さく目
に見えません。もはや浮力もわずかで、水中から逃げずに漂い
続けます。

目に見えない小さな泡
1μm(マイクロメートル)=0.001mm

毛穴 毛髪
約100～
　　300μm

約80μm
マイクロバブル
1～100μm未満

ウルトラファインバブル
 約1μm未満 毛穴の 約100～300

1

【イメージ図】

画像はイメージです。
実際の泡は目に見えません。

ウルトラファインバブル発生装置
( 一度取り付けたら定期的な交換は不要です。)

発生装置の羽根を通過することによって流速が上がり、水圧が変動
して泡が発生。さらに羽根を通過する際に泡がせん断され1μm未
満になり、ウルトラファインバブルとなります。[加圧溶解方式]

小さな泡が隅々まで汚れを落とす

プラス帯電
の汚れ

皮脂

-

-
-
-

-
-

ウルトラ
ファインバブル 

+

+

-

-

表皮 表皮

【イメージ図】

ウルトラファインバブル表面は親油性なので油分を吸収します。
また、マイナスに帯電しているので、プラスに帯電した汚れも吸
着します。汚れを吸着したウルトラファインバブルは寄り集まっ
てマイクロバブルとなり、浮上して流れ落ちていきます。

小さな泡が隅々まで汚れを落とす
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BATHROOM

KITCHEN

約6,100万個/mLの
ウルトラファインバブルが発生
<積算個数濃度> 6.1E+07/mL   < 平 均 粒 径 >  0.09μm 
< 計 測 条 件 >  計測器Nanosight NS300（Malvern製）を
　　　　　　　　 用いて第三者機関で計測
< 計 測 日 > 2020年11月2日

※流量:3.1L/分で発生

画像はイメージです。
実際の泡は目に見えません。

S A N E I 独 自 の ウルトラファインバ ブ ル 発 生 構 造 設 計 が 、
スマ ートな ライフス タイル を 提 供 しま す。

SANE I 独自のスマートな構造設計の技術
■ SAN E I のウルトラファインバブル

■ウルトラファインバブルとは
世界が注目するメイド・イン・ジャパンの小さな泡の技術

「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

ウルトラファインバブルは毛穴や毛髪よりもはるかに小さく目
に見えません。もはや浮力もわずかで、水中から逃げずに漂い
続けます。

目に見えない小さな泡
1μm(マイクロメートル)=0.001mm

毛穴 毛髪
約100～
　　300μm

約80μm
マイクロバブル
1～100μm未満

ウルトラファインバブル
 約1μm未満 毛穴の 約100～300

1

【イメージ図】

画像はイメージです。
実際の泡は目に見えません。

ウルトラファインバブル発生装置
( 一度取り付けたら定期的な交換は不要です。)

発生装置の羽根を通過することによって流速が上がり、水圧が変動
して泡が発生。さらに羽根を通過する際に泡がせん断され1μm未
満になり、ウルトラファインバブルとなります。[加圧溶解方式]

小さな泡が隅々まで汚れを落とす

プラス帯電
の汚れ

皮脂

-

-
-
-

-
-

ウルトラ
ファインバブル 

+

+

-

-

表皮 表皮

【イメージ図】

ウルトラファインバブル表面は親油性なので油分を吸収します。
また、マイナスに帯電しているので、プラスに帯電した汚れも吸
着します。汚れを吸着したウルトラファインバブルは寄り集まっ
てマイクロバブルとなり、浮上して流れ落ちていきます。

小さな泡が隅々まで汚れを落とす

K87121ET6JV-13	 ¥52,000
ウルトラファインバブル発生装置搭載

NEW

SK18CS76-13	 ¥55,000
ウルトラファインバブル発生装置搭載��
浄水・原水切替機能付

NEW

ホース引出し シャワー 整流 シャワー

037
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BASIN

EK480-13	 ¥260,000EK480-D7N-13	 ¥270,000
toccata�nero

使用方法

水を出す

水量を変更したりお湯に切り替える

タッチパネルに表示されたボタンを押して、水を出したり量を変えたりできます。

●使用中は吐水口のライトが
点灯します。

※画面はすべて表示したイメージです。

　　　を押す
●他のボタンを表示し、水が出ます。�
（水は一定時間たつと自動で止まります。）
●水が出ていないときは、ボタンが点滅します。

水を手動で止めるときは
●もう一度、ボタンを押す。

水量を変更する

を押す

・水量が少なくなります。
�（スタート時）

・水量が多くなります。

画面を操作後、
自動で水が止まる
時間を変更する

・約6秒後に止まります。
�（スタート時）

・約1分後に止まります。

を押すを押す

水とお湯を切り替える

・水が出ます。
�（スタート時）

・お湯が出ます。

イタリア語のtoccare「ふれる」という語

源そのままに、吐水、水量や湯・水の切り

替えはタッチパネルに「ふれる」だけ。その

スマートな操作性と近未来的なデザイン

が、洗練された空間を創り出します。

ESK980-1S-MDP-13	 ¥350,000
NEW　6月発売予定

BATHROOM

タッチ式操作パネル

038
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KITCHEN

使用方法
ボディにタッチするだけで
吐水・止水ができます。

ボディタッチ式水栓（アクッチ）

シャワーホース引出し 整流

EK87121E-13	 ¥110,000EK87121E-D7N-13	 ¥120,000
toccata�nero

EY40-D7-13	 ¥100,000 EY40-13	 ¥90,000

D7 ネロ

D7N ネロ

039
表示価格に消費税は含まれていません。



水

湯

（止水栓） 

水側電磁弁

湯側電磁弁

コードクランプ

ACアダプター

アンテナカバー

リモコン

コネクター

受信アンテナ

コントローラー

音声認識式水栓

ワイヤレス式水栓

■ワイヤレススイッチセットの仕様

電源
親機

AC電源 AC100V　50/60Hz

バックアップ用
乾電池

DC6V�
（アルカリ乾電池単3形　4本）
寿命2ヵ月�
（1日100回使用想定時）

子機
DC3V（リチウム電池CR2032　1個）
電池寿命2年（1日100回使用想定時）

出 力 電 波 315MHz帯、500μV/m以下（国内微弱無線）

・ACアダプターコード長さ1.8m� ・給水圧力0.05〜0.75MPa
・アンテナコード長さ1.5m� ・周囲温度0〜40℃（凍結不可）
・中継ハーネス長さ1m� ・最高給湯温度60℃
・給水部接続�G1/2

EK800-5X-13	 ¥60,000AK8731JVS1-13	 ¥128,000
ワイヤレス式

AK5030S1-13	 ¥110,000
ワイヤレス式

ワイヤレススイッチを使った吐止水が
できます。

ホームページアドレス
www.sanei.ltd/library/products/aquvoi/

市販のGoogle� Home（別売）、Amazon� Echo�
（別売）を使用することで、音声認識による吐止水や�
定量での止水操作ができます。
※�Google�HomeはGoogle�LLCの登録商標です。
※�Amazon� EchoはAmazon.com,� Incまたはその関連会社の�
商標です。

※�Google�Homeまたは、Amazon� Echoで音声認識システムを�
操作する場合はGoogle�HomeまたはAmazon�Echoと、IFTTT、
Webhook、Beebotte、Node-REDの初期設定が必要となります。

※�スマートフォンなどの携帯端末から音声認識システムを操作する場
合には、加えてGoogleアシスタントまたは、Amazon� Alexaの初期
設定が必要となります。

音声認識システム（アクボイ）
（Google Home、Amazon Echo対応）

・スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
・ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
・足踏みによるスイッチ操作が可能。
・湯水混合栓用です。
・AC専用

音声認識システム（アクボイ）

AK8731JVS2-13	 ¥220,000
音声認識＆ワイヤレス式

AK5030S2-13	 ¥180,000
音声認識＆ワイヤレス式

シャワー 整流

シャワー 整流

040
表示価格に消費税は含まれていません。



センサー式水栓

EK5030-13	 ¥120,000EK870AE-13	 ¥120,000
NEW

EK500-13 ★	 ¥100,000

厚み：5～15

自動水栓

駆動部
電磁弁・乾電池

ベンリーカン

止水、
流量調節
逆止弁・ストレーナ

サーモ

 温度調節
（安全ボタン付）

126

24～26

最大
15

23

91

80
R1/2

121

468

65

使用方法
上面のセンサーで連続吐水が可能です。
吐水口にもセンサーがあります。
使用中は吐水口のライトが点灯します。
※ EK870E-13、EK5030-13

EK870AE-D7N-13	 ¥155,000
NEW

EK801-5X-13	 ¥70,000
NEW

AK8731JVS3-13	 ¥138,000
ワイヤレス式

NEW

シャワー 整流 ワイヤレス 
センサー

シャワーホース引出し 整流センサー式

041
表示価格に消費税は含まれていません。



EY5030-13	 ¥90,000

自動水栓

EK5030-13	 ¥120,000

AY40S3-13	 ¥98,000
ワイヤレス式

NEW

ワイヤレス�
センサー

042
表示価格に消費税は含まれていません。



EY507-13	 ¥98,000
NEW

EY506HE-13	 ¥90,000
発電仕様

EY506HE-2T-13	 ¥100,000
発電仕様

EY101NHE-13	 ¥96,000
発電仕様

EY100HE-13	 ¥93,000
発電仕様

EY100-13	 ¥63,000 EY101N-13	 ¥66,000

EY501-13	 ¥56,400

MEY500-10S	 ¥4,600

EY506-13	 ¥63,000 EY506-2T-13	 ¥73,000

EY50DC-13	 ¥52,000 EY10DC-13	 ¥46,900EY102DC-13	 ¥52,000
NEW　6月発売予定

EA100-60X-16	 ¥60,000EA200-60X-16	 ¥60,000

043
表示価格に消費税は含まれていません。



TOHは、大地の恵み。土から生まれました。土の持つ温かさ、

クロームの光沢感を和とモダンに置き換えて、シンプルでエレ�

ガントな仕上がり。日本的な静けさと洋的な華やかさはいつの

時代であろうと変わらないデザイン。

044



BATHROOM

BASIN

KITCHEN

t受注生産品です。納期をご確認ください。
tTOHシリーズは、陶器製のため取扱いにご注意ください。

白磁
JW

墨磁
JD

K2530-JD-13	 ¥90,000	k
K2530-JW-13	 ¥90,000	k

K4730JV-JW-13	
¥87,000	k

K4730JV-JD-13	
¥87,000	k

K91300-L-JD-13	 ¥100,000	k

K55300P-JD-13	 ¥120,000	k
ポップアップ

K91300-L-JW-13	 ¥100,000	k

K55300P-JW-13	 ¥120,000	k

K87310JV-JD-13	
¥90,000	k

K87310JV-JW-13	
¥90,000	k

JW

JW

JW

JW

JD

JD

JD

JD

JW

JD

kは受注生産品です。納期についてはご確認ください。

045
表示価格に消費税は含まれていません。



流れのかたち。

誰もが、心に自然を感じる場所を持っている。光の表情。かすかな

風の匂い。流れる水の音。外の世界から私たちの感性の奥深く

に語りかけてくる、様々な“かたちあるもの”と“かたちなきもの”…。

「EDDIES」が追い求めたデザインの本質は、そこにある。心地よい

水の流れや動きは、私たちのイマジネーションを喚起し、現代の空間

に、本当の意味での癒しと安らぎをもたらす。それは、これまでになかった

“流れ”を感じるためのデザイン。心が求めていた、理想の水のかたち。

046



キッチンシャワーホース引出し フラット吐水 シャワー

SK2890-13	 ¥110,000

K4790NJV-13	 ¥88,000

K7590-13	 ¥90,000

K8790JV-13	 ¥51,000
シャワー吐水

K8790JHV-13	 ¥51,000
泡沫吐水

BATHROOM

BASIN

KITCHEN

泡沫吐水

047
表示価格に消費税は含まれていません。



滝のように美しく流れ落ちる水の音に癒される上から降ってく

る大型オーバーヘッドシャワーと角度が変えられる3つのボディ�

シャワーの同時使用で全身包み込まれるようなシャワー感!

048



K4780PJV-13	 ¥44,000
ポップアップ

K5580P-13	 ¥72,000
ポップアップ

K4780NJV-13	 ¥42,000

フラット吐水

SK9880-13	 ¥250,000

BATHROOM

BASIN

シャワー

049
表示価格に消費税は含まれていません。



やさしい人の手で、心地よいお水やお湯を操作する。

Kiwitapはいろんな世代の人の手を基本に考え、ライフ

スタイルに合わせたデザインです。

050



シャワー マッサージ

K4770PJV-13	 ¥39,000
ポップアップ�

K4770NJV-13	 ¥35,000

K4770NJV-2T-13	 ¥53,000

SK1870-13	 ¥76,000

K87710JV-13	 ¥42,000

BATHROOM

KITCHEN

BASIN

051
表示価格に消費税は含まれていません。



見ているだけで微笑んでしまう、思わず触れてみたくなるキュート

なフォルム。常夏の自然に育まれた果実をモチーフにしたなん

ともユーモラスな表情が印象的です。

Please�enjoy�THE�PINEAPPLE�ROOM.

それはリゾート空間をより楽しく、個性的に演出する水まわりの

インテリア。機能性だけにとらわれることなく使う人のリゾート�

気分をぐんと高揚させる、そんな魅力あるデザインを目指しました。

052



KITCHEN

K8741JV-13	 ¥48,000

BATHROOM

K9140D-L-13	 ¥55,000

053
表示価格に消費税は含まれていません。



円柱をモチーフにしたシンプル、ミニマムデザインはあらゆる

シーンに違和感なく融け込みます。

054



K875JDVZ-1-13	 ¥28,500

K8751JV-13	 ¥39,000

K87580JV-13	 ¥52,000
浄水器内蔵

K87501JV-13	 ¥50,000

K87520JV-13	 ¥52,000

キッチンシャワーホース引出し 整流浄水泡沫キッチンシャワーホース引出し

K87580E1JV-13	 ¥65,000
浄水器内蔵

KITCHEN

055
表示価格に消費税は含まれていません。



SK1851-1S9-13	 ¥180,000

SK785D-13	 ¥55,000
z

SK18520-13	 ¥38,000
z

シャワー シャワー オーバーヘッド
シャワー

サーモ部

SK785D-L-13	 ¥56,000
ストップシャワー

SK785DT2-13	 ¥59,000
ストップシャワー

BATHROOM

シャワー オーバーヘッド
シャワー

SK18520-1S-13	 ¥170,000

z�につきましては頁075をご覧ください。056
表示価格に消費税は含まれていません。



K37510JVZ-13	 ¥46,000

洗面シャワー 整流ホース引出し

K475NJVZ-2T1-13	 ¥44,000
K475NJVZ-2T1-MDP-13	 ¥80,000
K475NJVZ-2T1-SJP-13	 ¥80,000

K47531JV-13	 ¥43,000
ホース引出し

K37531JV-13	 ¥44,000

K475PJV-1-13	 ¥35,000
ポップアップ

K475PJVZ-1-13	 ¥36,000
ポップアップ

K4750PV-13	 ¥36,000
K4750PV-MDP-13	 ¥68,000
ポップアップ

K4750NV-2T-13	 ¥44,000
K4750NV-2T-MDP-13	 ¥75,000
K4750NV-2T-SJP-13	 ¥75,000

K475NJV-1-13	 ¥34,000

K4750NV-13	 ¥34,000
K4750NV-MDP-13	 ¥60,000
　

BASIN

MDP

MDP

SJP

SJP

MDP

MDP

057
表示価格に消費税は含まれていません。



KITCHEN

BATH ROOM

小物を乗せられるトレー付き。
収納の少ないユニットバスにもおすすめで
す。
掃除しづらい水栓の接続部をカバーして
汚れを防止します。

１台２役。パイプあり・なしを使い分けできます。
お風呂の形状に合わせて、使い方の好みで選べます。

パイプあり パイプなし浴槽・洗い場での
共用使いに。

洗い場専用に。

パイプをはずして、先端を付け替えできます。

濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れ
づらい形状でお掃除の手間が減らせます。

水が伝わり濡れる。
従来品

水がシンクに落ちて
濡れづらい。

ラクナーレ

リングをはずせるので、掃除がしづらい水栓
の根元の繫ぎ目まできれいにお掃除ができ
ます。

はずして
サッとお掃除

058



SK1821D-13	 ¥38,000

BATHROOM

KITCHEN

K8721EJV-13	 ¥33,000

KITCHEN

BATH ROOM

小物を乗せられるトレー付き。
収納の少ないユニットバスにもおすすめで
す。
掃除しづらい水栓の接続部をカバーして
汚れを防止します。

１台２役。パイプあり・なしを使い分けできます。
お風呂の形状に合わせて、使い方の好みで選べます。

パイプあり パイプなし浴槽・洗い場での
共用使いに。

洗い場専用に。

パイプをはずして、先端を付け替えできます。

濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れ
づらい形状でお掃除の手間が減らせます。

水が伝わり濡れる。
従来品

水がシンクに落ちて
濡れづらい。

ラクナーレ

リングをはずせるので、掃除がしづらい水栓
の根元の繫ぎ目まできれいにお掃除ができ
ます。

はずして
サッとお掃除

059
表示価格に消費税は含まれていません。



普段着を着るように飾りすぎないスタイルのデザイン。

スッキリとしたフォルムや操作感へのこだわり。

何気ない日常の空間にプラスワンポイントのクオリティを。

060



整流

SK18502-1S2-13	 ¥140,000

SK18502T-13	 ¥78,000 SK18502-13	 ¥74,000 SK18502-4-13	 ¥78,000
強制水抜仕様

KITCHEN

BATHROOM

強制水抜仕様
本体内の水温が0℃近くになると凍結防止弁が自動的に
開き、少量の水を排出して凍結を防止します。水温が上昇
すると水の排出は止まります。

t寒冷地用ではありません。寒冷地に使用する場合は、
SK18502K-13をご使用ください。

壁裏配管仕様
（�別売のオーバーヘッドシャワーと�
壁裏配管で接続します。）

ホース引出し シャワー シャワーシャワー

K87502EJV-13	 ¥70,000
NEW

SK18502-9S-13	 ¥78,000
NEW

（別売）

061
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BATHROOM

空気

湯水

気
泡
を
含
ん
だ
シ
ャ
ワ
ー

オーバーヘッドシャワーと
スライドバーがひとつに

スライド式シャワーフック

省スペース設計

ミニカウンター付切替部

ジャストフィット

前後左右に10°ずつ首振り可能。
アームは左右に60°ずつ回転可能。

アームからシャワー板までの距離が短
いため、天井近くにまで設置が可能。
背の高いユーザーに対応。
（�SK18520-2S1、SK18520-2S3は
120mmです）

小物が置ける便利なカウンター付きの切替
部です。耐久度の高いセラミックカートリッジ
を採用。
※SK18520-2S1、SK18520-2S2

シャワーに気泡を含ませることで心地よさと
節水効果を実現しました。
（�SK18520-2S1、SK18520-2S2、
SK18520-2S3、SK18520-2S4共通）

SK18520-2S2

87

062



SK18520-2S1-MDP-13	
¥200,000

SK18520-2S1-13	
¥120,000

SK18520-2S2-MDP-13	
¥200,000

SK18520-2S2-13	
¥120,000

SK18520-2S3-MDP-13	
¥190,000

SK18520-2S3-13	
¥110,000

SK18520-2S4-MDP-13	
¥190,000

SK18520-2S4-13	
¥110,000

SK18C-1S2-13	
¥120,000

SK18C-1S2-MDP-13	
¥200,000

SK18C-1S1-13	
¥120,000

SK18C-1S1-MDP-13	
¥200,000

063
表示価格に消費税は含まれていません。



K475NJVZ-2TU-13	 ¥50,000
�

K4710NJV-2TU-13	 ¥46,000
�

K47531JV-U-13	 ¥49,000
�

K4713JV-U-13	 ¥48,000
�

K475PJV-U-13	 ¥41,000
�

K4710NJV-U-13	 ¥36,000
�

BASIN

さく楽ナット付

K87101JV-U-13	 ¥48,000
�

K87501JV-U-13	 ¥56,000
�

K87120JV-U-13	 ¥49,000
�

KITCHEN

さく楽ナット付タイプの特長

【ナット施工の流れ】

さく楽ナットは、通常のロックナットに比べ、
施工が簡単・スムーズです。

①
ホース/銅管
に通す。

②
取付足に通す。

天板

取付足

ホース/
銅管

③
天板までねじ
込む。

作業時間 約40秒(当社従来比) 短縮！

作業効率 2.7倍(取付ナット作業当社従来比)！ 

ねじの回し始めに、
取付足とナットの
ねじ部のかみ合わ
せが必要！

天板に当たるまで、
ナットを 回し続け
なければならない。

ホース/銅管が通り
にくい。

① ②

カチャ
　カチャ…

通常のロックナットの場合…

グルグル…

 ③

カチャ
　カチャ…

穴が大きいので、
ホース/銅管がスム
ーズに通ります。

ナットを押し上げ
るだけで、一気に
天板までねじを通
すことができます。

天板に付いた状態
で、さらに押し上
げ一周以上回すと、
ナットを仮固定で
きます。

◇ ナットを仮固定した後は、専用のナット締付工具（推奨品番：
　 R355）を用いて増し締めしてください。

スッ！

さく楽ナットなら！

グッ！

ピタッ！

グイッ！

① ②  ③

064
表示価格に消費税は含まれていません。




