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お掃除がもっと簡単になる新新新新発発発想想の
キレイアップ水栓 ＆ カウウンンンンタターーををを搭搭搭載載。。
洗面化粧台は、手間をかけずにいつもキレイイにししにしてておきたい。

L.C .は、そんなあなたの想想の想想想想想想想いにいいい しっかりか と応えたドレッサーです。

上からの水栓だから、水栓栓栓栓栓栓栓栓栓まわまわまわままわまわまわままわわりのりのりのりのりのののりりののののりのお掃お掃お掃お掃お掃お掃お掃お掃お掃お掃おお掃お掃お掃おおお掃おお掃お掃お掃おおおお掃お 除が除が除が除が除が除が除除が除が除が除が除が除除 とてととととととと も簡単。

カウカカカ ンターはー 、水水水水水水水水水水水ハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネハネネハネをををさをささをささをさをさをさをををさををささをさををさささささささっとっとっとっとっととっとっとっととととっとっとっとっとっとっっとっっととひひひひとひひとひひひひととひとと拭き拭拭拭き拭き拭拭拭拭 ででででできできできでできできできできききできできてててて、ててて、て

毎毎日毎日毎日日のおののおのおのお掃除掃除掃除掃除掃除除除もももももあもあああもあももあもあああもあも っとっとっとっとっとっとっととととっとっとととととっとといいいいいいういういうういういいいい 間間間間間間間。間。間。間間間間間間間間間

空空空間間間間間間間間間間もすもすもすもすすもすもすもすもすもすもすもすっっっきっきっきっききっきききききりり活り活り活りり活り活りり活り活り活り活り活り活活り活り活り活活用で用で用ででで用で用で用で用で用で用で用用で用で用用で用で用用で用でででででききききるきるききるきるきるきるきききるきき よよううようようようようようようよようににに収に収に収収収収収収納を納を納納ををををを納を納を納を納をを納を納をを納をを納を納を納を納をを納 ひとひとひとひひととととひとひひひひとひひとひひとひとととひとひとひとひひ 工夫工夫工夫工工夫工夫工夫工夫夫夫夫夫工夫夫夫工夫夫夫夫工工夫工夫夫工夫工工工工夫夫工夫夫夫夫。。。。。。。。。。。。

LLLLLLL .L .L CCCCC.C .C .C .C .C .C .C .C .ははははははは、は、はは、は、、は、、、、、、日常日常日常日日常日常常日常日常常常常日常常日日日常日常日日常日 のののの家の家家家家の家の家家家家の家家家事を事を事を事を事ををを事事をををを事を事をを事を事をを事を事ををスススマスマスマスマママスマススマスママススママママス ーートートートートートートートーーートーートトトトトトトにすにすにすにすすにすにすにすにすにすににすにすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるる

洗面洗面洗面洗面洗面洗洗面洗面面面面面面面洗面空空空空空空空間空間間間間間間間空間間間空間空間空間間空間空間間間間間をおをおをおをおをおをおををおをををおをを 届け届け届け届届け届届届 しましまししましままままましまししまししままます。す。す。すすす。す。すすすす

お掃除、空間すっきり、
スマート・ドレッサー



I N D EX
●L.C.の3大コンセプト 02
 L.C.だけのキレイ 04

 L.C.だけの快適 06

 L.C.だけのひろびろ 08

●L.C.の機能特長 16
 キレイアップカウンター・ 16
 キレイアップ水栓

 タッチレス水栓・即湯水栓 18

 ベースキャビネット 20

 照明・ミラーキャビネット 22

 収納アイテムバリエーション 24

 扉カラー・カウンターカラー 26

●バスルームとコーディネート 27
●写真セットプラン 28
●プランニングガイド 38
●リフォームアイテム 40
●部材一覧 42
●仕様表 49

1



お湯を使いたくても
すぐに出ないから
ヒヤッとしてイヤ…

洗面室の困りごとを
L . C .だけの新発想で解決します。

洗面室に
ものがあふれて
しまう場所がない

Ｌ.Ｃ.だけの キレイ
水がたまらず、水ハネもサッとひと拭き

キレイアップ水栓 & キレイアップカウンター

Ｌ.Ｃ.だけの 快適
手をかざすだけで、すぐお湯が出る

タッチレス水栓 ナビッシュ ＆ 即湯水栓

Ｌ.Ｃ.だけの ひろびろ
たっぷりしまえて、洗面室がすっきり

ひろびろストッカー ＆ アレンジ収納

すぐ汚れて
お掃除が面倒。
時間もない…
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「あっ、お掃除カンタン♪」

「あっ、すぐあったかい♪」

「あっ、奥までしまえる♪」
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Ｌ.Ｃ.だけの キレイ

洗面器一体のカウンターは
つなぎ目がなく、拭き掃除が簡単

ミラーの下まであるバックガードが
水ハネをしっかりガード

上からの吐水だから水栓まわりに
水がたまらず、お掃除が簡単



水栓まわりの最大の悩みは、水はねでたまった汚れのお掃除。

キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまることがないので、

拭き掃除の手間がほとんどありません。

高さ180mmのバックガードがミラーキャビネット下まであり、飛び散っ

た水滴はスーッと排水口のほうに流れます。また、洗面器と一体成形

のカウンターなので、つなぎ目などの凹凸がなくサッとひと拭きでお手入

れできます。

壁付水栓
壁面の水栓取付部に
水が少したまる。

キレイアップ水栓
水栓取付部が隠れて
いるので水がたまらず、
拭き掃除が簡単。

カウンターや洗面器
に付いた水栓
水栓の取付部に水が
たまりやすい。

水栓まわりに水がたまらず、拭き掃除も簡単
キレイアップ水栓 ＆ キレイアップカウンター

特許取得済

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らないので
お掃除簡単。

バックガードがミラー下まである
キレイアップカウンターは凹凸がないので
飛び散った水滴もサッとひと拭き。

180mｍ

※イラストはイメージです。
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Ｌ.Ｃ.だけの 快適

手をかざすだけのタッチレス水栓で
手洗いや洗顔もスムーズ

上からの吐水だから
毎日キレイに使える。

すぐにお湯が出る即湯水栓で
寒い日の朝も快適



もっと快適なドレッサーを考えたら、
水の使い心地を選ぶという発想へ。

水栓が上にあるから、水栓まわりに
飛び散った水がたまらない

キレイアップ水栓
L .C .はどの水栓の機能を選んでも、キレイアップ水栓が標準装備です。

手をかざすだけでセンサーが感知し、自動で水が出てきます。

花瓶の水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水ができます。

手をかざせば、すぐにお湯を使うことができます。寒い日や忙しい朝にも

お湯待ちの時間が必要ないので、毎日快適に身支度ができます。

すぐにお湯が出て、ヒヤッとしない

即湯水栓

●捨て水、待ち時間もなし！

お湯が出るまで時間がかかり、
捨て水もムダ…

すぐにお湯が出ると、時間も水
も節約できます。

●寒い冬の日もヒヤッとしない！

水をすくおうとしたら冷たい水
でヒヤッとする…

すぐに温かいお湯が使えるの
で、気持ちよく洗顔ができます。

手をかざすだけで、水が自動で出て便利

タッチレス水栓 ナビッシュ

●タッチレスだとこんな時に便利！

泡のついた手で水栓を操作す
ると水栓が汚れてしまいます…

泡が付いていても、手をかざす
だけで水が出るので水栓はい
つもキレイです。

歯磨き時に水を出しっ放しにし
てしまう場合も…

使わない時は自動で水がストッ
プ。歯磨き中の水の出しっ放し
を防ぎます。

●水の出しっぱなしを防止！

※ 試算条件：家族4人が朝と晩にお湯を使用し、給湯配管長さが12ｍの場合の試算で約16L/日です。

捨て水がなく経済的。
即湯水栓は、すぐにお湯が出るため
捨て水が発生しません。
即湯水栓を設置しない場合、

お湯を待つ間の捨て水は
1日でペットボトル（500ml）

32本分！
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Ｌ.Ｃ.だけの ひろびろ

キャビネットの奥まで
たっぷりしまえる

ゆっくり閉まる
ソフトサイレンス機構

しっかり引けて、奥のものも
スムーズに取り出せる



奥行500mmのコンパクトなキャビネットが
大容量収納に変身。

キャビネットの
隅々まで収納できる

ひろびろストッカー

各引出しは、
ゆっくりと扉が閉まる
ソフトサイレンス機構付。

L .C .の収納キャビネットは奥行500mmとコンパクトなのに、

底面積が従来品より約500cm 2（約12%相当）も広がり、

さらに大容量になりました。

大容量収納でストック品も
たっぷりしまえる
ベースキャビネット

「体重計収納」（オプション）

「日常使いの小物や
ヘアアイロン」

洗面室には
しまいたいものが、
たくさんあります…

L.C.なら全部すっきりしまえます。

ミラーキャビネットの
特徴はP.23

トールキャビネットは、収納するものの量や
使い方に合わせて次ページでアレンジ！

「ストック品やお掃除道具」

従来品（下段） ひろびろストッカー（下段）
※フルスライドタイプの場合

間口900mmで

約500cm2
面積アップ

※

■引出の底部は白色です
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サイドのキャビネットは、洗面室に収納するものの種類や量に合わせて
上下段のキャビネットをアレンジすることができます。

トールキャビネット下段
下段キャビネットは、脱衣カゴをしまうか、ものをしまうかで選びましょう。

Ｌ.Ｃ.だけの ひろびろ

引出2段

タオルやストック品を
たっぷりしまいたい方に

ランドリー※

脱いだ服をしまって
スッキリさせたい方に

間口300・450mm
※間口250mmはありません。

間口250・300・450mm

アレンジ収納
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トールキャビネット上段
洗面室の使い方次第で、しまうものの種類や量が変わります。上段キャビネットは、とくにその点を考慮して選びましょう。

扉+引出2段

下着なども
しまいたい方に

扉+引出1段

小物もかさばるものも
多い方に

扉2枚

かさばるものが
多い方に

扉付ミドル収納（下部カウンター付）

しまうものが
少なめの方に

どバスタオルなど
のが多いかさばるものが

家族が4人以上だったり、スポーツをしてい家族が4人以
たりすると、バスタオルやフェイスタオルが
多くなります。

室でするなど内干しを洗面室
多い洗濯用品が多

浴室乾燥機があるなど内干しが多いと、ハ浴室乾燥機が
ンガーや洗濯用品を洗面室に置くことが多
くなります。

2段の引出しは、上段は父用、下段は
母、娘用と使い分けることができます。
扉の中は、上段は洗濯ハンガーや洗
濯ピンチ、中段・下段はタオルなどを
収納することができます。

女性が多く、洗濯用品やバスタオル、
化粧用品も多いというご家族には、
扉+引出し1段タイプがおすすめ。
扉の中には洗濯ハンガー類やバスタ
オル、引出しには化粧水や髪留めな
ど細々としたものをたっぷりとしまうこ
とができます。

バスタオルやフェイスタオルなどかさ
ばるものは下段に収納。上段はストッ
ク品や化粧用品、洗濯用品をなどをし
まうのにぴったりです。

ご夫婦だけのお住まいで、洗面室に
しまうものが少なめの方にぴったりで
す。奥行が小さく、圧迫感のない洗面
室になり、カウンターにはメガネやケー
タイなど濡らしたくないものを置くこと
ができます。

下着などの
い衣類が多い

下着などのインナーウェアや寝間着などを下着などの
脱衣室に置いておきたいというニーズが増
えています。

1 2 3

Q．洗面室に収納したいものはどれが多いですか？ ▶▶▶ A．実はキャビネットでアレンジできます。　

11 2 2 33におすすめ におすすめ におすすめ におすすめ
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プランの詳細はP.28へ
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プランの詳細はP.29へ
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動作スペースが

ひろびろ

髪・ゴミ、排水口の底をパッとお掃除

通水を妨げない
ななめ形状上部

ななめ形状下部
でゴミをキャッチ

汚れが
たまりにくい
フランジレス

磁力で
排水栓を開閉
凹凸なし

サッ！と排水栓を
外して

ポイッ！と髪・ゴミを
捨て

シュッ！と底を
スポンジで拭くだけ

※ 排水栓および排水口には磁石を使用しております。電子（医療）機器
など、磁気の影響をうけやすいものは近づけないでください。

排水口の底部分に凹凸がなく、コンパ
クトになったことで、スポンジでサッと
お掃除ができます。

キレイアップカウンター・キレイアップ水栓

化粧台の奥行500mm。
動作スペースが広がります。
奥行きが500mmとコンパクトだから、動作ス
ペースを大きく広げることができます。洗濯など
の作業や人の行き来などが楽になります。

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き

キレイアップカウンター
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。
バックガードと洗面ボウルが一体成形
になったカウンターなので、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。しかも16Lの大
容量ボウルです。

カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。
広々とした大開口の洗面ボウルなが
ら、化粧品などを一時置きできるス
ペースを設けています。

8割の方の

「排水口まわりと奥まで」が

気になるという声に応えました。
●排水口の汚れはどの部分まで気になりますか？
　（2012年 当社調査 n=100）

その他
1%

排水口
まわりだけ
19％

排水口まわりと
奥まで
80％

500㎜
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省エネ（都市ガス）

約24.4
約17.1

年間 約 1,300 円 節約できます。

従来品：
微細シャワー水栓
[最適流量4L/分]

エコハンドル
微細シャワー水栓
[最適流量4L/分]

30

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関す
る建築主等及び特定建築物の所有者の判断の
基準」における給湯量（東京、床面積120㎡の
住宅）から算出。【引用元】「エネルギーの使用の
合理化に関する建築主等及び特定建築物の所
有者の判断の基準」および自社基準【単価】都市
ガス：181円/㎥(税込)

レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックで
お知らせします。

混合

湯

カチッ 水

ホースが使えるので、ボウル
手前に水を流すこともできま
す。

整流吐水シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワー
は従来比20％の節水ができ
ます。

簡単キレイを追求した

キレイアップ水栓

よく使う正面のハンドル位置で「水」
を出す省エネ設計。お湯を無意識に
使うことがないため、無駄な給湯エネ
ルギーを使いません。

即湯 タッチレス水栓 ナビッシュ タッチレス水栓 ナビッシュ 即湯 シングルレバーシャワー水栓 シングルレバーシャワー水栓

L.C.の水栓は、4タイプから選べます。

吐水切替 ホース収納式水栓まわりに水がたまらず、
お手入れが簡単です。
カウンターや洗面器に付いた水栓と
比べると、キレイアップ水栓は、水栓
まわりに水がたまることがないの
で、拭き掃除の手間がほとんどあり
ません。

●お湯待ちなしで、
　すぐにお湯を出したい

●手をかざすだけで、
　水を出したい

●手をかざすだけで、
　すぐにお湯を出したい

手動タイプ

    ＋
即湯水栓

手動タイプ

▶P.19

自動タイプ
タッチレス水栓

ナビッシュ
▶P.18

    ＋
即湯水栓
▶P.19

自動タイプ
タッチレス水栓

ナビッシュ
▶P.18

画像は 手動タイプ

●手動で吐水する
　標準仕様

●水栓の品番はP.49の「化粧台本体仕様」参照。　●自動タイプ（タッチレス水栓）の場合、手動タイプとデザインが異なります。　●即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。
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手に泡が付いていても、手をかざすだけで水
が出るので水栓はいつもキレイです。

タッチレス水栓・即湯水栓

手をかざすだけで、水が自動で出る

タッチレス水栓 ナビッシュ
●タッチレスだとこんな時に便利！

使わない時は自動で水がストップ。歯磨き中
の水の出しっ放しを防ぎます。

水温約30℃以下で
は水色に光ります。

低 高

温度が上がるにつれ、
黄色→オレンジ色へ

水温約45℃以上の高温で
赤色点滅になります。

色で温度をお知らせする［ルミナスサイン］。
光の色の変化で吐水温度を表示。一目で適温かどうかわかります。
冬の湯待ちの煩わしさを軽減し、高温吐水時の危険表示にもなります。

自動吐水［日常の使用に］
毎日のちょっとした洗面行為には手
を差し出すだけのラクラク吐水が
便利。水の出しっ放しを防ぎ、節水
にも効果的です。

手動吐水【水くみなどに便利】
連続吐水が必要な時は、ハンドル
を通常に操作するだけで自動的に
手動吐水に切り替わります。従来
水栓のように自由にご使用いただ
けます。

（2010年 当社調査 n=409）

［タッチレス水栓］購入の前にご確認ください
●センサーは赤外線を透過してしまうガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。自動吐水の場合、コップの色や形によっては感知しにくいことがあります。自動吐水の場合、ステンレス製およびメッキを施し
たコップなどは感知しないことがあります。●自動吐水の場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。●安全のために、自動吐水で高温の湯を出そうとすると、自動で一旦止水します。但
し、解除して使用することができます。●停電時は手動吐水でご使用になれます。レバーハンドルにて吐水/止水を行なってください。

手洗いが自動でラクラク 水くみにも手動が便利

歯磨き

手洗い
洗顔

うがい

その他

37%

18% 14%

9%

3%

水汲み
小物洗浄
洗面台洗浄
など
19％

切替操作不要

自動吐水と手動吐水の
切り替え操作が不要です。
手をかざすだけでセンサーが感知し、自動で水
が出てきます。花瓶の水汲みなどの連続吐水
には、ハンドル操作で手動吐水ができます。

●水の出しっぱなしを防止！

温度調節もハンドル操作で簡単
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すぐにお湯が出て、ヒヤッとしない

即湯水栓

※ 試算条件：家族4人が朝と晩
にお湯を使用し、給湯配管長
さが12ｍの場合の試算で約
16L/日です。

捨て水がなく経済的。
即湯水栓は、すぐにお湯が出るため捨て水が発生しません。

即湯水栓を設置しない場合、

お湯を待つ間の
捨て水は
1日でペットボトル
（500ml）

32本分！

すぐにお湯が出て、時間も水も節約できます。

お湯を待っている間、
ムダに水が出しっぱなし…

●捨て水、待ち時間もなし！

すぐに温かいお湯が使えるので、
気持ちよく洗顔ができます。

水をすくおうとしたら
冷たい水でヒヤッとする…

●寒い冬の日もヒヤッとしない！

そう思う
69.4％

思わない
25.6％

お湯を
使わない
5.0％ 約70％の人が

「冬場に早くお湯が
出て欲しい」と答えています。

●冬場にお湯を使う際、もっと早く
　お湯が出て欲しいと思いますか？
　（2015年 当社調査 n=520）

W80mm

H360
mm

D115
mm

貯湯ユニットは
コンパクトな壁掛設置。
キャビネット内の奥にコ
ンパクトに納まるので、
収納量はほとんど変わ
りません。

［即湯水栓］購入の前にご確認ください
●必ず給湯配管に接続してください。●アースターミナル付接地極付コンセントをご使用ください。
●即湯水栓の詳細仕様はP.50参照。

ハンドルをひねれば、
すぐにお湯を使うことができます。
寒い日や忙しい朝にもお湯待ちの時間が必要
ないので、毎日快適に身支度ができます。

19



ベースキャビネット

キャビネットの隅々まで収納できる

ひろびろストッカー
さらに収納容量がアップ
ひろびろストッカー
L . C .の収納キャビネットは奥行
500mmとコンパクトなのに、収納で
きる底面積が従来品より約500㎠（約
12％相当）広がって、さらに大容量の
収納になりました。

上下段奥まで
たっぷりしまえます。
日常使いにサッと出し入れできる上
段部にはヘアアイロンなどを、下段に
は背の高いボトル類やストック品など
奥までたっぷり収納として使えます。

けこみ部
「体重計収納」
（オプション）

上段部
「日常使いの小物や
ヘアアイロン」

下段部
「ストック品や
お掃除道具」

高さ120mm

高さ250mm

従来品（下段） ひろびろストッカー（下段）

■引出の底部は白色です。

※フルスライドタイプの場合

間口900mmで

約500cm2
面積アップ

※

20



全タイプにソフトサイレンス機構を搭載した3タイプのベースキャビネット

間口

間口

1,000mm

750mm

1,200mm

900mm

バケツなどの大きなものもたっぷりとしまえる扉タ
イプです。

大きなものもしまえる
扉タイプ

ソフトサイレンス機構

化粧小物など小さなものとバケツなどの大きなも
のを、引出部と扉部で、効率よく分別収納できます。

分別して収納できる
引出タイプ

ソフトサイレンス機構

身長155㎝位の
人におすすめ

身長165㎝位の
人におすすめ

身長170㎝位の
人におすすめ

上下段とも奥までしっかり収納。引出しがたっぷり
引けるので、ものの出し入れも簡単です。

収納力アップの
フルスライドタイプ

ソフトサイレンス機構

体重計収納
（オプション）
けこみ部に体重計を収納可能。引出した状態のま
ま乗って体重を計ることができます。

化粧台本体間口は4サイズ、
高さも3サイズから選べます。
間口に合わせて4サイズをご用意しました。また高
さも3サイズから選択できます。

約750㎜ 約800㎜
（標準仕様） 約850㎜

ひろびろストッカー

［体重計収納］
購入の前にご確認ください
●カウンター高さ800mmのみの対
応です。●現地にてけこみの加工
が必要です。化粧台本体設置後
は取り付けできません。●幅330×
奥行330×高さ60mm以下の体
重計を収納可能です。体重計収納
に体重計は含まれません。●小さい
お子様や体重15kg以下の方はご
使用いただけません。
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年間 約 370円 節約できます。

約18.2

約4.6

【試算条件】省エネ法の「住宅事業建築主の判
断の基準（経済産業省・国土交通省告示2号)
におけるエネルギー消費量計算方法の解説」
の照明設備の年間点灯時間から算出。【引用
元】自社基準【単価】電気：27円/kWh（税込）

従来品
安定器付蛍光灯
［消費電力24W］

LED照明
［消費電力6W］

75

省エネ（電気）

照明

場面に合わせて明るさを3段階で調整可能です。

間口幅いっぱいに伸びた LEDライン照明

低消費電力、ずっと長く使えるLED照明 

L.C.の水平基調デザインを際立たせ
る間口幅いっぱいのLEDライン照
明。横方向だけでなく、広範囲に発光
し、洗面室をより明るくします。

すっきりとした大型のスイッチ

調光機能付きスイッチ

弱モード［約3W※1］
省エネで
かしこく使用。

中モード［約7W※1］
普段使いで
全体を明るく。

強モード［約10W※1］
たっぷりの光で
しっかりメイク。

幅方向だけでなく奥行方向にも、
明るい光が広がります。

省電力、長寿命のLED照明
蛍光灯に比べ約75％省エネ（6W）。
すっきりとしたデザインも魅力です。

2016年6月発売品

※1： 間口900mmの消費電力
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散らばりがちなメイク小物もすっきり。
小物の大きさに合わせて仕切りの位置を調整できます。

アレンジ例1

アレンジ例2

ママ専用のメイク小物入れに

家族の日常使いの小物入れに

散らかりがちな
小物も…

ストレスフリー・電力フリーの

電気を使わず表面コーティングでくもり
をおさえるので、ヒーター式に比べ待ち
時間がなく、消し忘れもなし。消費電力
ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコートのメカニズム
くもり止めコート従来の鏡

洗面所の水蒸気が鏡の表面に付
着して光が水滴で散乱してしまい、
くもってしまいます。

水滴

光

光
が

散
乱
す
る

鏡
洗面所の水蒸気をくもり止め
コートが吸水し、光が散乱しに
くく、くもりません。

水滴

光

光が散乱
しにくい

くもり止め
コート

鏡

くもり止め
コート
水分が飽和しても表面に水膜
をつくるため、光が散乱しにくく、
くもりません。

水膜

光

光が散乱
しにくい

鏡

※浴室のドアを開けたままご使用された場合（お風呂上がりなど）、一時的にくもりが発生することが
あります。

くもり止めコートなし／付のミラーに
それぞれ蒸気を当てると、こんなに違
いがくっきり。

くもり止めコートなし くもり止めコート付

くもり止めコートのコーティング範囲です。

ミラーキャビネット

5cm刻みで高さを自由にアレンジ 入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

トレイは着脱容易で
水洗いもカンタン

5cm

家族みんなが使うドライヤーもすっぽり収納

背の低いものの場合アレンジ例1 アレンジ例2 背の高いものの場合

トレイ
3段

トレイ
2段

トレイアレンジは、トレイを5cm刻み
で設置できるので、無駄なスペース
をつくらずに、異なる高さのものを
効率よく収納することができます。

※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LED照明の場合です。蛍光灯照明の場合はコンセントの位置が異なります。

鏡を見ながら、メイク小物を自然な動作でサッと取り出せるスマートポケット。
散らばりがちなヘアピンや髪ゴムなどの小物をしまえるので、朝の忙しい時間
にメイクをテキパキできるようになります。

鏡を見ながら、自然な動作で
メイク小物を出し入れできるスマートポケット

高さの違うものを、ピッタリしまえる
3面鏡トレイアレンジ 

収納や高さ条件で選べる7タイプ 

●LED照明 ●蛍光灯

3面鏡（全高1800㎜用） 3面鏡（全収納タイプ）

●LED照明
1面鏡

3面鏡（スマートポケット付全収納タイプ）3面鏡（全収納タイプ）
●LEDライン照明
●LED照明

●LEDライン照明
●LED照明

写真はLEDライン照明です 写真はLEDライン照明です
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選び方の詳細はP.10へ

扉付ミドルキャビネット
W250/300/450mm

扉2枚
W250/300/450mm

扉+引出1段
W250/300/450mm

扉+引出2段
W250/300/450mm

収納アイテムバリエーション

上下段のキャビネットをアレンジすることができるキャビネットです。
洗面室の使い方に合った収納を選ぶことができます。

デッドスペースになりがち
な洗面化粧台の上部を収
納スペースに。ダウン機構
付きなら、普段使いにも便
利に使えます。

上下段のアレンジ収納がおすすめ

棚を引き下ろせるタイプがおすすめ

トールキャビネット下段 トールキャビネット上段

アッパーキャビネット〔本体用ダウン機構付〕
W750／900mm

タオル ハンガー ハンガー 小物 小物下着 化粧小物

タオルハンガー タオル タオル タオル

洗面室のデッドスペースをなくせる収納アイテムをご用意しました。
洗面化粧台の上部や左右、背面のスペースを収納として有効活用できます。

洗濯アイテム 洗面アイテム

洗面化粧台横

衣類

ランドリー
W300/450mm

引出2段
W250/300/450mm
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ミドルキャビネット
W250mm

アッパーキャビネット〔周辺用〕
W150／250／300／450mm

アッパーキャビネット〔間口調整付〕
W650～710／750～810mm

ランドリーキャビネット〔オープンタイプ〕
W650／750mm　※カラーは上記写真のみです。

ランドリーキャビネット〔間口調整付〕
W650～710／750～810mm

アッパーキャビネット〔本体用〕
W750／900／1,000／1,200mm

…おすすめの収納アイテム

W300mm
※カラーは上記写真のみです。

W150mm

ファンクション
ウォール
〔シンプルタイプ〕

W900mm

ファンクション
ウォール
〔収納タイプ〕

W900mm

タオル類などちょっとしたものを内干しできる
バーが付いたL型収納パック。たたんだ衣類な
ども置ける棚が便利です。

内干しも考えたタイプもおすすめ

トールキャビネット
〔姿見タイプ〕

トールキャビネット
〔鏡扉タイプ〕

L型収納パック
〔トール収納タイプ〕

W1,305～1,705mm

L型収納パック
〔パネルタイプ〕

W960～1,360mm

タオル タオル掛け

タオル掛け

タオル掛け

タオル

洗濯アイテム 洗面アイテム

洗濯アイテム

洗濯アイテム 洗面アイテム 洗面アイテム

洗面アイテム 洗面アイテム

洗濯アイテム 洗面アイテム

洗濯アイテム

洗濯アイテム

洗濯アイテム 洗濯アイテム

洗面化粧台横・正面壁

洗面化粧台上/洗濯機上

洗濯アイテム

FW1
（ホワイト）

FW2
（オフホワイト）

FW3
（ベージュ）

エコカラット
カラーバリエーション

※ 素材・加飾・焼きむら・混合
などにより特有の色幅を
もつ商品です。

※ 上記写真はオプションのタオルバー
（BB-LCW-BT）を装着しています。

※上記写真はオプションの棚板（BB-LCW-T130/W）を1枚装着しています。

タオル タオル掛け

洗濯アイテム 洗面アイテム タオル

洗濯アイテム 洗面アイテム タオル
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■扉カラー 

クリエダーク（LD2）

システムキッチン洗面化粧台 室内建具・床 システムバスルーム トイレ手洗 システム収納 内装・外装床タイル 玄関ドア

LIXIL共通のベーシックな木目色「クリエカラー」

LP2〈クリエペール〉 LM2〈クリエモカ〉 LD2〈クリエダーク〉

クリエカラー ラインアップ商品

クリエカラー コーディネート

扉カラー＆カウンターカラー バリエーション

パステルピンク（HP2）

※側板は、全て白色です。

ハイグレード ［材質：オレフィンシート］

カームウッドライト（DL2）カームウッドダーク（DD2） カームウッドミドル（DM2）

落ち着いた色合いの鏡面木目シリーズ。高級感のある洗面化粧室を演出します。
取手：金属製メッキ

ミドルグレード

グロスホワイト（YS2）

クリエペール（LP2） クリエラスク（LL2） クリエモカ（LM2）

木目調 ［材質：オレフィンシート］
クリエカラーは空間との相性がいい木目柄。LIXIL住宅設備機器・インテリア建材と同色のコーディネートが可能です。

鏡面仕上げ［材質：DAP化粧板］
親しみやすいライトカラーで明るいイメージの洗面室コーディネートが可能です。

ライトベージュ（HV2）ミントグリーン（HF2）

取手：金属製シルバー塗装

スタンダード ［材質：ウレタンコート紙］ ■カウンターカラー

ホワイト（VP2）

清潔感のある洗面化粧室を演出します。

プレーンネオホワイト（H）

取手：金属製シルバー塗装
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バスルームコーディネート

SOFT

HARD

N A T U R A L
明るく穏やかなイメージ

E L E G A N T
やわらかく優しいイメージ

C H I C
落 ち 着 い た イ メ ー ジ

S T Y L I S H
クリアで爽やかなイメージ

B A S I C T R E N D Y

クリエモカクリエモカクリエダークウォールナットカームウッド
ダーク

組石グレー

クリエペール

チェリー

組石ベージュ

ウッドグレイン
ライト

フラワーシーン

組石ベージュクリエペール クリエラスク

カームウッド
ライト

ライトベージュ

カームウッド
ミドル

ホワイトEBホワイト

パステルピンク

ミントグリーンミントグリーングロスホワイトストーンモザイク
ダーク

LIXILのシステムバスルーム「リモア」との組み合わせで、トータルコーディネート。
4つのインテリアテイストから、統一感のあるカラーをお選びいただけます。
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※「エルシィ」は受注後約3日（3営業日）の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）
2016年6月発売品　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付

朝の爽やかな光の中で身支度を。
朝はゆっくりと心地よい光の中で身支度をする。

洗面空間に陽光がたっぷりと入る大きな窓がポイントです。

●空間プラン

1,200450

写真セット間口 1,650mm
［本体間口：1,200㎜］

品名 品番 定価
化粧台本体（フルスライドタイプ） LCYFH-1205JFY-A／DD2H 355,000円
体重計収納 BB-LCY-HM 23,000円
ミラーキャビネット MLCY-1203TXEU 151,000円

小計　529,000円
トールキャビネット LCYS-455DT-A／DD2 119,000円

写真セット価格　648,000円

寒冷地用化粧台 LCYFH-1205JFYN-A／DD2H 357,000円

寒冷地用セット価格　650,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： カームウッドダーク／DD2H
水栓 ： 即湯タッチレス水栓
ミラー ： 3面鏡（LEDライン照明・全収納）

1,200

450

1,650

1,900
800

140

500

2016年6月発売品28



入浴後ものんびりする、ゆとりのひとときに。
入浴後も本を読んだり音楽を楽しんだりする

バスコートと洗面空間をひとつにしたプランです。

900 450300

写真セット間口 1,730mm
［本体間口：900㎜］ 品名 品番 定価

化粧台本体（フルスライドタイプ） LCYFH-905SFY-A／DL2H 271,000円
ミラーキャビネット MLCY-903KXEU 144,000円

小計　415,000円
トールキャビネット LCYS-305DSL-A／DL2 124,000円
トールキャビネット LCYS-455HWR-A／DL2 128,000円
アッパーキャビネット LCYU-305C／DL2 27,000円
アッパーキャビネット LCYU-905C／DL2 52,000円
アッパーキャビネット LCYU-455C／DL2 32,000円
フィラー LCWF-8U/W（2ヶ） 7,500円×2
フィラー LCWF-8S/W（2ヶ） 8,500円×2

写真セット価格　810,000円

寒冷地用化粧台 LCYFH-905SFYN-A／DL2H 273,000円

寒冷地用セット価格　812,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： カームウッドライト／DL2H
水栓 ： 即湯シングルレバーシャワー水栓
ミラー ： 3面鏡（LEDライン照明・スマートポケット付全収納）

900
300

1,730

800

450

1,900
2,300

400

40

490

40
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※「エルシィ」は受注後約3日（3営業日）の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）
2016年6月発売品　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付

家事は、効率良くテキパキと。
洗面横の壁に2段の棚の付いたキャビネットを設置。

洗濯に使いたいものをサッと取れ、流れるように作業ができます。

●空間プラン

写真セット間口 2,150mm
［本体間口：900㎜］

900 1,000250

品名 品番 定価
化粧台本体（フルスライドタイプ） LCYFH-905SY-A／LP2H 217,000円
ミラーキャビネット MLCY-903KXJU 129,000円

小計　346,000円
トールキャビネット LCYS-255HT-A／LP2 94,000円
ランドリーキャビネット LCVKO-752 30,000円
L型収納パック LCWS-2517S 113,000円
L型用棚板 BB-LCW-T130／W 15,000円
アッパーキャビネット LCYU-905W／LP2 109,000円
アッパーキャビネット LCYU-255C／LP2 23,000円
アッパーキャビネット LCYU-1005C／LP2 56,000円

セット価格　786,000円

寒冷地用化粧台 LCYFH-905SYN-A／LP2H 219,000円

寒冷地用セット価格　788,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： クリエペール／LP2H
水栓 ： シングルレバーシャワー水栓
ミラー ： 3面鏡（LED照明・スマートポケット付全収納）

900

1,0002,150 1,690490

500

271

1,900
2,300

1,900

800

400

250
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洗う、干す、たたむをひとつの空間に。
ランドリーと、バルコニー、そしてクローゼットを接続。

洗う、干す、たたむ、しまう、をひとつの空間にまとめました。

写真セット間口 1,000mm
［本体間口：1,000㎜］

1,000

品名 品番 定価
化粧台本体（引出タイプ） LCYH-1005JFY-A／YS2H 276,000円
ミラーキャビネット MLCY-1003KXEU 152,000円

セット価格　428,000円

寒冷地用化粧台 LCYH-1005JFYN-A／YS2H 278,000円

寒冷地用セット価格　430,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： グロスホワイト／YS2H
水栓 ： 即湯タッチレス水栓
ミラー ： 3面鏡（LEDライン照明・スマートポケット付全収納）

140
1,000

1,900

500

800
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※「エルシィ」は受注後約3日（3営業日）の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）
2016年6月発売品　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付

水まわりをまとめてひとつに。
洗面脱衣室にトイレを加え、水まわりを集中させました。

移動が軽減できるプランです。

おすすめリフォームプラン①
900

900

写真セット間口 900mm
［本体間口：900㎜］

品名 品番 定価
化粧台本体（引出タイプ） LCYH-905JFY-A／LD2H 251,000円
ミラーキャビネット MLCY-903TXJU 113,000円

セット価格　364,000円

寒冷地用化粧台 LCYH-905JFYN-A／LD2H 253,000円

寒冷地用セット価格366,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： クリエダーク／LD2H
水栓 ： 即湯タッチレス水栓
ミラー ： 3面鏡（LED照明・全収納）

900

1,900

500

800

170

Before

After
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0.75坪でも家事をスムーズに。
奥行5 0 0mmのL . C .だから、0 . 7 5坪の洗面室でも

テキパキと作業が行えるスペースを確保できます。

対面収納側間口900mm

おすすめリフォームプラン②

75
0

900

900

写真セット間口 1,690mm
［本体間口：900㎜］

品名 品番 定価
化粧台本体（フルスライドタイプ） LCYFH-905SY-A／HF2H 217,000円
ミラーキャビネット MLCY-903TXJU 113,000円

小計　330,000円
ランドリーキャビネット LCYK-752FL／HF2 49,000円
アッパーキャビネット LCYU-905W／HF2 109,000円
アッパーキャビネット LCYU-755FL／HF2 59,000円

セット価格　547,000円

寒冷地用化粧台 LCYFH-905SYN-A／HF2H 219,000円

寒冷地用セット価格　549,000円

対面収納（セット寸法 ： 900×200×1,900mm）
ファンクションウォール LCWS-902W／FW1 155,000円
バスタオルバー BS-LCW-BT 10,000円

165,000円
カウンターカラー：プレーンネオホワイト
扉カラー ： ミントグリーン／HF2H
水栓 ： シングルレバーシャワー水栓
ミラー ： 3面鏡（LED照明・全収納）

790

900
1,690

1,900
2,300

800

500

490

400

Before After

745mm
以上
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※「エルシィ」は受注後約3日（3営業日）の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）
2016年6月発売品　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付

おすすめリフォームプラン④

窓をそのままに、棚ユニットと
トールキャビネットで収納をたっぷり。

おすすめリフォームプラン③

窓の下のデッドスペースを活用し、
収納量をアップ。

棚ユニット
ミラーキャビネットなしでも棚ユニットで対
応。小物などが置けて便利です。

写真セット間口 1,050mm
［本体間口：750㎜］

写真セット間口 900mm
［本体間口：750㎜］

品名 品番 定価
化粧台本体（引出タイプ） LCYH-755SY-A／HP2H 180,000円
棚ユニット BB-TUY（750） 21,000円

小計　201,000円
トールキャビネット LCYS-155MR-A／HP2 110,000円

セット価格　311,000円

寒冷地用化粧台 LCYH-755SYN-A／HP2H 182,000円

寒冷地用セット価格　313,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： パステルピンク／HP2H
水栓 ： シングルレバーシャワー水栓

品名 品番 定価
化粧台本体（扉タイプ） LCYN-755JY-A／HV2H 195,000円
ミラーキャビネット MLCY-753TXJU 108,000円

小計　303,000円
トールキャビネット（ミドル収納なし） LCYS-305HX-A／HV2 63,000円

セット価格　366,000円

寒冷地用化粧台 LCYN-755JYN-A／HV2H 197,000円

寒冷地用セット価格　368,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： ライトベージュ／HV2H
水栓 ： タッチレス水栓
ミラー ： 3面鏡（LED照明・全収納）

1,900

500

800

300

750

1,050

170

750

150
900

1,900

500
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800
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▼

▼
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おすすめリフォームプラン⑥

機能性を高めながら、
洗練されたデザイン空間に。

おすすめリフォームプラン⑤

限られたスペースでも
壁から壁にピッタリの
ワイドな洗面に。

写真セット間口 1,540mm
［本体間口：1,200㎜］

写真セット間口 1,180mm
［本体間口：1,000㎜］

品名 品番 定価
化粧台本体（フルスライドタイプ） LCYFH-1205JFY-A／LM2H 336,000円
ミラーキャビネット MLCY-1203TXEU 151,000円

小計　487,000円
トールキャビネット LCYS-305DWR-A／LM2 122,000円
フィラー LCWF-8S/W 8,500円

セット価格　617,500円

寒冷地用化粧台 LCYFH-755JFYN-A／LM2H 338,000円

寒冷地用セット価格　619,500円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： クリエモカ／LM2H
水栓 ： 即湯タッチレス水栓
ミラー ： 3面鏡（LEDライン照明・全収納）

品名 品番 定価
化粧台本体（フルスライドタイプ） LCYFH-1005JY-A／DM2H 286,000円
ミラーキャビネット MLCY-1003TXEU 136,000円

小計　422,000円
トールキャビネット LCYS-155ML-A／DM2 117,000円
フィラー LCWF-8S/W 8,500円

セット価格　547,500円

寒冷地用化粧台 LCYFH-1005JYN-A／DM2H 288,000円

寒冷地用セット価格　549,500円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： カームウッドミドル／DM2H
水栓 ： タッチレス水栓
ミラー ： 3面鏡（LEDライン照明・全収納）

1,900

800

150
1,000

1,180

30
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※「エルシィ」は受注後約3日（3営業日）の出荷となります。（一部注文生産品を除きます。）
2016年6月発売品　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付

●間口別おすすめセット

品名 品番 定価
化粧台本体（引出タイプ） LCYH-1205JFY-A／DD2H 326,000円
ミラーキャビネット MLCY-1203TXJU 136,000円

セット価格　462,000円

寒冷地用化粧台 LCYH-1205JFYN-A／DD2H 328,000円

寒冷地用セット価格　464,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： カームウッドダーク／DD2H
水栓 ： 即湯タッチレス水栓
ミラー ： 3面鏡（LED照明・全収納）

品名 品番 定価
化粧台本体（引出タイプ） LCYH-1005SFY-A／YS2H 251,000円
ミラーキャビネット MLCY-1001XJU 111,000円

セット価格　362,000円

寒冷地用化粧台 LCYH-1005SFYN-A／YS2H 253,000円

寒冷地用セット価格　364,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： グロスホワイト／YS2H
水栓 ： 即湯シングルレバーシャワー水栓
ミラー ： 1面鏡（LED照明）

写真セット間口 1,200mm

写真セット間口 1,000mm

70
1,000

1,900

500

800

1,200

1,900

500

800
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品名 品番 定価
化粧台本体（フルスライドタイプ） LCYFH-905SFY-A／LL2H 255,000円
ミラーキャビネット MLCY-903TXJU 113,000円

セット価格　368,000円

寒冷地用化粧台 LCYFH-905SFYN-A／LL2H 257,000円

寒冷地用セット価格　370,000円
カウンターカラー ： プレーンネオホワイト
扉カラー ： クリエラスク／LL2H
水栓 ： 即湯シングルレバーシャワー水栓
ミラー ： 3面鏡（LED照明・全収納）

品名 品番 定価
化粧台本体（扉タイプ） LCYN-755SFY-A／VP2H 192,000円
ミラーキャビネット MLCY-751XJU 98,000円

セット価格　290,000円

寒冷地用化粧台 LCYN-755SFYN-A／VP2H 194,000円

寒冷地用セット価格　292,000円
カウンターカラー：プレーンネオホワイト
扉カラー：ホワイト／VP2H
水栓：即湯シングルレバーシャワー水栓
ミラー ： 1面鏡（LED照明）

写真セット間口 900mm

写真セット間口 750mm

70
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1,900

500

800
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1,900
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1. 間口サイズを選ぶ基本プランセット 2. ベースキャビネットの
 収納タイプを選ぶ

3. 水栓の種類を選ぶ

□ 間口 ： 750㎜

基本プラン ¥313,000
（価格帯※1 ¥235,000~¥459,200）

□ 間口 ： 900㎜

基本プラン ¥326,000
（価格帯※1¥248,000~¥472,200）

□ 間口 ： 1,000㎜

基本プラン ¥359,000
（価格帯※1¥289,000~¥508,200）

□ 間口 ： 1,200㎜

基本プラン ¥405,000
（価格帯※1¥333,000~¥554,200）

プランニングガイド
基本プランをもとに、お好みに合わせてパーツを選び、
暮らしにピッタリの洗面化粧台をプランニングしてください。
（詳しいプランニング、価格につきましては、お近くのLIXILショールームへお気軽にご相談ください。）

□ シングルレバーシャワー水栓

□ 扉タイプ

□ フルスライドタイプ

手動タイプ

●お湯待ちなしで、
　すぐにお湯を出したい

即湯水栓

手動タイプ

▶P.19

□ 即湯 シングルレバーシャワー水栓

□ タッチレス水栓 ナビッシュ

自動タイプ

タッチレス水栓
ナビッシュ

●手をかざすだけで、
　水を出したい

▶P.18

タッチレス水栓 ナビッシュ

3面鏡LED照明（全収納）

引出タイプ

扉カラー：クリエダーク（LD2）

▶P.19

□ 即湯 タッチレス水栓 ナビッシュ

即湯水栓

自動タイプ

タッチレス水栓
ナビッシュ

●手をかざすだけで、
　すぐにお湯を出したい

▶P.18

□ 引出タイプ

※1 価格帯は2016年2月現在の最安値（一番安価な化粧台とミラーキャビネット（棚ユニットは除く）の組合せ）、
 最高値（一番高価な化粧台とミラーキャビネット、オプションの組合せ）で算出しております。
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4. 本体のオプションを選ぶ
 カウンター高さを選ぶ

5. 扉カラーを選ぶ 6. ミラーキャビネットを選ぶ その他

□ カウンター高さ750mm

□ カウンター高さ800mm

□ カウンター高さ850mm

□ ドア枠回避仕様

□ タオル掛□スタンダード

※体重計収納は高さ800mmのみの組み
合わせとなります

□ 体重計収納

カウンターカラー

ホワイト（VP2）

□ ハイグレード

カームウッドライト（DL2）

カームウッドダーク（DD2）

カームウッドミドル（DM2）

プレーンネオホワイト（H）

□ ミドルグレード

グロスホワイト（YS2）

クリエペール（LP2） クリエラスク（LL2）

クリエモカ（LM2） クリエダーク（LD2）

ライトベージュ（HV2）

ミントグリーン（HF2）

パステルピンク（HP2）

※ミラーキャビネットと組合せしない場合は、
必ず棚ユニットと組合せてください。

□ 棚ユニット

化粧台の引出部を引いた際、出入り口のド
ア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、
引出前板チリをひかえたドア枠回避仕様を
選べます。

■標準仕様
　引出タイプ：2㎜
　フルスライドタイプ：5㎜

洗面ボウル

引出し

■ドア枠回避仕様
　引出タイプ：壁から15㎜
　フルスライドタイプ：壁から15㎜

▼

ガンッ

カウンター高さは
3タイプから選べます。

□蛍光灯照明付き
3面鏡

□ LEDライン照明

3面鏡（全収納タイプ）

3面鏡（スマートポケット付全収納タイプ）

□ LED照明

3面鏡（全収納タイプ）

1面鏡

3面鏡（スマートポケット付全収納タイプ）

くもり止めコートのコーティング範囲です。

梁下や天井の低い場所でも設置できる
1,800㎜の3面鏡が選べます。鏡裏全収納
なので、小物がすっきり片付きます。
（間口750・900㎜に対応）

□ 全高1,800㎜サイズ

1,900mm 1,800mm

▼
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奥行き500㎜だから、ドア枠と干渉しないリフォームプランが可能。間口750
㎜の洗面化粧台しか置けなかった0.75坪でも窓やドアを生かしながら、空間
をムダにすることなく間口900㎜の洗面化粧台を設置できるので使いやすい
洗面室にリフォームできます。

正面に窓があるスペースでも、エルシィの収納アイテムを活かして、使い勝手の
よい洗面化粧室にリフォームできます。

0.75坪でも動作スペースが
ゆったりとれます。

狭小スペースで、ちょっとした
内干しもできます。

ミラーキャビネットなしでも棚ユニットで対応。
小物などが置けて便利です。

マンションリフォームでも
ピッタリ納まります。

L型収納は、空間にムダがなく、動きやす
く、収納たっぷりの効率的なプランを可能
にします。

梁下や天井の低い場所でも設置できる1,800㎜の3面鏡が選べます。鏡裏全
収納なので、小物がすっきり片付きます。
（間口750・900㎜に対応）

745mm
以上

L.C.はリフォームにも最適です。

狭いけど、大きな
洗面化粧台にしたい

既存の窓を
そのまま使いたい

収納たっぷりの
洗面室にしたい

梁があっても高機能な
洗面化粧台を設置したい

0.75坪
プラン

正面窓
プラン

家事効率
プラン

高さ対応
プラン

75
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900
900 1,000250

1,100
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2階の洗面化粧台など、
給湯配管がない場所でもお湯が使えます。

2階などでもお湯が使える、
便利でうれしいアイテム。

●電気温水器

本体セットに加え「ゆプラスユニットを別途ご注文ください。（▶P.50）

既存配管の変更なしで手軽にリフォームできます。

床（S）

壁
（P）

リフォームがスムーズにできる
アイテムが揃っています。

●排水リフォームキット（オプション） ●給水リフォームキット
  （オプション）

化粧台本体の底板は着脱式を
標準装備。さらに、けこみ高さ
が150㎜と、取付時の作業性
に優れています。

●床板着脱式
標準装備のマルチトラップは、
壁排水／床排水どちらにも対
応できる便利アイテムです。

●マルチトラップ
壁補強位置が変わっても、下地位置の変更なしで洗面化
粧台を簡単設置。工期短縮でコストも削減でき、施工もス
ムーズです。

●リフォームボード（オプション）

給水リフォームキット
BB-RKK ￥5,300
止水栓位置のズレを250㎜
まで対応可能。

排水位置のズレを底板下で
65～515㎜まで対応可能。

排水リフォームキット
BB-RKH ￥7,400

標準排水位置から既設排水
位置までの寸法を確認。

確認した寸法に沿って、横引
き管を切断。

アダプターを取り付け、横引
き管を接続し、洗面化粧台を
据え置いて排水トラップを接
続したら完成。

プッシュ式針、また
は壁裏センサー等
を用いて間柱、胴
縁、補強木の位置
を確認します。

リフォームボード
の下部を組立てま
す。

補強の位置に沿っ
てリフォームボード
を壁に固定します。

既存のものをあまり変えずに
手軽にリフォームしたい

給湯器につながなくても、
お湯を使いたい

リフォーム
アイテム
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2016年6月発売品　 寒冷地対応商品　 納期は受注後 約1週間　 納期は受注後 約2週間　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。

プレーンネオホワイト（H）

カウンター
カラー

□部材一覧 （一部注文生産品を除きます。）

当社受注日から約3日（3営業日）後に物流センターを出荷。お届日の目安は4～5営業日後です。（土日祝日、年末年始、夏期休業除く。）

タイプ 扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ

化粧台本体 750
500

1,060

800

750

1,060

800

500 750

800
1,060

500

※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、扉タイプのみの対
応です。本体セットに加
え「ゆプラスユニット（▶
P.50）」を別途ご注文くだ
さい。⊕￥89,900

引出スライド範囲：0～315mm
引出スライド範囲： 上段／0～320mm 

下段／0～370mm

一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様
即
湯
タ
ッ
チ

レ
ス
水
栓

品番 LCYN-755JFY-A LCYN-755JFYN-A LCYH-755JFY-A LCYH-755JFYN-A LCYFH-755JFY-A LCYFH-755JFYN-A
スタンダード ¥217,000 ¥219,000 ¥227,000 ¥229,000 ¥256,000 ¥258,000
ミドルグレード ¥233,000 ¥235,000 ¥243,000 ¥245,000 ¥272,000 ¥274,000
ハイグレード ¥249,000 ¥251,000 ¥258,000 ¥260,000 ¥288,000 ¥290,000

タ
ッ
チ
レ
ス

水
栓

品番 LCYN-755JY-A LCYN-755JYN-A LCYH-755JY-A LCYH-755JYN-A LCYFH-755JY-A LCYFH-755JYN-A
スタンダード ¥179,000 ¥181,000 ¥189,000 ¥191,000 ¥218,000 ¥220,000
ミドルグレード ¥195,000 ¥197,000 ¥205,000 ¥207,000 ¥234,000 ¥236,000
ハイグレード ¥211,000 ¥213,000 ¥220,000 ¥222,000 ¥250,000 ¥252,000

即
湯
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYN-755SFY-A LCYN-755SFYN-A LCYH-755SFY-A LCYH-755SFYN-A LCYFH-755SFY-A LCYFH-755SFYN-A
スタンダード ¥192,000 ¥194,000 ¥202,000 ¥204,000 ¥231,000 ¥233,000
ミドルグレード ¥208,000 ¥210,000 ¥218,000 ¥220,000 ¥247,000 ¥249,000
ハイグレード ¥224,000 ¥226,000 ¥233,000 ¥235,000 ¥263,000 ¥265,000

シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYN-755SY-A LCYN-755SYN-A LCYH-755SY-A LCYH-755SYN-A LCYFH-755SY-A LCYFH-755SYN-A
スタンダード ¥154,000 ¥156,000 ¥164,000 ¥166,000 ¥193,000 ¥195,000
ミドルグレード ¥170,000 ¥172,000 ¥180,000 ¥182,000 ¥209,000 ¥211,000
ハイグレード ¥186,000 ¥188,000 ¥195,000 ¥197,000 ¥225,000 ¥227,000

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様※ － 上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

カウンター高さ対応 【カウンター高さ850mm】上記化粧台本体品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【カウンター高さ750mm】上記化粧台本体品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。

体重計収納 上記化粧台本体品番で手配してください。別途、体重計収納「BB-LCY-HM」を手配してください。価格は￥23,000です。

照明 LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明
全高 全高1,900mm用 全高1,800mm用 全高1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納 全収納

ミラー
キャビネット

140750

916

750

916

140 170750

916

170750

916
115

70750

916

170750

816

幅750×奥行190×
高さ908(mm)

（コンセント3個・トレイ11個付）（コンセント3個・トレイ8個付）（コンセント3個・トレイ11個付）（コンセント3個・トレイ8個付）（コンセント2個・棚付）（コンセント3個・トレイ8個付）（コンセント2個・トレイ8個付）
品番 MLCY-753TXEU MLCY-753KXEU MLCY-753TXJU MLCY-753KXJU MLCY-751XJU MLCY-753TYJU MLCYE-753TXU
価格 ¥123,000 ¥139,000 ¥108,000 ¥124,000 ¥98,000 ¥108,000 ¥81,000

● ミラーキャビネットまたは
棚ユニットを必ずセットし
てください。

●カウンター高さ800mmのみの対応です。　●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。
●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。
●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。

アッパー
キャビネット

490750

400

ダウン機構付
490750

400

※プッシュラッチ扉

品番 LCYU-755C LCYU-755W
スタンダード ¥35,000 ¥98,000
ミドルグレード ¥40,000 ¥103,000
ハイグレード ¥45,000 ¥108,000

間口750mm

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。 　●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

●収納ラック積載荷重10㎏まで。
● 収納ラック昇降距離270mm下
方へ下がります。
● 取付条件は「住宅設備機器
総合カタログ」参照。

棚ユニット 112750

116

 ※コンセントなし

品番・価格 BB-TUY(750) ¥21,000

● 棚ユニットとミラーキャビネッ
トの併設はできません。

● 取付け・メンテナン
スのため上 部に
100mm以上の空間
が必要です。

● 取付け・メンテナン
スのため上 部に
30mm以上の空間
が必要です。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

● ミラー 外 観 は、
P.23参照。
● 照明用スイッチは
小型スイッチとなり
ます。

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「カウンター高さ対応」を組み合わせる場合の品番については、下記をご参照ください。

（例）LCYFH-755SY- A U GL
本体品番 ① ②

②ドア枠回避①カウンター高さ対応

※詳細はP.48参照。

● 取付け・メンテナン
スのため上 部に
30mm以上の空間
が必要です。
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扉カラー
バリエーション

ハイグレード ミドルグレード スタンダード

□部材一覧 （一部注文生産品を除きます。）

ホワイト（VP2）カームウッドミドル（DM2） カームウッドライト（DL2）カームウッドダーク（DD2） クリエペール（LP2） グロスホワイト（YS2）クリエラスク（LL2） クリエダーク（LD2）クリエモカ（LM2） ミントグリーン（HF2） ライトベージュ（HV2） パステルピンク（HP2）

タイプ 扉タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ

化粧台本体 500900

1,060

800

900

1,060

800

500

1,060
800

900
500

※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、扉・引出タイプのみ
の対応です。本体セットに
加え「ゆプラスユニット（▶
P.50）」を別途ご注文くだ
さい。⊕￥89,900

引出スライド範囲：0～315mm
引出スライド範囲： 上段／0～320mm 

下段／0～370mm

一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様
即
湯
タ
ッ
チ

レ
ス
水
栓

品番 LCYN-905JFY-A LCYN-905JFYN-A LCYH-905JFY-A LCYH-905JFYN-A LCYFH-905JFY-A LCYFH-905JFYN-A
スタンダード ¥225,000 ¥227,000 ¥234,000 ¥236,000 ¥264,000 ¥266,000
ミドルグレード ¥242,000 ¥244,000 ¥251,000 ¥253,000 ¥280,000 ¥282,000
ハイグレード ¥257,000 ¥259,000 ¥267,000 ¥269,000 ¥296,000 ¥298,000

タ
ッ
チ
レ
ス

水
栓

品番 LCYN-905JY-A LCYN-905JYN-A LCYH-905JY-A LCYH-905JYN-A LCYFH-905JY-A LCYFH-905JYN-A
スタンダード ¥187,000 ¥189,000 ¥196,000 ¥198,000 ¥226,000 ¥228,000
ミドルグレード ¥204,000 ¥206,000 ¥213,000 ¥215,000 ¥242,000 ¥244,000
ハイグレード ¥219,000 ¥221,000 ¥229,000 ¥231,000 ¥258,000 ¥260,000

即
湯
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYN-905SFY-A LCYN-905SFYN-A LCYH-905SFY-A LCYH-905SFYN-A LCYFH-905SFY-A LCYFH-905SFYN-A
スタンダード ¥200,000 ¥202,000 ¥209,000 ¥211,000 ¥239,000 ¥241,000
ミドルグレード ¥217,000 ¥219,000 ¥226,000 ¥228,000 ¥255,000 ¥257,000
ハイグレード ¥232,000 ¥234,000 ¥242,000 ¥244,000 ¥271,000 ¥273,000

シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYN-905SY-A LCYN-905SYN-A LCYH-905SY-A LCYH-905SYN-A LCYFH-905SY-A LCYFH-905SYN-A
スタンダード ¥162,000 ¥164,000 ¥171,000 ¥173,000 ¥201,000 ¥203,000
ミドルグレード ¥179,000 ¥181,000 ¥188,000 ¥190,000 ¥217,000 ¥219,000
ハイグレード ¥194,000 ¥196,000 ¥204,000 ¥206,000 ¥233,000 ¥235,000

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様※ － 上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

カウンター高さ対応 【カウンター高さ850mm】上記化粧台本体品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【カウンター高さ750mm】上記化粧台本体品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。

体重計収納 上記化粧台本体品番で手配してください。別途、体重計収納「BB-LCY-HM」を手配してください。価格は￥23,000です。

アッパー
キャビネット

490900

400

ダウン機構付
490900

400

※プッシュラッチ扉

品番 LCYU-905C LCYU-905W
スタンダード ¥40,000 ¥103,000
ミドルグレード ¥46,000 ¥109,000
ハイグレード ¥52,000 ¥115,000

間口900mm

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。 　●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

●収納ラック積載荷重10㎏まで。
● 収納ラック昇降距離270mm下
方へ下がります。
● 取付条件は「住宅設備機器
総合カタログ」参照。

● ミラーキャビネットまたは
棚ユニットを必ずセットし
てください。

照明 LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明
全高 全高1,900mm用 全高1,800mm用 全高1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納 全収納

ミラー
キャビネット

900

916

140 900

916

140 170900

916

170900

916

115

900

916

70 170900

816

幅900×奥行190×
高さ908(mm)

（コンセント3個・トレイ16個付）（コンセント3個・トレイ12個付）（コンセント3個・トレイ16個付）（コンセント3個・トレイ12個付）（コンセント2個・棚付） （コンセント3個・トレイ12個付）（コンセント2個・トレイ12個付）
品番 MLCY-903TXEU MLCY-903KXEU MLCY-903TXJU MLCY-903KXJU MLCY-901XJU MLCY-903TYJU MLCYE-903TXU
価格 ¥128,000 ¥144,000 ¥113,000 ¥129,000 ¥104,000 ¥113,000 ¥86,000

棚ユニット 112900

116

 ※コンセントなし

品番・価格 BB-TUY(900) ¥25,000

● 棚ユニットとミラーキャビネッ
トの併設はできません。

● 取付け・メンテナン
スのため上 部に
100mm以上の空間
が必要です。

● 取付け・メンテナン
スのため上 部に
30mm以上の空間
が必要です。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「カウンター高さ対応」を組み合わせる場合の品番については、下記をご参照ください。

（例）LCYFH-755SY- A U GL
本体品番 ① ②

②ドア枠回避①カウンター高さ対応

※詳細はP.48参照。

● 取付け・メンテナン
スのため上 部に
30mm以上の空間
が必要です。

● ミラー 外 観 は、
P.23参照。
● 照明用スイッチは
小型スイッチとなり
ます。

●カウンター高さ800mmのみの対応です。　●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。
●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。
●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。
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2016年6月発売品　 寒冷地対応商品　 納期は受注後 約1週間　 納期は受注後 約2週間　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。

プレーンネオホワイト（H）

カウンター
カラー

□部材一覧 （一部注文生産品を除きます。）

当社受注日から約3日（3営業日）後に物流センターを出荷。お届日の目安は4～5営業日後です。（土日祝日、年末年始、夏期休業除く。）

タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ

化粧台本体 1,000

1,060

800

500 1,000

1,060
800

500

※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、引出タイプのみの
対応です。本体セットに加
え「ゆプラスユニット（▶
P.50）」を別途ご注文くだ
さい。⊕￥89,900　

引出スライド範囲：0～315mm
引出スライド範囲： 上段／0～320mm 

下段／0～370mm

一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様
即
湯
タ
ッ
チ

レ
ス
水
栓

品番 LCYH-1005JFY-A LCYH-1005JFYN-A LCYFH-1005JFY-A LCYFH-1005JFYN-A
スタンダード ¥258,000 ¥260,000 ¥288,000 ¥290,000
ミドルグレード ¥276,000 ¥278,000 ¥306,000 ¥308,000
ハイグレード ¥294,000 ¥296,000 ¥324,000 ¥326,000

タ
ッ
チ
レ
ス

水
栓

品番 LCYH-1005JY-A LCYH-1005JYN-A LCYFH-1005JY-A LCYFH-1005JYN-A
スタンダード ¥220,000 ¥222,000 ¥250,000 ¥252,000
ミドルグレード ¥238,000 ¥240,000 ¥268,000 ¥270,000
ハイグレード ¥256,000 ¥258,000 ¥286,000 ¥288,000

即
湯
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYH-1005SFY-A LCYH-1005SFYN-A LCYFH-1005SFY-A LCYFH-1005SFYN-A
スタンダード ¥233,000 ¥235,000 ¥263,000 ¥265,000
ミドルグレード ¥251,000 ¥253,000 ¥281,000 ¥283,000
ハイグレード ¥269,000 ¥271,000 ¥299,000 ¥301,000

シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYH-1005SY-A LCYH-1005SYN-A LCYFH-1005SY-A LCYFH-1005SYN-A
スタンダード ¥195,000 ¥197,000 ¥225,000 ¥227,000
ミドルグレード ¥213,000 ¥215,000 ¥243,000 ¥245,000
ハイグレード ¥231,000 ¥233,000 ¥261,000 ¥263,000

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様※ 上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

カウンター高さ対応 【カウンター高さ850mm】上記化粧台本体品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【カウンター高さ750mm】上記化粧台本体品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。

体重計収納 上記化粧台本体品番で手配してください。別途、体重計収納「BB-LCY-HM」を手配してください。価格は￥23,000です。

● ミラーキャビネットまたは
棚ユニットを必ずセットし
てください。

アッパー
キャビネット

4901,000

400

※プッシュラッチ扉

品番 LCYU-1005C
スタンダード ¥47,000
ミドルグレード ¥56,000
ハイグレード ¥62,000

間口1,000mm

照明 LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明
全高 全高1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納

ミラー
キャビネット

1,000

916

140 1,000

916

140 1701,000

916

1701,000

916

115

1,000

916

70

幅1,000×奥行190×
高さ908(mm)

（コンセント3個・トレイ15個付）（コンセント3個・トレイ12個付）（コンセント3個・トレイ15個付）（コンセント3個・トレイ12個付） （コンセント2個・棚付） （コンセント2個・トレイ12個付）
品番 MLCY-1003TXEU MLCY-1003KXEU MLCY-1003TXJU MLCY-1003KXJU MLCY-1001XJU MLCYE-1003TXU
価格 ¥136,000 ¥152,000 ¥121,000 ¥137,000 ¥111,000 ¥94,000

棚ユニット 1121,000

116

 ※コンセントなし

品番・価格 BB-TUY(1000) ¥29,000

● 棚ユニットとミラーキャビネッ
トの併設はできません。

● 取付け・メンテナンスのた
め上部に100mm以上の
空間が必要です。

● 取付け・メンテナンスのた
め上部に30mm以上の
空間が必要です。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。 　●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「カウンター高さ対応」を組み合わせる場合の品番については、下記をご参照ください。

（例）LCYFH-755SY- A U GL
本体品番 ① ②

②ドア枠回避①カウンター高さ対応

※詳細はP.48参照。

● 取付け・メンテナンスのた
め上部に30mm以上の
空間が必要です。

● ミラー外観は、P.23参
照。
● 照明用スイッチは小
型スイッチとなります。

●カウンター高さ800mmのみの対応です。　●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。
●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。
●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。
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扉カラー
バリエーション

ハイグレード ミドルグレード スタンダード

□部材一覧 （一部注文生産品を除きます。）

ホワイト（VP2）カームウッドミドル（DM2） カームウッドライト（DL2）カームウッドダーク（DD2） クリエペール（LP2） グロスホワイト（YS2）クリエラスク（LL2） クリエダーク（LD2）クリエモカ（LM2） ミントグリーン（HF2） ライトベージュ（HV2） パステルピンク（HP2）

タイプ 引出タイプ フルスライドタイプ

化粧台本体 1,200

1,060
800

500 1,200

1,060 800

500

※ ゆプラス（電気温水器仕
様）は、引出タイプのみの
対応です。本体セットに加
え「ゆプラスユニット（▶
P.50）」を別途ご注文くだ
さい。⊕￥89,900

引出スライド範囲：0～315mm
引出スライド範囲： 上段／0～320mm 

下段／0～370mm

一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様
即
湯
タ
ッ
チ

レ
ス
水
栓

品番 LCYH-1205JFY-A LCYH-1205JFYN-A LCYFH-1205JFY-A LCYFH-1205JFYN-A
スタンダード ¥287,000 ¥289,000 ¥316,000 ¥318,000
ミドルグレード ¥307,000 ¥309,000 ¥336,000 ¥338,000
ハイグレード ¥326,000 ¥328,000 ¥355,000 ¥357,000

タ
ッ
チ
レ
ス

水
栓

品番 LCYH-1205JY-A LCYH-1205JYN-A LCYFH-1205JY-A LCYFH-1205JYN-A
スタンダード ¥249,000 ¥251,000 ¥278,000 ¥280,000
ミドルグレード ¥269,000 ¥271,000 ¥298,000 ¥300,000
ハイグレード ¥288,000 ¥290,000 ¥317,000 ¥319,000

即
湯
シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYH-1205SFY-A LCYH-1205SFYN-A LCYFH-1205SFY-A LCYFH-1205SFYN-A
スタンダード ¥262,000 ¥264,000 ¥291,000 ¥293,000
ミドルグレード ¥282,000 ¥284,000 ¥311,000 ¥313,000
ハイグレード ¥301,000 ¥303,000 ¥330,000 ¥332,000

シ
ン
グ
ル
レ
バ
ー

シ
ャ
ワ
ー
水
栓

品番 LCYH-1205SY-A LCYH-1205SYN-A LCYFH-1205SY-A LCYFH-1205SYN-A
スタンダード ¥224,000 ¥226,000 ¥253,000 ¥255,000
ミドルグレード ¥244,000 ¥246,000 ¥273,000 ¥275,000
ハイグレード ¥263,000 ¥265,000 ¥292,000 ¥294,000

オ
プ
シ
ョ
ン
仕
様

ドア枠回避仕様※ 上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。
価格は、標準と同価格です。

カウンター高さ対応 【カウンター高さ850mm】上記化粧台本体品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は⊕￥3,200です。
【カウンター高さ750mm】上記化粧台本体品番末尾に「-D」をつけて手配してください。価格は標準と同価格です。

体重計収納 上記化粧台本体品番で手配してください。別途、体重計収納「BB-LCY-HM」を手配してください。価格は￥23,000です。

棚ユニット 1121,200

116

 ※コンセントなし

品番・価格 BB-TUY(1200) ¥34,000

● 棚ユニットとミラーキャビネッ
トの併設はできません。

照明 LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明
全高 全高1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納

ミラー
キャビネット

1,200

916

140 1,200

916

140 1701,200

916

1701,200

916

115

1,200

916

70

幅1,200×奥行190×
高さ908(mm)

（コンセント3個・トレイ15個付）（コンセント3個・トレイ12個付）（コンセント3個・トレイ15個付）（コンセント3個・トレイ12個付） （コンセント2個・棚付） （コンセント2個・トレイ12個付）
品番 MLCY-1203TXEU MLCY-1203KXEU MLCY-1203TXJU MLCY-1203KXJU MLCY-1201XJU MLCYE-1203TXU
価格 ¥151,000 ¥167,000 ¥136,000 ¥152,000 ¥127,000 ¥109,000

アッパー
キャビネット

4901,200

400

※プッシュラッチ扉

品番 LCYU-1205C
スタンダード ¥53,000
ミドルグレード ¥62,000
ハイグレード ¥68,000

間口1,200mm

● ミラーキャビネットまたは
棚ユニットを必ずセットし
てください。

● 取付け・メンテナンスのた
め上部に100mm以上の
空間が必要です。

● 取付け・メンテナンスのた
め上部に30mm以上の
空間が必要です。

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。価格は同価格です。 　●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「カウンター高さ対応」を組み合わせる場合の品番については、下記をご参照ください。

（例）LCYFH-755SY- A U GL
本体品番 ① ②

②ドア枠回避①カウンター高さ対応

※詳細はP.48参照。

● 取付け・メンテナンスのた
め上部に30mm以上の
空間が必要です。

● ミラー外観は、P.23参
照。
● 照明用スイッチは小
型スイッチとなります。

●カウンター高さ800mmのみの対応です。　●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。
●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。
●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。
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納期は受注後 約1週間　 納期は受注後 約2週間　 ご購入の前にご確認ください。

□部材一覧 （一部注文生産品を除きます。）

プレーンネオホワイト（H）

カウンター
カラー

当社受注日から約3日（3営業日）後に物流センターを出荷。お届日の目安は4～5営業日後です。（土日祝日、年末年始、夏期休業除く。）

間口 150mm 250mm 300mm 450mm

アッパー
キャビネット 490

150

400

490
250

400

490
300

400

450
490

400

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉

※L・R兼用
※プッシュラッチ扉

品番 LCYU-155C LCYU-255C LCYU-305C LCYU-455C
スタンダード ¥19,000 ¥21,000 ¥23,000 ¥26,000
ミドルグレード ¥21,000 ¥23,000 ¥25,000 ¥30,000
ハイグレード ¥23,000 ¥25,000 ¥27,000 ¥32,000

タイプ 鏡扉タイプ 姿見タイプ

トール
キャビネット

1,900

490 150
500

300

1,900

※図はLタイプ

（棚板2枚付）
引出スライド範囲：0～400mm （棚板2枚付・アミカゴ3個付）

品番 LCYS-155ML(R)-A LCYS-305ML(R)-A
スタンダード ¥105,000

¥100,000ミドルグレード ¥110,000
ハイグレード ¥117,000

タイプ シンプルタイプ 収納タイプ フェイスタオルバー

ファンクション
ウォール

900

1,900

25
900

1,900

200

150
370

52

BS-LCW-FT
¥7,000

バスタオルバー

150700

52（フェイスタオルバー1本、
バスタオルバー1本付）

品番 LCWS-900WE LCWS-902W BS-LCW-BT
価格 ¥98,000 ¥155,000 ¥10,000

間口 900mm

● 取付条件は「住宅設備機
器総合カタログ」参照。
● バスタオルバー・フェ
イスタオルバーは別
途手配です。

● トールキャビネットの高
さ対応については下記 
「■ トールキャビネット高さ
対応」をご参照ください。

※図はLタイプ

間口 150mm 300mm

上部収納 下部収納
扉タイプ
（扉2段）

引出1段タイプ
（扉1段付）

引出2段タイプ
（扉1段付）

ミドル収納タイプ
（下部カウンター付）

ミドル収納なしタイプ
（下部カウンター付） 引出タイプ ランドリー収納タイプ

トール
キャビネット

1,900

490

1,900

490

1,900

490

750

490
840

230

750

490
1,900

490

1,900

490

間口 250mm/300mm/450mm

上部収納 扉タイプ
（扉2段）

引出1段タイプ
（扉1段付）

引出2段タイプ
（扉1段付）

ミドル収納タイプ
（下部カウンター付）

ミドル収納なしタイプ
（下部カウンター付）

下部収納 引出タイプ ランドリー収納タイプ 引出タイプ ランドリー収納タイプ 引出タイプ ランドリー収納タイプ 引出タイプ ランドリー収納タイプ 引出タイプ ランドリー収納タイプ

間口
250mm

品番 LCYS-255HT-A － LCYS-255HSL（R）-A － LCYS-255HWL(R)-A － LCYS-255HK-A － LCYS-255HX-A －
スタンダード ¥84,000 － ¥96,000 － ¥102,000 － ¥88,000 － ¥55,000 －
ミドルグレード ¥94,000 － ¥106,000 － ¥112,000 － ¥98,000 － ¥60,000 －
ハイグレード ¥102,000 － ¥114,000 － ¥120,000 － ¥106,000 － ¥64,000 －

間口
300mm

品番 LCYS-305HT-A LCYS-305DT-A LCYS-305HSL(R)-A LCYS-305DSL(R)-A LCYS-305HWL(R)-A LCYS-305DWL(R)-A LCYS-305HK-A LCYS-305DK-A LCYS-305HX-A LCYS-305DX-A
スタンダード ¥85,000 ¥94,000 ¥97,000 ¥106,000 ¥103,000 ¥112,000 ¥93,000 ¥102,000 ¥58,000 ¥67,000
ミドルグレード ¥95,000 ¥104,000 ¥107,000 ¥116,000 ¥113,000 ¥122,000 ¥103,000 ¥112,000 ¥63,000 ¥72,000
ハイグレード ¥103,000 ¥112,000 ¥115,000 ¥124,000 ¥121,000 ¥130,000 ¥111,000 ¥120,000 ¥67,000 ¥76,000

間口
450mm

品番 LCYS-455HT-A LCYS-455DT-A LCYS-455HSL(R)-A LCYS-455DSL(R)-A LCYS-455HWL(R)-A LCYS-455DWL(R)-A LCYS-455HK-A LCYS-455DK-A LCYS-455HX-A LCYS-455DX-A
スタンダード ¥92,000 ¥101,000 ¥104,000 ¥113,000 ¥110,000 ¥119,000 ¥100,000 ¥109,000 ¥62,000 ¥71,000
ミドルグレード ¥103,000 ¥112,000 ¥115,000 ¥123,000 ¥121,000 ¥129,000 ¥111,000 ¥120,000 ¥67,000 ¥76,000
ハイグレード ¥110,000 ¥119,000 ¥122,000 ¥131,000 ¥128,000 ¥137,000 ¥118,000 ¥127,000 ¥71,000 ¥80,000

● 間口250mmは対応
できません。

※図は間口300mmタイプ
※L・R兼用
（棚板2枚付）

■ トールキャビネット（アレンジ収納）　 収納物に合わせて上部5タイプ、下部2タイプから組み合わせが可能です。

※図は間口300mmタイプ
引出スライド範囲：0～420mm

※図は間口300mmタイプ
※図はLタイプ
（棚板2枚付）

引出スライド範囲：0～315mm

※図は間口300mmタイプ
※図はLタイプ
（棚板2枚付）

引出スライド範囲：0～315mm

※図は間口300mmタイプ
※L・R兼用
（棚板2枚付）

※図は間口300mmタイプ ※図は間口300mmタイプ
引出スライド範囲：0～315mm

●トールキャビネットはドア枠など引出が干渉する場合はフィラーをご選定ください。（▶P.47）
●トールキャビネット（姿見タイプ）を化粧台本体の隣りに設置する場合は外開きとなるようご選定ください。
●トールキャビネット（姿見タイプ）が壁に隣接し扉の吊り元が壁側になる場合は、製品と壁の間にフィラーを設置してください。（扉と壁が干渉し、内部の引出カゴが引き出せなくなる場合があります）

■ トールキャビネット　 高さ対応
カウンター高さ750mm：
上記化粧台本体品番末尾に「D」をつけて手配してください。（末尾が「-AD」になります。）
価格は同価格です。

カウンター高さ850mm：
上記化粧台本体品番末尾に「U」をつけて手配してください。（末尾が「-AU」になります。）
価格は鏡扉タイプは⊕￥3,200、姿見タイプは⊕￥3,000です。

46



□部材一覧 （一部注文生産品を除きます。）

扉カラー
バリエーション

ハイグレード ミドルグレード スタンダード

ホワイト（VP2）カームウッドミドル（DM2） カームウッドライト（DL2）カームウッドダーク（DD2） クリエペール（LP2） グロスホワイト（YS2）クリエラスク（LL2） クリエダーク（LD2）クリエモカ（LM2） ミントグリーン（HF2） ライトベージュ（HV2） パステルピンク（HP2）

間口 650～710mm 750～810mm

間口 650～710mm 650mm 750～810mm 750mm

アッパー
キャビネット
間口調整付

325
490

400

650～710
375 490

400

750～810

※プッシュラッチ扉 ※プッシュラッチ扉
※図はLタイプ ※図はLタイプ

品番 LCYU-655FL(R) LCYU-755FL(R)
スタンダード ¥53,000 ¥54,000
ミドルグレード ¥58,000 ¥59,000
ハイグレード ¥62,000 ¥64,000

タイプ 間口調整付 オープンタイプ 間口調整付 オープンタイプ

ランドリー
キャビネット 650～710 225

400

※図はLタイプ

650 208

400

225750～810

400

※図はLタイプ

208750

400

※プッシュラッチ扉
（棚板1枚付）

※プッシュラッチ扉
（棚板1枚付）

品番 LCYK-652FL(R) LCVKO-652 LCYK-752FL(R) LCVKO-752
スタンダード ¥44,000

¥29,000
¥45,000

¥30,000ミドルグレード ¥48,000 ¥49,000
ハイグレード ¥52,000 ¥53,000

タイプ L型用棚板 エンドパネル

オプション

900～
1,300

250

30

505

1,060

30

棚板調整範囲：900～1,300mm
ミラーキャビネット用：30×505×1,060（mm）
棚ユニット用：30×505×1,105（mm）

BB-LCW-T130 / W 〔ミラーキャビネット用〕 LCWE-035 / W
¥16,000

¥15,000
〔棚ユニット用〕 LCWE-035T / W

¥16,000

間口 960～1,360mm 1,305～1,705mm 間口 間口375mm

L型収納パック
960～1,360

1,900

250 1,305～1,705

1,900

275

カウンター調整範囲：900～1,300mm
※L・R兼用（棚板2枚付）

カウンター調整範囲：900～1,300mm

品番 LCWS-2513SE LCWS-2517S
価格 ¥58,000 ¥113,000

対面収納
キャビネット

375

1,900

275

※L・R兼用
（棚板2枚付）

品番 LCWS-372SA（棚板ダボ穴あり）
LCVS-372SAN（棚板ダボ穴なし）

価格 ¥84,000

●カウンターは位置が固定です。 ●カウンターは位置が固定です。

間口 間口750mm

対面収納
キャビネット 275 750

800

（棚板2枚付）

品番 LCVB-752SA

価格 ¥82,000

● バー側の側板は壁面に
固定してください。

● L型用棚板と組み合わせ
る場合は、（棚板ダボ穴
あり）を選定ください。

タイプ アッパーキャビネット用トールキャビネット用
トールキャビネットの
ベース（下部）用

トールキャビネットの
ミドル（上部）用

ミドルキャビネット・
ランドリーキャビネット
（オープンタイプ）用

フィラー

20～75

473

400

20～75473

1,947

20～75460

811
20～75

208

840 20～75

208

400

間口調整範囲 20～75mm

品番 LCWF-8U / W LCWF-8S / W LCYF-8S(B) /W LCYF-8S(K) /W LCWF-8K / W
価格 ¥7,500 ¥8,500 ¥7,500 ¥7,500 ¥7,500

間口 250mm

ミドル
キャビネット 250

225

400

※L・R兼用※プッシュラッチ扉
（棚板1枚付）

品番 LCYK-252C
スタンダード ¥29,000
ミドルグレード ¥34,000
ハイグレード ¥37,000
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OPTION  [オプション]

2016年6月発売品　 寒冷地対応商品　 納期は受注後 約1週間　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。

※ドア枠回避仕様について
化粧台を壁に接して設置した場合、引出し部を引いた際に出入口のドア枠とぶつかってしまうことがあります。
こうした場合には、引出し前板チリをひかえた「ドア枠回避仕様」をご選定ください。

■標準仕様
　引出タイプ：2㎜
　フルスライドタイプ：5㎜

ガンッ

OPTION

リフォームボード
（厚さ15mm）
〈アッパーキャビネット用〉

BB-FR-7504 ¥4,500
（幅750×高さ400mm）
BB-FR-9004 ¥7,500
（幅900×高さ400mm）
BB-FR-10004 ¥7,500
（幅1,000×高さ400mm）
BB-FR-12004 ¥8,500
（幅1,200×高さ400mm）

〈化粧台本体＋ミラーキャビネット用〉

BB-FR-75190 ¥12,500
（幅750×高さ1,900mm）
BB-FR-90190 ¥21,000
（幅900×高さ1,900mm）
BB-FR-100190 ¥21,000
（幅1,000×高さ1,900mm）
BB-FR-120190 ¥25,000
（幅1,200×高さ1,900mm）

扉用バスケット（フック付）
BB-EX5 ¥1,500
200×100×300（mm）

サイドバスケット（フック付）
BB-TD1-23 ¥4,700
230×425×530（mm）

シャワースクリーン（2枚1組）
BB-PD2 ¥5,800
奥行400mm、カウンター面からの
高さ200mm

給水リフォームキット
BB-RKK ¥5,300

● 壁給水仕様用。
● 給水位置のズレは250mmまで
対応可能です。

排水リフォームキット
BB-RKH ¥7,400
● 排水位置のズレを底板の下で調整します。
● 標準位置からのズレは65～515
ｍｍまで対応可能です。
● けこみ収納付タイプは排水位置がけこみ
収納と干渉しないか確認してください。

● 壁裏に補強木・胴縁・間柱のいず
れかがあることを確認してください。
● 化粧台本体と同じ幅のミラーを設
置する場合のみ使用可能です。
● 補強木・胴縁・間柱は市販されて
いるプッシュ式針、または壁裏セン
サー等を用いて確認してください。

歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74（mm）

■トレイ対応表

ドライヤーハンガー
BM-HX8 ¥2,600
●3面鏡のみ取付可能
● 収納した状態でドライヤーは使用
できません。
●  収納可能なドライヤーの寸法は、
下記の通りです。

● 扉・引出タイプのみ取付可能。

スキマ収納（カウンター・ラックセット）
BB-AR2 ¥18,000
131×469×601（mm）

スキマ収納（カウンター）
BB-AR1 ¥10,000
131×469×58（mm）
●化粧台本体横に幅155mm以上の設置スペースが必要です。
●カウンター棚部はねじにより着脱可能です。 ●化粧台本体側板に固定します。

75mm以下

（折りたたみ時）
100mm以下

（
奥
行
）

70
m
m
以
下

15
0m
m
以
下

35mm以下

ミラーキャビネット間口
トレイ品番 750mm 900mm 1,000mm 1,200mm

BM-MDA-225 ○
（袖ミラー）

○
（中央ミラー、袖ミラー）

○
（中央ミラー）

○
（中央ミラー）

BM-MDA-275 － ○
（中央ミラー）

○
（中央ミラー、袖ミラー）

○
（中央ミラー）

BM-MDA-300 ○
（中央ミラー） － － －

BM-MDA-375 － － － ○
（袖ミラー）

タオルクリップ
TCP-50-MB ¥4,000
材質：ABS樹脂

収納トレイ（3面鏡用）
BM-MDA-225 ¥800
176×85×40（mm）
BM-MDA-275 ¥800
226×85×40（mm）
BM-MDA-300 ¥800
256×85×40（mm）
BM-MDA-375 ¥900
326×85×40（mm）

● 取付可能な間口は「トレイ対応
表」をご参照ください。

■標準仕様 ■ドア枠回避仕様

※引出タイプは
　正面向かって
　左側のみです。

■ドア枠回避仕様
　引出タイプ：壁から15㎜
　フルスライドタイプ：壁から15㎜

洗面ボウル

引出

※図はLタイプ
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Specification  [仕様一覧]

●化粧台本体の色番は、扉カラーとカウンターカラーの色番組合せで表します。周辺キャビネットの色番は、扉カラーのみの表記となります。

化粧台本体 7Y FCL
本体品番

〈例〉 5 5 SH U H/ D D 2
色品番（扉＋カウンター）

LG

■ 品番の見方

A

周辺キャビネット / D D 2
扉の色品番

YCL
本体品番

3 0 5 M LS〈例〉 D

化粧台本体オプション

・「高さ対応」表記 ・「ドア枠回避仕様」表記
[表記なし] 標準仕様（高さ800mm） 
[U] 高さ850mm 
[D] 高さ750mm

[表記なし] 標準仕様（ドア枠回避なし） 
[G] 引出タイプ　ドア回避仕様 
[GL] フルスライドタイプ　向かって左側ドア回避仕様
[GR] フルスライドタイプ　向かって右側ドア回避仕様

Y

■ 化粧台本体仕様

■ ミラーキャビネット

間口(mm) 750 900 1,000 1,200
タイプ 扉 引出 フルスライド 扉 引出 フルスライド 引出 フルスライド 引出 フルスライド

カウンター高さ
（mm）

H=800
H=750の場合は品番の末尾に「-D」、H=850の場合は品番の末尾に「-U」が入ります。

即湯タッチ
レス水栓

一般地仕様 LCYN-755JFY-A LCYH-755JFY-A LCYFH-755JFY-A LCYN-905JFY-A LCYH-905JFY-A LCYFH-905JFY-A LCYH-1005JFY-A LCYFH-1005JFY-A LCYH-1205JFY-A LCYFH-1205JFY-A
寒冷地仕様 LCYN-755JFYN-A LCYH-755JFYN-A LCYFH-755LFYN-A LCYN-905JFYN-A LCYH-905JFYN-A LCYFH-905JFYN-A LCYH-1005JFYN-A LCYFH-1005JFYN-A LCYH-1205JFYN-A LCYFH-1205JFYN-A
水栓金具 即湯タッチレス水栓ナビッシュ（流量：温度調節レバー付・ホース収納式）エコハンドル　 LF-NE397SY-MB　k LF-NE397SYN-MB　+即湯器

タッチレス
水栓

一般地仕様 LCYN-755JY-A LCYH-755JY-A LCYFH-755JY-A LCYN-905JY-A LCYH-905JY-A LCYFH-905JY-A LCYH-1005JY-A LCYFH-1005JY-A LCYH-1205JY-A LCYFH-1205JY-A
寒冷地仕様 LCYN-755JYN-A LCYH-755JYN-A LCYFH-755JYN-A LCYN-905JYN-A LCYH-905JYN-A LCYFH-905JYN-A LCYH-1005JYN-A LCYFH-1005JYN-A LCYH-1205JYN-A LCYFH-1205JYN-A
水栓金具 タッチレス水栓ナビッシュ（流量：温度調節レバー付・ホース収納式）エコハンドル　 LF-NE397SY-MB　k LF-NE397SYN-MB

即湯シングル
レバー

シャワー水栓

一般地仕様 LCYN-755SFY-A LCYH-755SFY-A LCYFH-755SFY-A LCYN-905SFY-A LCYH-905SFY-A LCYFH-905SFY-A LCYH-1005SFY-A LCYFH-1005SFY-A LCYH-1205SFY-A LCYFH-1205SFY-A
寒冷地仕様 LCYN-755SFYN-A LCYH-755SFYN-A LCYFH-755SFYN-A LCYN-905SFYN-A LCYH-905SFYN-A LCYFH-905SFYN-A LCYH-1005SFYN-A LCYFH-1005SFYN-A LCYH-1205SFYN-A LCYFH-1205SFYN-A
水栓金具 即湯シングルレバーシャワー水栓（ホース収納式／吐水切替付）エコハンドル　LF-WG397SY-MB　k LF-WG397SYN-MB　+即湯器

シングル
レバー

シャワー水栓

一般地仕様 LCYN-755SY-A LCYH-755SY-A LCYFH-755SY-A LCYN-905SY-A LCYH-905SY-A LCYFH-905SY-A LCYH-1005SY-A LCYFH-1005SY-A LCYH-1205SY-A LCYFH-1205SY-A
寒冷地仕様 LCYN-755SYN-A LCYH-755SYN-A LCYFH-755SYN-A LCYN-905SYN-A LCYH-905SYN-A LCYFH-905SYN-A LCYH-1005SYN-A LCYFH-1005SYN-A LCYH-1205SYN-A LCYFH-1205SYN-A
水栓金具 シングルレバーシャワー水栓（ホース収納式／吐水切替付）エコハンドル　LF-WG397SY-MB　k LF-WG397SYN-MB

止水栓 【別途】壁給水用：アングル形止水栓　床給水用：ストレート形止水栓　詳しくは、下記表をご参照ください。
排水金具 ポップアップ排水栓（ソコまでてまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式）　LF-LCW5G-B
排水トラップ 床排水・壁排水兼用トラップ（直管）
扉カラー ハイグレード／ミドルグレード／スタンダード 　３グレード　全12色（詳細▶P.26）

カウンター プレ－ンネオホワイト　１色　人造大理石（ポリエステル系樹脂）
洗面器一体形　（洗面器容量16L）

ゆプラス
（電気温水器）

○ － － ○ ○ － ○ － ○ －
【別途】ゆプラスユニットを手配してください。（詳細▶P.50）

●止水栓は別途手配です。

間口(mm) 750
照明タイプ LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明 
全高 1,900mm用 1,800mm用 1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納 全収納

品番 MLCY-753TXEU MLCY-753KXEU MLCY-753TXJU MLCY-753KXJU MLCY-751XJU MLCY-753TYJU MLCYE-753TXU
照明（定格消費電力） LED照明（9W） LED照明（9W） LED照明（6W） LED照明（6W） LED照明（6W） LED照明（6W） 蛍光灯20W形×1灯（20W）
くもり止めコート ○ ○ ○（中央鏡） ○（中央鏡） ○ ○（中央鏡） ○（中央鏡）

防湿鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コンセント※ 3個 3個 3個 3個 2個 3個 2個
付属品 － － － － － － －

カラー（キャビネット本体） ホワイト － ホワイト
材質（キャビネット本体・トレイ） PP樹脂 － PP樹脂

間口(mm) 900
照明タイプ LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明 
全高 1,900mm用 1,800mm用 1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納 全収納

品番 MLCY-903TXEU MLCY-903KXEU MLCY-903TXJU MLCY-903KXJU MLCY-901XJU MLCY-903TYJU MLCYE-903TXU
照明（定格消費電力） LED照明（10W） LED照明（10W） LED照明（6W） LED照明（6W） LED照明（6W） LED照明（6W） 蛍光灯20W形×1灯（20W）
くもり止めコート ○ ○ ○（中央鏡） ○（中央鏡） ○ ○（中央鏡） ○（中央鏡）

防湿鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コンセント※ 3個 3個 3個 3個 2個 3個 2個
付属品 － － － － － － －

カラー（キャビネット本体） ホワイト － ホワイト
材質（キャビネット本体・トレイ） PP樹脂 － PP樹脂

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。（内部コンセントがある場合は、内部コンセントも含みます）

A
高さ対応
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2016年6月発売品　 寒冷地対応商品　 くもり止めコート付　 ご購入の前にご確認ください。

Specification  [仕様一覧]

即湯水栓
■仕様表

用途 洗髪・洗面用
本体寸法（突出部寸法含む） 幅115mm×奥行80mm×高さ447mm

電源電圧 AC100V（50/60Hz）
ヒーター能力 360W
定格電流 3.6A

本体質量（満水時） 約2.2kg（約3.4kg）
タンク容量 約1.2L
わきあがり温度 約80℃
わきあがり時間※1 約17分（15℃→80℃）
出湯温度※2 約36℃～給湯機器設定温度
電源コード 機器外1.0m
電源プラグ 接地極付タイプAC125V 15A

対応コンセント（パナソニック品番） WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W
給水方式 先止め式
使用水圧※3 0.05MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）
安全装置 温度過昇防水器（手動バイメタル式）

膨張水処理の要否 必要

※1：スイッチを入れてからのわきあがり時間
※2：出湯温度は変更できません。また、出湯初期に瞬間的に温度が変化する場合があります。（43℃程度）
※3：自動水栓と組み合わせる場合は0.1MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）となります。

■商品図

■電源・コンセントプラグ

■参考配管図

●電気温水器として単独での使用はできません。必ず給湯配管に接続してお使いください。
●即湯システムと各出湯栓間の配管の長さは最短になるよう配管してください。
●流量2.5L/分以下で使用する水栓との接続はできません。
●排水器具は用途別に種類が違います。必ず用途に適したセット品番をお選びください。

●コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。
　コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

電源プラグ

接地極付
タイプ

9

115

447

360

80

87
39

運転スイッチ

過圧逃し弁
膨張水口

電源コード
（L=1.0m）

水抜き栓

逆止弁
回転式出湯口（　　）G1／2

回転式給湯口（  　）G1／2

21

199
（固定金具取付
ねじ位置）

132
59 56

湯入口

給湯機器

湯出口

止水栓（湯側）
止水栓（水側）

排水器具
（同梱品）

膨張水排水ホース
（排水器具に同梱）

（市販品現場調達）
（市販品現場調達）

出湯管
（市販品現場調達）

給水管
（市販品現場調達）

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。（内部コンセントがある場合は、内部コンセントも含みます）

間口(mm) 1,200
照明タイプ LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明 
全高 1,900mm用 1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納

品番 MLCY-1203TXEU MLCY-1203KXEU MLCY-1203TXJU MLCY-1203KXJU MLCY-1201XJU MLCYE-1203TXU
照明（定格消費電力） LED照明（12W） LED照明（12W） LED照明（6W） LED照明（6W） LED照明（6W） 蛍光灯15W形×2灯（31W）
くもり止めコート ○ ○ ○（中央鏡） ○（中央鏡） ○ ○（中央鏡）

防湿鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○
コンセント※ 3個 3個 3個 3個 2個 2個
付属品 － － － － － －

カラー（キャビネット本体） ホワイト － ホワイト
材質（キャビネット本体・トレイ） PP樹脂 － PP樹脂

間口(mm) 1,000
照明タイプ LEDライン照明 LED照明 蛍光灯照明 
全高 1,900mm用 1,900mm用

タイプ 3面鏡 3面鏡 1面鏡 3面鏡
全収納 スマートポケット付全収納 全収納 スマートポケット付全収納 全収納

品番 MLCY-1003TXEU MLCY-1003KXEU MLCY-1003TXJU MLCY-1003KXJU MLCY-1001XJU MLCYE-1003TXU
照明（定格消費電力） LED照明（11W） LED照明（11W） LED照明（6W） LED照明（6W） LED照明（6W） 蛍光灯15W形×2灯（31W）
くもり止めコート ○ ○ ○（中央鏡） ○（中央鏡） ○ ○（中央鏡）

防湿鏡 ○ ○ ○ ○ ○ ○
コンセント※ 3個 3個 3個 3個 2個 2個
付属品 － － － － － －

カラー（キャビネット本体） ホワイト － ホワイト
材質（キャビネット本体・トレイ） PP樹脂 － PP樹脂

■ ミラーキャビネット

■ 棚ユニット ■ 止水栓（水栓2タイプ共通）

■ ゆプラスユニット　　　　 （電気温水器） 

間口(mm) 750 900 1,000 1,200
品番 BB-TUY(750) BB-TUY(900) BB-TUY(1000) BB-TUY(1200)
仕上げ アルミ調仕上げ

間口（mm） ゆプラスユニット品番 定価
750 EHP-LCY-S75

¥89,900900・1000 EHP-LCY-S90
1200 EHP-LCY-S120

● ゆプラス・即湯水栓のコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセン
ト」をご使用ください。
　コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

※ゆプラスの詳細な仕様は、「住宅設備機器総合カタログ」参照。

仕様 止水栓

標準の場合 一般地 LF-3K-MB （2ヶ） ¥1,700×2
寒冷地 LF-3K-MB-U （2ヶ） ¥1,700×2

電気温水器仕様の場合 一般地 LF-3K-MB ¥1,700
寒冷地 LF-3K-MB-U ¥1,700

●床給水用止水栓

●壁給水用止水栓

電源プラグ
接地極付タイプ

仕様 カウンター高さ 止水栓

標準の場合 一般地・
寒冷地共用

750 LF-3SDK（300）-MB2 （2ヶ） ¥4,400×2
800 LF-3SDK（360）-MB2 （2ヶ） ¥4,400×2
850 LF-3SDK（410）-MB2 （2ヶ） ¥4,700×2

電気温水器仕様の場合 一般地・
寒冷地共用

750 LF-3SDK（255）-MB2（1P） ¥4,200
800 LF-3SDK（255）-MB2（1P） ¥4,200
850 LF-3SDK（300）-MB2（1P） ¥4,400
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詳しくは　LIXIL長期保証公式WEBページ  

http://www.lixil.co.jp/support/longterm_warranty/

LIXIL長期保証 検 索

お問い合わせは　LIXIL長期保証サービス係
0120-694-677

Mailアドレス　t-hosyou@lixil.com
受付時間：10:00～17:00 （年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇を除く）　

●本サービスはLIXILが提供する保証サービスで、お客さまと当社との契約となります。●不具合に関するお問い合わせや修理のご依頼は、当社の専用修理受付窓口が承
ります。修理を専用窓口以外にご依頼された場合は、本サービスの対象になりませんのでご注意ください。（専用窓口の連絡先は、サービス加入後にお知らせいたします）
●ご購入先が同様の保証サービスを提供している場合がございますので、ご確認の上お申し込みください。
商品の引渡日または購入日から1ヶ月以内にお申し込みください。

「LIXIL長期保証サービス」は、通常1～2年の無料メーカー保証を、お得な料金で安心の5年または
10年保証に変更できるサービスです。メーカーが提供する長期保証サービスだから安心！

対象商品

システムキッチンシステムバスシャワートイレ 洗面化粧台電動シャッター玄関ドア用電気錠 天窓（電動型）開き門扉用電気錠

お得な料金で
とっても安心

※保証期間は、お客さまによる本サービスへのお申し込みが完了した時点から開始され、引渡日または購入日を起点とした所定期間（5年または10年）の末日に
　終了します。そのため、実際の保証期間は、引渡日または購入日からお客さまのお申し込みが完了するまでの期間の分だけ、所定期間より短くなります

従来のメーカー保証

長期保証サ－ビス5年プラン

長期保証サ－ビス10年プラン 10年間保証

1～2年間
保証 左記期間以降 有料修理

5年間保証 6年目以降 有料修理

11年目以降 有料修理

保証期間
引渡日
購入日

LIXIL長期保証サービスのメリット
保証期間は業界最長の10年間1

対象商品のトラブルに何度でも無料で対応2

長期保証の料金は、1回の修理費用とほぼ同額3

お手入れ情報など暮らしに役立つ情報を配信4

シャワートイレの10年プラン加入で6,900円のおまかせ点検が無料に5

6 玄関・窓・エクステリア商品は「電動機構部の点検調整サービス」が付き、加入から1年間は1回無料

＊1

＊3

＊2

illustration © LIXIL + andesign. All Rights Reserved.　2015年10月更新

＊1：2014年9月末時点。当社調べ　＊2：有料となる場合があります　＊3：商品や保証期間によって、サービス料金は異なります。
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http://www.lixil.co.jp/

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00　土･日･祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。
TEL.0562-40-4050   FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

http://www.lixil.co.jp/support/

TEL.      0120-179-400 FAX.      0120-179-430

受付時間/9:00～20:00 (365日 受付)

TEL.      0120-179-411 FAX.      0120-179-456

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
　ご確認ください。

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に
従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質
保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱い
についての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2016年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

01 2016.2.1発行
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