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Meet the beauty of water.
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Experience water
like never before.
かつてない水との出会い

hg002



hg003



ショールーム   hg005 

ハンスグローエ社について   hg006 

革新を続けるハンスグローエの歴史   hg007

プロダクトデザイン   hg008

環境への配慮と持続可能性について   hg009

ハンスグローエの革新的なテクノロジー   hg010

ハンスグローエの歴史は、イノベーションの歴史   hg012

ハンスグローエジャパンのホームページについて   hg014

その他オンラインコンテンツ   hg016

最高のパフォーマンスによる究極のリラクゼーションを   hg017

ハンスグローエの施工事例   hg020 

〈シャワー〉

ハンドシャワー   hg022

オーバーヘッドシャワー   hg026

シャワーパイプ   hg034

〈バス水栓〉

露出型バス水栓   hg042

埋込式バス水栓   hg046

リム付式バス水栓   hg051

ウォールバー   hg052

グラブバー／ユニバーサルプロダクト   hg054

シャワー取出口／ホルダー／ホース   hg056

シャワーと埋込式バス水栓の組合例   hg058

〈洗面水栓〉

プラビダ   hg064

メトロポール   hg066

メトリス   hg068

メトリスクラシック   hg070

タリス S   hg072

タリス E   hg074

タリスセレクト   hg076

フォーカス   hg077

ロギス   hg078

単水栓   hg080

アクセサリー   hg082

M71   hg086

メトリス/メトリスセレクト   hg088

M51／タリスセレクト   hg090

タリス   hg092

フォーカス   hg094

M42   hg096

ロギス   hg098

洗面ボウルと水栓金具の組合せ例   hg100

節湯水栓について   hg101

ハンスグローエ製品展示企業一覧   hg102

製品保証およびアフターサービスについて   hg103

推奨取付寸法   hg104

バス・シャワーパーツ   hg107

洗面・キッチンパーツ   hg109

洗面パーツ   hg111

カートリッジ対応表   hg112

エアレーター対応表   hg113

ハンスグローエジャパン株式会社 基本契約条件   hg114

ご採用にあたってのお願い   hg116

ご使用上のお願い   hg117

会社情報   hg118

Kitchen  キッチン

Content

hansgrohe  ハンスグローエ

Parts & Drawings  スペアパーツなど

NEW ……新商品

推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。
※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

受注生産品……お取寄せに時間がかかります。

アクサー製品は裏表紙よりご覧ください。

Introduction  はじめに
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ハンスグローエショールームは、今春リニュールオープン致します。

約160㎡のフロアには、「hansgrohe」、「AXOR」ブランドの世界観をよりご体感いただけるようバスシーン、

キッチンシーンなどのコーディネート空間を新設します。

また、水栓 やシャワーの吐水をご覧いただける通水設備も完備します。

是非、実際にお手に取って製品のデザイン、機能、使用感などをお試しください。

Showroom
ショールーム

東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー２Ｆ

東京モノレール線 「天王洲アイル駅」 中央口から徒歩3分
りんかい線 「天王洲アイル駅」 B出口から徒歩5分

info@hansgrohe.co.jp

平日10：00〜17：00
※ショールームへご来場の方は上記より事前にご予約下さい

所在地

アクセス

E-mail

営業時間

ハンスグローエ　ショールーム  （完全予約制）
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Made by Company Hansgrohe
ハンスグローエ社について

　ハンスグローエは、1901年に創業したドイツの水栓金具の老舗メー

カーです。

　製品のデザイン性、革新性、技術力や高い環境性能により、サニタ

リー業界のイノベーションリーダーとして知られています。

　優れたデザイン性と革新的なテクノロジーを追求した「hansgrohe（ハ

ンスグローエ）」、世界的に著名なデザイナーとのコラボレーションによる

アヴァンギャルドなコレクション「AXOR（アクサー）」の２つのブランドを擁

しています。

　118年に渡る歴史の中で、業界初となるマルチスプレーのハンドシャ

ワー、引出式のキッチン水栓、ウォールバーなど水まわりのスタンダードと

なる製品を次々に世に送り出してきました。研究開発の証として、保有

する財産権は17,000以上にのぼります。

　永くご愛用いただける高い品質と信頼により、34か国の支店と21拠点

のセールスオフィスを通して世界140か国以上に製品をお届けしています。
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Milestones in bathroom history since 1901

1928年

シャワーに陶器の柄をとりつけたハンドシャワーを開発。
シャワーを一般家庭に広く普及させた。

2000年

iBox ユニバーサル：様々な化粧部と互操性をもつ 
オールラウンドの埋込部は今日の埋込式サーモスタット
のスタンダードなソリューションとなっている

1934年

バスタブ用自動排水とオーバーフローのセットを開発。 
クロム仕上げは世界初。

1953年

ユニカウォールバー：
ハンドシャワーをバーに取り付け、自在な高さ、フリーハ
ンドで使用可能に。

2003年

アクサーチッテリオバスルームコレクション：
イタリア建築の巨匠アントニオ・チッテリオとの共同
開発

1968年

セレクタハンドシャワー：
世界初のスプレー切替ハンドシャワーは3000万本を
販売

2003年

レインダンスシャワー：
大きなスプレーディスク、フラットなシルエット。短いハン
ドル。マルチタレントなシャワーはトレンドセッターに。

1970年

トライベルハンドシャワー：
バスルームに色味とデザイン性を取り入れたカラフルな
プラスチックシャワー

2005年

エアパワー：
水に空気を混ぜ込んだ水の滴は柔らかで、シャワー体
験を更に快適にすると共に、節水にも貢献します。

2011 年

様々なコンフォートゾーンにより、水栓 の高さのバリエー
ションを提案。

2014 年

アクサースタルク オーガニックコレクション：
フィリップ・スタルクによる有機的なデザインが特徴で節
水効果の高い洗練されたコレクションを発表。

1993年

ラグジュアリーブランド“アクサー”創設。1994年フィリッ
プ・スタルクとの世界初となる空間的なバスルームをコ
ンセプトにしたアクサースタルクコレクションを発表。

2009年

プラビダ：
フェニックスデザインとの共同開発による機能とデザイ
ンを融合させたパイオニア的な存在

2017 年

パウダーレイン：
今までにない革新的なシャワーモードを開発。繊細であ
りながらパワフルなシャワー体験を提供。

Hansgrohe’s innovative history
革新を続けるハンスグローエの歴史

2001年

ポントスアクアサイクル（2001年）とヒートサイクル
（2010年）家庭排水のリサイクルと熱回収により資源
保護に貢献
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Hansgrohe Groupは、International Forum Design（iF）のiF World 
Design Index 2014〜2018でトップランクを獲得しました。
iF World Design Index 「バスカテゴリー」（全196社）において、TOP3
にランクされました。
iF World Design Index「カンパニーカテゴリー」では、ドイツ（全1,365社）
およびヨーロッパ（全2,379社うち）共にTOP10に、全世界では（4,095社）
TOP25にランクされました。
また、AXORとhansgroheブランドの9つの製品がiF DESIGN AWARD 
2018を受賞しました。

Innovation, Quality, Design.
プロダクトデザイン

ハンスグローエ社は革新的な技術と卓越したデザインにより、毎年世界各国のデザインアワードを多数受賞しています。

現在、500を超える受賞数はサニタリー業界のトップランクを誇ります。

フェニックスデザインは、世界有数のアワード受賞を誇るデザインスタジオと
して、世界で様々なジャンルのプロダクトデザインを生み出しています。ハ
ンスグローエ社は、このチームと長年のパートナーシップにより世界中で
数々のアワード受賞を獲得しています。

Phoenix Design
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ハンスグローエは環境保護の分野でも業界を牽引するパイオニア企業のひとつです。

1995年には、効率的なエネルギーをめざし、ソーラータワーを開設します。

その取組みに地元バーデン・ビュルツ州から産業会で初めて環境賞を受賞しました。

品質と環境保護の両面から、安心してお客様にお選びいただけるよう、

すべての活動は自社の厳しい行動規範に基づいておこなっています。

グリーンカンパニー（環境保護や公害防止などを考えて製品づくりをする企業）であること、

そして環境持続性に企業としての責任を負うことを自らに課しています。

また、衛生環境の向上に貢献すべく、ドイツをはじめ、ルワンダ、南アフリカなどへの様々な支援活動を行っています。

Green Company
環境への配慮と持続可能性について

・長くご愛用いただけ、節水・省エネに貢献できる製品 

・環境に配慮し、サスティナビリティ戦略に基づいたものづくり

・CO2排出量の削減

・再生可能エネルギーの活用 

・高度なリサイクルシステムと熱回収システム

・世界規模の環境保護プロジェクトおよび水資源の持続的管理についての知恵の蓄積

・製造と製品開発における持続可能性を目的とした、製品の環境サイクル評価 

・社会的責任 

環境保護・持続可能性について
果たすべき責任を以下のようにとらえています。 
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※セレクトテクノロジー
紹介動画はこちら

水を操る革命です！スプレーモードの変更や、水の出し止めはエレガントなボタン操作によるワンクリックだけ。

“セレクト“テクノロジーが直観的な操作を可能にし、使う人の快適性を高めます。

バスルーム、キッチン、ハンドシャワーやオーバーヘッドシャワー、サーモスタットコントロール、

シャワーパイプにいたるまで、セレクトテクノロジーの使いやすさは広がっています。

Talis Select
タリスセレクト

Talis Select
タリスセレクト

Shower Select
シャワーセレクト

Shower Tablet Select
シャワータブレットセレクト

Raindance Select
シャワーパイプ

Raindance Select E
オーバーヘッドシャワー

Raindance Select
ハンドシャワー

Croma Select
ハンドシャワー

Croma Select
シャワーパイプ

Talis Select
タリスセレクト

Metris Select
メトリスセレクト

Technology to thrill your customers.
ハンスグローエの革新的なテクノロジー
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エコスマートテクノロジーを搭載し
たハンスグローエのミキサーや
シャワーは、弊社従来品に比べ
60％もの節水効果があります。
水とエネルギーコストを減らし、資
源を守ります。

豊富なバリエーション、洗練され
たテクノロジー、直観的な操作
性、卓越したデザイン、高い安
全基準と熟慮され高められた快
適性。このマークのついたハン
スグローエの製品は更なる快適
の証です。

水に空気を混ぜるハンスグロー
エのテクノロジーが、水とエネル
ギーを節約します。 空気を含ん
だ水の滴は、ボリューム感があり
効率よくお湯の暖かさを体に伝え
ます。

柔らかな肌当たりのシャワー、活
力のあるマッサージ。または、ハ
ンドシャワーとオーバーヘッドシャ
ワーの切替え。ワンクリックでこ
れらのモードの切替えができる“セ
レクト”が、シャワータイムをもっと
楽しくします。

ハンスグローエの環境に配慮し
た技術が、かしこくエネルギーを
節約します。冷水のハンドル位
置を中央にすることで、必要のな
いときに湯水を出さずに済むよう
設計。 環境にもお財布にも優し
い画期的な発想です。

ハンスグローエのクイッククリーン
機能が、シャワーやミキサーのカ
ルキ汚れを簡単に落とします。
柔軟性のあるシリコンがそれを可
能にしました。コピー品にご注意
ください。このロゴが正真正銘の
ハンスグローエ品質の証です。

大型のオーバーヘッドシャワーで
バスタブに浸かるようなリラグゼー
ションが得られます。 エア入りの
シャワーなら水の消費量も抑えら
れ、快適なシャワータイムをお楽
しみいただけます。

●環境（気候）を保護する技術

●抜群の使い心地

●もっと楽しく、もっと効率的に

●直観的に操作 

●気づかないうちにエネルギーを節約

●アンチカルキ機能でお手入れラクラク

●素晴らしきシャワー体験

EcoSmart
エコスマート

ComfortZone
コンフォートゾーン

AirPower
エアパワー

Select
セレクト

CoolStart
クールスタート

QuickClean
クイッククリーン

XXL Performance

Innovative Technologies
ハンスグローエの革新的なテクノロジー
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ボタンをワンクリックするだ
けでシャワーのモードが切り
替えられる機能。

セレクト
水1に対して空気を3混ぜる

「エアインジェクションシス
テム」。

エアパワー
シリコン製ノズルでできてい
るため、通水中にたまった
カルキ汚れが指でなぞるだ
けで簡単に落とせる機能。

クイッククリーン
「シャワーは大きければ大き
いほど気持ちいい！」という
ハンスグローエの考え。

XXLパフォーマンス

Shower mode
ハンスグローエの歴史は、イノベーションの歴史でもあります。

ハンスグローエが新たに開発した“パウダーレイン”は、

シリコンノズルに0.35㎜の微細な吐水口を複数設けることにより、

繊細で絹の糸のようなシャワーを実現しました。

また“水音“にもこだわって開発。静かなシャワー音は、

心身ともに癒しを与えます。

静寂のなかで紡ぎだす繊細かつパワフルなシャワーは、

まるで水の繭に包まれたような今までにないシャワーを提供します。

そして、水跳ねしにくく泡切れが良いのも特徴です。

PowderRain

ハンスグローエが開発した“レインエア”は、

水１に対して空気３を含むエアインジェクションシステムを搭載。

雨粒のように空気をたっぷり含んだ柔らかなシャワーが特徴です。

ひと粒の滴が大きく、表面積が広くなることで

温まりやすく冷めにくい効果もあります。

RainAir

絹の糸の様な繊細かつパ
ワフルなモード。静かな水
音で水跳ねしにくく、泡切れ
も良い。

パウダーレイン

シャワーの一番ノーマルな
モード。シャンプーを洗いな
がすのに最適です。

レイン

特定の体の部位をターゲッ
トにマッサージするのに適し
たモード。

ワール

シャワーの一番ノーマルな
モード。シャンプーを洗いな
がすのに最適です。

レイン

ふわっとやわらかでボリュー
ミーなモード。エアーがたっ
ぷり含まれています。

レインエア

特定の体の部位をターゲッ
トにマッサージするのに適し
たモード。

ワール

クリックしていただくだけで
モードが替えられます

セレクト

クリックしていただくだけで
モードが替えられます

セレクト

Technologies
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個々のノズルからパラレ
ルにでてくる滝状モード

レインストリーム

マッサージに最適な強
力で拍動的なモード 

マッサージ
うたせ湯のように１点に
集中させたリラックスに
最適なモード 

モノ

ワールとレインエアをミッ
クスしたモード

ミックス
集中的なマッサージに
適したなモード 

ワール

エアを含まないやさしい
モード

ソフトレイン
リフレッシュに最適な強
めのモード 

インテンスレイン

日常使いにふさわしい
エアなしのモード

レイン
絹の糸の様な繊細か
つパワフルなモード。
静かな水音で水跳ねし
にくく、泡切れも良い

パウダーレイン

滝に打たれているよう
な感覚のパワフルな
モード 

レインフロー

5つのボールが回転す
ることで水流が変化す
る力強いモード

カレスエア

パワフルでしっかりとし
た浴び心地をお求めの
方に最適なモード

ターボレイン

エアを含んだふわっと柔
らかな癒しのモード 

レインエア

※シャワーモードを動画で
　ご覧いただけます。

シャワーモードを機能的に使いわけてシャワータイムをもっと快適に

hg013



ハンスグローエジャパンのホームページでは、イベント情報やニュースの他、

製品の検索・比較・施工などに必要なデータを簡単にダウンロードいただけます。是非ご利用ください。

Hansgrohe Home page
ハンスグローエのホームページ

トップページ左下にあるリンクより
“カタログ、パンフ”レットのダウンロード”／“カタログのご送付”／
“Webカタログ（カタらぼ）”ページへ移動いただけます。

カタログダウンロードページ

カタログ送付依頼ページ

トップページ中央左側にあるリンクより、製品の内部部品を検索い
ただけます。“オンラインスペアパーツカタログ”へ移動し、右上の検
索窓に製品品番を検索ください。

検索結果より製品をお選びいただき、移動先のページ右側にあ
る”製品データシート”をダウンロードいただくと展開図をご覧いただ
けます。

◦カタログ ◦オンラインスペアパーツカタログ

URL: www.hansgrohe.co.jp
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トップページ右上にある検索窓で製品品番を
検索いただくと、製品ページへ移動いただけ
ます。製品ページには、特徴やシャワーモー
ド、流量曲線図やYoutubeで公開されてい
る動画などをご確認いただけます。また、製
品ページ下部には以下資料を掲載しており、
ダウンロードいただけます。

・施工マニュアル
・承認図
・CADデータ 等

トップページ上部”インスピレーション”より”ショールーム”をご選択ください。
　↓
”日本のショールームはこちら”をクリックください。
　↓
こちらのページでは、ショールームに展示している製品リストをダウンロード
いただけます。

※ショールームは予約制です

※赤枠部分より、製品画像・動画・承認図・流量曲線図をご覧いただけます。

◦キーワード検索

◦ショールーム

トップページ上部”販売代理店検索”より販売
代理店の検索ページへ移動いただけます。
販売代理店の他、メンテナンスショップやハ
ンスグローエ製品を展示している他社ショー
ルームも検索いただけます。

◦販売代理店検索
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Other Online Contents
その他オンラインコンテンツ

URL:https://www.facebook.com/Hansgrohejapan/

【プライバシーポリシー】
お客様にご記入いただきました情報は、ハンスグローエ社のデータ保護に基づき、保存・管理致します。
データは第三者に譲渡することはありません。詳細は、以下のアドレスをご覧ください。
http://www.hansgrohe.co.jp/4649.htm

Eメールアドレス：info@hansgrohe.co.jp

Eメールアドレスをご登録いただきますと、ハンスグローエ ジャパンよりEメールにて

新製品やイベントなど、耳寄りな情報をお届け致します。

「ハンスグローエクラブ」のご案内

こちらのQRコードより
アクセスいただけます！

こちらのQRコードより
アクセスいただけます！

いつでもどこでも探したい製品へ簡単にアクセス！

PC版と同じ内容をコンパクトなデバイスで閲覧いただけます。

ハンスグローエジャパン モバイル版ホームページ

製品情報や世界各国の施工事例はもちろん、スポンサリングをしているUCIワールドサイクリングチーム

”BORA hansgrohe”のレース情報など、楽しいコンテンツをご案内しております。

是非チェックください。

ハンスグローエジャパン 公式フェイスブックページ

■ご登録方法
ご登録を希望される方は、件名に「ハンスグローエクラブ登録」とご記入の上、以下の必要事項を
メールまたはFAXでご送信下さい。

■必要事項
①社名 ②お名前 ③郵便番号 ④ご住所 ⑤お電話番号 ⑥Eメールアドレス
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Sponsorship
最高のパフォーマンスによる究極のリラクゼーションを。

Peter Sagan
（ピーター・サガン）
・2015〜2017年　ロード世界選手権 3連覇
・2018年　ナショナルチャンピオンシップ
スロバキア選手権チャンピオン

Lukas Pöstlberger 
（ルーカス・ペストルベルガー）
・2018年
オーストリアナショナルチャンピオンシップ優勝

Pascal Ackermann 
（パスカル・アッカーマン）
・2018年
ドイツナショナルチャンピオンシップ優勝

2018年UCIワールドツアー チームランキング3位

ハンスグローエは、2017年よりUCI(世界最高峰のサイクリングリーグ)に所属するBORA hansgroheのオフィシャルスポンサーとして

活動しています。年間約10ヶ月に渡り、世界各国でレースを繰り広げる選手達へ水を通して究極のリラクゼーションを提供しています

URL:https://www.bora-hansgrohe.com/en（英語のみ）
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Bergwiesenglueck, 
ゼー（オーストリア共和国）

Copyright: Bergwiesenglueck

Signiel Seoul,  
ソウル（大韓民国）

Copyright: Signiel Seoul

Renaissance 
Minsk Hotel,
ミンクス（ベラルーシ共和国）

Copyright: Renaissance Minsk Hotel

hansgrohe References
ハンスグローエの施工事例
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NUO Hotel Beijing, 
北京（中華人民共和国）

Copyright: NUO Hotel Beijing

derWaldfrieden 
naturparkhotel,
トートナウ（ドイツ連邦共和国）

Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

Hotel Excelsior, 
ドゥブロブ二ク（クロアチア共和国）

Copyright: Bergwiesenglueck
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大型のスプレーディスクに、

ハンスグローエ社オリジナルのユニークなシャワーモードをご用意しました。

Hand Shower
ハンドシャワー
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NEW ……新商品 推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

26014000 NEW

レインダンス セレクトS ハンドシャワー
120 3ジェット P  
カラー：◦クロム
￥26,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d15

パウダーレイン ワール

28587000
レインダンス セレクトS 
ハンドシャワー 150 3ジェット
カラー：◦クロム
￥27,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d16

26550000 

レインダンス セレクトE 
ハンドシャワー 150 3ジェット
カラー：◦クロム
￥27,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d15

26530400 推奨品
レインダンス セレクトS
ハンドシャワー 120 3ジェット
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥22,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d15

26520400 
レインダンス セレクトE
ハンドシャワー 120 3ジェット
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥22,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d15

Raindance Select  S

Raindance Select  E

Raindance Select S with PowderRain

Raindance Select

※大口径のため、フック
にかけた状態での使用を
オススメしています。

※大口径のため、フック
にかけた状態での使用を
オススメしています。

シリコンノズルには
複数の吐水口が設
けられています。 レイン

レインエア
エア入り

カレスエア
5つのボールが回
転する事で水流が
変化しながら出て
くる力強いジェット

レインエア
エア入り

カレスエア
5つのボールが回
転する事で水流が
変化しながら出てく
る力強いジェット

ミックス
レインエアとカレ
スエアのミックス

ミックス
レインエアとカレ
スエアのミックス

レインエア
エア入り

レインエア
エア入り

レイン
エアなし

レイン
エアなし

ワール
マッサージ ジェット

ワール
マッサージ ジェット

ハンスグローエ社の独自開発した“パウダーレイン”を搭載。絹の
ような繊細な滴でありながらパワフルなシャワーを実現しました。
また、静かな水音は、水跳ねしにくく泡切れの良さも特徴。
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

26800400 
クロマ セレクトS 
ハンドシャワー 110 マルチ 3ジェット
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥17,500（税抜）
▶図面・注意事項 P.d15
※節湯セットあり 詳細はP.hg101

26802400
クロマ セレクトS
ハンドシャワー 110 ヴァリオ ３ジェット
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥13,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d15
※節湯セットあり 詳細はP.hg101

レインレイン マッサージ インテンスレインインテンスレイン

28536004　

クロマ100
ハンドシャワー マルチ 3ジェット
カラー：◦クロム
￥15,500（税抜）
▶図面・注意事項 P.d16

28535004 推奨品　

クロマ100
ハンドシャワー ヴァリオ 4ジェット
カラー：◦クロム
￥9,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d16
※節湯セットあり詳細はP.hg101

フル ソフトターボ
フェイス中央から噴
射するスプレー

ミディアムマッサージ
力強いジェットス
プレー

ノーマル ハード

Croma

Croma Select

26336400 推奨品
クロメッタ
ハンドシャワー 110 2ジェット ヴァリオ グリーン
カラー：◦クロム
￥7,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d15
※節湯セットあり 詳細はP.hg101

Crometta

レイン インテンスレイン

Croma & Cromet ta

※
節湯
B1

※
節湯
B1

ハンスグローエのハンドシャワーは
シリコン製ノズルで出来ている為、
通水中にたまったカルキ汚れなど
も指でなぞるだけで簡単に落とせ、
お手入が簡単です。

QuickClean
クイッククリーン 

ターボレイン
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オーバーヘッドシャワーでワンランク上のバスルームを。

さまざまなデザイン、サイズやシャワーモードをお選びいただけます。

頭上からたっぷりと降りそそぐシャワーは、

お手軽にバスタブに浸かるようなリラクゼーションをお楽しみいただけます。

Overhead Shower
オーバーヘッドシャワー
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受注生産品……お取寄せに時間がかかります。

24002400 
レインメーカーセレクト
オーバーヘッドシャワー 天付式 460/270 1ジェット （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥402,500（税抜）

24010180
レインメーカー セレクト天付式用 （埋込部）
￥41,300（税抜）

▶図面・注意事項 P.d22
※受注生産品

￥443,800（税抜）合計

Rainmaker Select 580 3jet 

Rainmaker Select 460 3jet Rainmaker Select 460 1jet 

レイン
日常使いにふさわしい、
エアなしの力強いモード

レインフロー
滝の流れのように出て
くる、打たせ湯に最適
なモード

モノスプレー
シャワー中央から出る、
リラックスのためのモード

レイン
日常使いにふさわしい、
エアなしの力強いモード

レイン
日常使いにふさわしい、
エアなしの力強いモード

レインストリーム
肩や首にあてると心地
良い滝状モード

モノスプレー
シャワー中央から出る、リ
ラックスのためのモード

24001400
レインメーカーセレクト
オーバーヘッドシャワー 壁付式 
580/260 3ジェット （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥619,200（税抜）
※受注生産品

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d22、d26

￥655,300（税抜）合計

24006400 
レインメーカーセレクト
オーバーヘッドシャワー 天付式 460/300 3ジェット （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥598,600（税抜）

24010180 
レインメーカー セレクト天付式用 （埋込部）
￥41,300（税抜）

▶図面・注意事項 P.d22
※受注生産品

￥639,900（税抜）合計

Rainmaker Select
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Raindance E400 Air 1jet

Raindance 260 Air 1jet

Raindance

26472000 
レインダンス
オーバーヘッドシャワー 260 1ジェット エア （化粧部）
カラー：◦クロム
￥101,100（税抜）

26471180
レインダンス
オーバーヘッドシャワー用 240×240 （埋込部）
￥22,700（税抜）

▶図面・注意事項 P.d23

￥123,800（税抜）合計

26252000
レインダンスE
オーバーヘッドシャワー 400 1ジェット エア （化粧部）
カラー：◦クロム
￥204,300（税抜）

26254180
レインダンスE
オーバーヘッドシャワー用 400×400 （埋込部）
￥31,000（税抜）

▶図面・注意事項 P.d22

￥235,300（税抜）合計
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Raindance S 300 Air

Raindance E 420 2jet Air

Raindance E 360 Air 1jet

27493000 
レインダンスS
オーバーヘッドシャワー
壁付式 300 1ジェット エア
カラー：◦クロム
￥163,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d24

27494000 
レインダンスS
オーバーヘッドシャワー
天付式 300 1ジェット エア
カラー：◦クロム
￥148,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d24

27371000
レインダンスE
オーバーヘッドシャワー
壁付式 360/190 1ジェット エア
カラー：◦クロム
￥152,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d23

27381000
レインダンスE
オーバーヘッドシャワー
天付式 360/190 1ジェット エア
カラー：◦クロム
￥142,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d23

Raindance Rainfall150

レインエア
エアが含まれたモード

レインフロー
滝の流れのように出て
くる、打たせ湯に最適
なモード

26442000
レインダンス
レインフォール オーバーヘッドシャワー 150 1ジェット
カラー：◦クロム
￥80,500（税抜）
▶図面・注意事項 P.d23

27373000　

レインダンスE
オーバーヘッドシャワー 壁付式
420/220 2ジェット エア （化粧部）
カラー：◦クロム
￥296,200（税抜）

▶図面・注意事項 P.d23、P.d26

￥332,300（税抜）合計

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

Raindance
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Croma 280 Air 1jet Croma 160 1jet

Shower Arm

Crometta S 240 1jet

26723000 
クロメッタS
オーバーヘッドシャワー 240
1ジェット
カラー：◦クロム
￥51,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d23
※取付用アームをお選びください

26220000 推奨品
クロマ
オーバーヘッドシャワー 280
1ジェット エア
カラー：◦クロム
￥82,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d22
※取付用アームをお選びください

Crometta E 240 1jet

26726000
クロメッタE
オーバーヘッドシャワー 240
1ジェット
カラー：◦クロム
￥51,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d23
※取付用アームをお選びください

27450000
クロマ 
オーバーヘッドシャワー 160
1ジェット
カラー：◦クロム
￥45,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d23
※取付用アームをお選びください

27479000 推奨品
シーリングコネクター 100mm
￥14,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d25

※対象品番： 26220000／27450000／
 26723000／26726000

27413000
シャワーアーム 389mm
￥24,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d25

※対象品番： 26220000／26723000／
 26726000

27412000
シャワーアーム 230mm
￥20,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d25

※対象品番：27450000

Croma

Crometta
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多機能なシャワーパイプは、お手軽にオーバーヘッドシャワーをお楽しみいただけます。

リノベーションにも対応した充実のラインナップ。

機能性だけでなく、バスルームをおしゃれに彩るバスアイテムです。

Showerpipe
シャワーパイプ
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27113400  
レインダンスE 
シャワーパイプ 360 1ジェット スパウト付
￥300,300（税抜）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
＊ハンドシャワー：レインダンスセレクト S120
＊ サーモスタット：エコスタットセレクト
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d38
※推奨取付寸法はP.hg106

Raindance

27114000 
レインダンスS 
シャワーパイプ 300 1ジェット
￥267,300（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：レインダンスセレクト S120
＊ サーモスタット：エコスタットコンフォート
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d38
※推奨取付寸法はP.hg105

52054652
共通部品
シャワーパイプ用延長部品
￥3,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d44
※27361000、27113400は対応しておりません

13958004
共通部品
止水栓付偏心脚

（2個入り、フランジ φ64.7mm）
￥16,720（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43
※27361000、27113400は対応しておりません

偏芯脚と延長部品で既設の給水給湯管にもシャワーパイプを取り付けできます

27361000
レインダンスE 
シャワーパイプ 300 1ジェット ST300
￥350,900（税抜）
カラー：◦クロム
＊ハンドシャワー：レインダンス セレクト S120
＊サーモスタット:シャワータブレット 350
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d39
※推奨取付寸法はP.hg106
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26792000
クロマ セレクトS 
シャワーパイプ 280 1ジェット スパウト付
￥235,300（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロマセレクトS110 マルチ
＊ サーモスタット:エコスタットコンフォート
＊ シャワーホース：イシフレックスB 2000mm
▶図面・注意事項 P.d37
※推奨取付寸法はP.hg105

Croma

Croma Select 280
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

26790000 推奨品
クロマ セレクトS 
シャワーパイプ 280 1ジェット
￥204,300（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロマセレクトS110 マルチ
＊ サーモスタット:エコスタットコンフォート
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d37

26793000
クロマ セレクトS
シャワーパイプ 280 1ジェット レノ
￥173,400（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロマセレクトS110 マルチ
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d37
※推奨取付寸法はP.hg106

27135004 推奨品
クロマ 
シャワーパイプ 160 1ジェット
￥121,800（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロマ100 ヴァリオ
＊ サーモスタット：エコスタットコンフォート 
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d38
※推奨取付寸法はP.hg105

※バス・シャワー水栓は付属して
いません。既設の水栓に繋いで
いただくか、本カタログP.hg044
～045よりお選びください。

52054652
共通部品
シャワーパイプ用延長部品
￥3,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d44
※26793000は対応しておりません

13958004
共通部品
止水栓付偏心脚

（2個入り、フランジ φ64.7mm）
￥16,720（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43
※26793000は対応しておりません

偏芯脚と延長部品で既設の給水給湯管にもシャワーパイプを取り付けできます

Croma
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Crometta S240

27320000
クロメッタS 
シャワーパイプ 240 1ジェット スパウト付
￥173,400（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロメッタ110 ヴァリオ
＊ サーモスタット:エコスタットコンフォート
＊ シャワーホース：イシフレックスB 2000mm
▶図面・注意事項 P.d39

27267000 推奨品
クロメッタS 
シャワーパイプ 240 1ジェット
￥142,400（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロメッタ110 ヴァリオ
＊ サーモスタット:エコスタット 1001CL
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d38

27270000 
クロメッタS
シャワーパイプ 240 1ジェット エコスマート レノ
￥111,500（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロメッタ110 ヴァリオ
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d38

※バス・シャワー水栓は付属して
いません。既設の水栓に繋いで
いただくか、本カタログP.hg044
～045よりお選びください。

偏芯脚と延長部品で既設の給水給湯管にもシャワーパイプを取り付けできます

13958004
共通部品
止水栓付偏芯脚

（2個入り、フランジ φ64.7mm）
￥16,720（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43
※27270000は対応しておりません

52054652
共通部品
シャワーパイプ用延長部品
￥3,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d44
※27270000は対応しておりません

hg040



推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Crometta E240

27298000
クロメッタE 
シャワーパイプ 240 1ジェット スパウト付
￥173,400（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロメッタ110 ヴァリオ
＊ サーモスタット:エコスタットコンフォート
＊ シャワーホース：イシフレックスB 2000mm
▶図面・注意事項 P.d39
※推奨取付寸法はP.hg106

27271000 推奨品
クロメッタE 
シャワーパイプ 240 1ジェット
￥142,400（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロメッタ110 ヴァリオ
＊ サーモスタット:エコスタット 1001CL
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d38

27289000 
クロメッタE
シャワーパイプ 240 1ジェット エコスマート レノ
￥111,500（税抜）
カラー：◦クロム
＊ ハンドシャワー：クロメッタ110 ヴァリオ
＊ シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d39

※バス・シャワー水栓は付属して
いません。既設の水栓に繋いで
いただくか、本カタログP.hg044
～045よりお選びください。

偏芯脚と延長部品で既設の給水給湯管にもシャワーパイプを取り付けできます

13958004
共通部品
止水栓付偏芯脚

（2個入り、フランジ φ64.7mm）
￥16,720（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43
※27289000は対応しておりません

52054652
共通部品
シャワーパイプ用延長部品
￥3,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d44
※27289000は対応しておりません
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バスルームをより快適な空間へ導きます。

デザイン、機能、用途に応じた

幅広いラインナップが魅力です。

Bath Mixers
バス水栓 

hg043



13151400 
シャワータブレットセレクト 
バスサーモスタット 露出型
混合水栓 300 スパウト付 
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥121,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d35
※流量の調整はできません
※節湯セットあり 詳細はP.hg101

13107000
シャワータブレット 
バスサーモスタット 露出型 混合水栓 350 スパウト付 
カラー：◦クロム
￥107,300（税抜）
▶図面・注意事項 P.d35

13102000
シャワータブレット 
シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 350
カラー：◦クロム
￥86,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d35

13171400 
シャワータブレット セレクト 
シャワーサーモスタット
露出型 混合水栓 300
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥101,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d35
※流量の調整はできません

13184400 
シャワータブレットセレクト 
シャワーサーモスタット
露出型 混合水栓 700
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥289,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d36
※流量の調整はできません
※バスタブ用アイコン 同梱あり

ShowerTablet

Exposed Thermostatic Bath Mixers

節湯
A1

節湯
A1

節湯
A1

露出型サーモスタットバス水栓

ダイヤルで湯量と温度を調整します。

１ジェットのオーバーヘッドシャワーと組み合わせていただけます。給水給湯ホース
を壁裏に埋め込みバスルームをすっきりと見せられます。露出型と埋込型の長所
を備えたハイブリッドなバス水栓です。 

※
節湯
B1

hg044



推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

71400000 

ロギス 
シングルレバーバス混合水栓
露出型 スパウト付
カラー：◦クロム
￥37,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d36

32440000
タリス 
シングルレバーバス混合水栓
露出型 スパウト付
カラー：◦クロム
￥50,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d36

13115000 
エコスタット コンフォート 
バスサーモスタット
露出型 混合水栓 コンフォートケア スパウト付
カラー：◦クロム
￥75,300（税抜）
▶図面・注意事項 P.d35

15348004 推奨品
ベルソスタット² 
バスサーモスタット
露出型 混合水栓 スパウト付
カラー：◦クロム
￥65,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d36
※節湯セットあり詳細はP.hg101

13114004 推奨品
エコスタット コンフォート 
バスサーモスタット
露出型 混合水栓 スパウト付
カラー：◦クロム
￥70,200（税抜）
▶図面・注意事項 Pd35
※節湯セットあり詳細はP.hg101

13116000
エコスタット コンフォート 
シャワーサーモスタット 露出型 混合水栓 
カラー：◦クロム
￥60,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d35

Ecostat Comfort & Versostat

偏芯脚で既設の給水給湯管にも取り付けできます

13958004
共通部品
止水栓付偏芯脚

（2個入り、フランジ φ64.7mm）
￥16,720（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

Talis & Logis

Exposed Single Lever Bath Mixers
シングルレバーバス水栓

※
節湯
B1

※
節湯
B1
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受注生産品……お取寄せに時間がかかります。

15737400 
シャワーセレクト・グラスホワイト 
シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓
 1アウトレット 156/156 （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥169,200（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26
※受注生産品

￥205,300（税抜）合計

15734400 
シャワーセレクト・グラスホワイト 
シャワーサーモスタット 埋込式 ハイフロー 
156/156 （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥123,800（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26
※受注生産品

￥159,900（税抜）合計

15738400 
シャワーセレクト・グラスホワイト 
シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓
2アウトレット 156/156 （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥181,600（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26
※受注生産品

￥217,700（税抜）合計

15735400 
シャワーセレクト・グラスホワイト  
シャワーサーモスタット 埋込式 混合水栓
1アウトレット 156/156 （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥169,200（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26
※受注生産品

￥205,300（税抜）合計

15736400 
シャワーセレクト・グラスホワイト 
バルブ 埋込式 3アウトレット 切替用
156/156 （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥123,800（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26
※受注生産品

￥159,900（税抜）合計

13604000
共通部品
埋込式水栓用化粧部延長金具
φ150mm シャワーセレクトグラス
￥23,740（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

13595000
共通部品
iBoxユニバーサル用
埋込部延長台座
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

iBoxの取付面から仕上面までの距離が80mm～108mm以内に収まらない場合は下記のパーツをご使用ください

節湯
A1

節湯
A1

節湯
A1

※ねじれ防止機能付き
※セレクト混合水栓と組み合わせて使用すると、

ハンドシャワーに流量調節機能を付加できます。

28248000
イシフレックス シャワーホース
1600mm （流量調整機能付）
カラー：◦シルバー
￥15,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d17

ハイフロー

ハイフロー

※流量調整はできません。
※写真と異なるボタンデザインをご希望の
場合は、別途ご購入願います。ShowerSelect Glass White

Concealed Thermostatic Bath Mixers
埋込式バス水栓
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Shower Select

15761000 
シャワーセレクト 
シャワーサーモスタット 
埋込式 ハイフロー 1アウトレット 
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥130,000（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26

￥166,100（税抜）合計

15760000 
シャワーセレクト 
シャワーサーモスタット
埋込式 ハイフロー
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥94,900（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26

￥131,000（税抜）合計

15763000 推奨品
シャワーセレクト 
シャワーサーモスタット
埋込式 混合水栓 2アウトレット 
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥142,400（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26

￥178,500（税抜）合計

ハイフロー

15762000 
シャワーセレクト 
シャワーサーモスタット
埋込式 混合水栓 1アウトレット
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥130,000（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26

￥166,100（税抜）合計

15764000 
シャワーセレクト 
バルブ
埋込式 3アウトレット 切替用
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥94,900（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d28、P.d26

￥131,000（税抜）合計

ハイフロー

13593000
共通部品
埋込式水栓用化粧部延長金具
φ150スクエア
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

13595000
共通部品
iBoxユニバーサル用
埋込部延長台座
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

iBoxの取付面から仕上面までの距離が80mm～108mm以内に収まらない場合は下記のパーツをご使用ください

節湯
A1

節湯
A1 節湯

A1

※ねじれ防止機能付き
※セレクト混合水栓と組み合わせて使用すると、
　ハンドシャワーに流量調節機能を付加できます。

28248000
イシフレックス シャワーホース
1600mm （流量調整機能付）
カラー：◦シルバー
￥15,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d17

※流量調整はできません。
※写真と異なるボタンデザインをご希望の
場合は、別途ご購入願います。
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Ecostat E / Puravida

ハイフロー

15708000 推奨品  
エコスタットＥ 
シャワーサーモスタット
埋込式 混合水栓 2アウトレット
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥109,400（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

￥145,500（税抜）合計

15707000 推奨品
エコスタットＥ 
シャワーサーモスタット
埋込式 混合水栓 1アウトレット 
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥97,000 （税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

￥133,100（税抜）合計

15777000 
プラビダ 
止水栓/切替バルブ
3アウトレット用
155×155（化粧部）
カラー：◦クロム
￥74,300 （税抜）

▶図面・注意事項 P.d28、P.d26

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

￥110,400（税抜）合計

15706000 
エコスタットＥ 
シャワーサーモスタット
埋込式 ハイフロー
155/155 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥90,800（税抜）

▶図面・注意事項 P.d27、P.d26

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

￥126,900（税抜）合計

15978000 
プラビダ 
止水栓 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥15,500（税抜）

▶図面・注意事項 P.d28
※バススパウト接続用に推奨

15970180
止水栓用スピンドルバルブ
130ℓ/min "3/4

（埋込部）
￥22,700（税抜）

￥38,200（税抜）合計

▶図面・注意事項 P.d28
※シャワー接続用に推奨

15974180
止水栓用セラミックバルブ 
40ℓ/min "1/2  

（埋込部）
90°回転規制
￥22,700（税抜）

￥38,200（税抜）合計

15597000
共通部品
埋込式水栓用化粧部延長金具
φ150mm ソフトキューブ
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

13595000
共通部品
iBoxユニバーサル用
埋込部延長台座
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

iBoxの取付面から仕上面までの距離が80mm～108mm以内に収まらない場合は下記のパーツをご使用ください

Ecostat E 

Puravida
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Talis

Logis

32475000
タリス S 
シングルレバーシャワー混合水栓 
埋込式 2アウトレット
φ150 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥36,100（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 Pd30、P.d26

￥72,200（税抜）合計

71405000 
ロギス 
シングルレバーシャワー混合水栓
埋込式 2アウトレット 150/150（化粧部）
カラー：◦クロム
￥29,900（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d32、P.d26

￥66,000（税抜）合計

32675000
タリス S 
シングルレバーシャワー混合水栓
埋込式 1アウトレット
φ150 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥32,000（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d30、P.d26

￥68,100（税抜）合計

71605000 
ロギス 
シングルレバーシャワー混合水栓
埋込式 1アウトレット 150/150（化粧部）
カラー：◦クロム
￥26,800（税抜）

01800180
iBoxユニバーサル （埋込部）
￥36,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d32、P.d26

￥62,900（税抜）合計

13414004 推奨品
タリス S
バススパウト 
カラー：◦クロム
￥23,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d32

13597000
共通部品
埋込式水栓用化粧部延長金具
φ150mm ラウンド
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

iBoxの取付面から仕上面までの距離が80mm～108mm以内に収まらない場合は下記のパーツをご使用ください

13595000
共通部品
iBoxユニバーサル用
埋込部延長台座
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

15597000
共通部品
埋込式水栓用化粧部延長金具
φ150mm ソフトキューブ
￥11,350（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

Concealed Single Lever Bath Mixer & Spout
埋込式シングルレバーバス水栓＆スパウト

71410000
ロギス 
バススパウト 
カラー：◦クロム
￥21,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d33

hg050



推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Talis

Logis

71300000 
ロギス 
3ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥57,800（税抜）

13233180 推奨品
3ホールリム付式バス混合水栓用 （埋込部）
￥40,200（税抜）

▶図面・注意事項 P.d34、P.d33

￥98,000（税抜）合計

71747000 
タリス E 
3ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥68,100（税抜）

13233180 推奨品
3ホールリム付式バス混合水栓用 （埋込部）
￥40,200（税抜）

▶図面・注意事項 P.d35、P.d33

￥108,300（税抜）合計

71314000 
ロギス 
4ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部）
カラー：◦クロム
＊ハンドシャワー：クロマ100ヴァリオ 4ジェットハンドシャワー
￥88,800（税抜）

13244180
4ホールリム付式バス混合水栓用 （埋込部）
￥67,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d34、P.d33

￥155,900（税抜） 合計

71748000 
タリス E 
4ホールリム付式バス混合水栓 （化粧部）
カラー：◦クロム
＊ハンドシャワー：クロマセレクト E110 1ジェットハンドシャワー
￥107,300（税抜）

13244180
4ホールリム付式バス混合水栓用 （埋込部）
￥67,100（税抜）

▶図面・注意事項 P.d35、P.d33

￥174,400（税抜） 合計

Rim Mounted Bath Mixer
リム付式バス水栓
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Wallbar
ウォールバー
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

27609000 推奨品
ウォールバー
クロメッタ 900mm
￥14,400（税抜）
カラー：◦クロム
▶図面・注意事項 P.d19

27610000
ウォールバー
C 900mm
￥20,600（税抜）
カラー：◦クロム
▶図面・注意事項 P.d19

28679000
共通部品
カセッタSプロ ソープデッシュ
カラー：◦クロム
￥8,260（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43
※ φ22のバーに適合

27636000　

ウォールバー
レインダンス 900mm シャワーホース付
￥60,900（税抜）
カラー：◦クロム
＊シャワーホース：イシフレックスB 1600mm
▶図面・注意事項 P.d19

28663000 推奨品
ウォールバー
S プロ レノ 1050mm
￥31,000（税抜）
カラー：◦クロム
▶図面・注意事項 P.d20
※取付部を上下に調整でき、
　リフォームに最適です。

28633004（900mm） 推奨品
￥24,800（税抜）

28637004（1200mm）

￥32,000（税抜）
ウォールバー
S プロ
カラー：◦クロム
▶図面・注意事項 P.d20

※アクサースタルクシャワーホースには対応していません

Wallbar
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Grab bar
グラブバー
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26403400
グラブバー 
コンフォート 1100mm L
￥80,500（税抜）
カラー：◦クロム
＊ シェルフ付
▶図面・注意事項 P.d19

26329000
フットサポート
コンフォート
カラー：◦クロム
￥35,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d19

26404400
グラブバー 
コンフォート 1100mm R
￥80,500（税抜）
カラー：◦クロム
＊ シェルフ付
▶図面・注意事項 P.d19

Grab bar

手すりとしてもお使いい
ただけます。

ハンドシャワーを２か所で
ホールド。 椅子に座っ
て、またお子様も手の届
く高さです。

取り外し可能なシェルフ

洗浄やシェービングなど足のお手入れ
に。すべりにくいシリコンのカバー付。

テュフ認証を取得

ユニバーサルデザイン  プロダクト

お子様から高齢者の方まで 「安全で使いやすい」 をコンセプトにデザインした

プロダクトをラインナップしました。

手すり兼用ウォールバー

洗面混合水栓 露出型バス混合水栓 

31917000（ポップアップ引棒無） 
フォーカス 
シングルレバー洗面混合水栓
100 ケアハンドル クールスタート（ポップアップ引棒無）
カラー：◦クロム
￥43,300（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4

 94
節湯
C1

13115000 
エコスタット コンフォート 
バスサーモスタット 露出型 混合水栓
コンフォートケア スパウト付 
カラー：◦クロム
￥75,300（税抜）
▶図面・注意事項 P.d35
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

27451004 推奨品
シャワー取出口 S （逆止弁付）
カラー：◦クロム
￥11,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d18

26486000
ホルダー付 シャワー取出口
スクエア（逆止弁付）
カラー：◦クロム
￥22,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d17
※28286000、28128000には
　対応しておりません。

27414004 推奨品
シャワー取出口 E （逆止弁付）
カラー：◦クロム
￥13,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d18

シャワー取出口

Accessories
アクセサリー
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

28331000 推奨品
シャワーホルダー
ポルターS
カラー：◦クロム
￥7,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d18
※28286000、28128000には
　対応しておりません。

28328000
シャワーホルダー
ポルターヴァリオ
カラー：◦クロム
￥10,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d18
※28286000、28128000には
　対応しておりません。

28169000（2000mm） ￥8,300（税抜）
28162002（1750mm） ￥7,700（税抜）
28168000（1600mm） ￥7,200（税抜）
シャワーホース 
コンフォートフレックス
カラー：◦シルバー
▶図面・注意事項 P.d17
※ねじれ防止機能付き
※28162002（1750mm）のみ節湯セットあり
　詳細はP.hg101

28134000（2000mm） ￥13,400（税抜）
28135004（1750mm） ￥12,900（税抜） 推奨品
28136000（1600mm） ￥12,400（税抜）
シャワーホース 
センソフレックス
カラー：◦シルバー
▶図面・注意事項 P.d16
※ねじれ防止機能付き
※透明樹脂被膜メタルホース
※28135004（1750mm）のみ節湯セットあり
　詳細はP.hg101

28248000（1600mm） ￥15,000（税抜）
シャワーホース 
イシフレックス （流量調整機能付）
カラー：◦シルバー
▶図面・注意事項 P.d17
※ねじれ防止機能付き
※セレクト混合水栓と組合せることにより、
　流量調整機能を付加できます。

28274000（2000mm） ￥10,300（税抜）
28245004（1750mm） ￥9,800（税抜） 推奨品
28276000（1600mm） ￥9,300（税抜）
シャワーホース 
イシフレックス
カラー：◦シルバー
▶図面・注意事項 P.d17
※ねじれ防止機能付き
※28245004（1750mm）のみ節湯セットあり
　詳細はP.hg101

シャワーホルダー

シャワーホース

金属製ホースに樹
脂被膜を施して蛇
腹状のデザイン

樹脂製の光沢の
あるデザイン

樹脂製のつるっと
したシンプルなデ
ザイン

ホースの根元で流
量が調整できます

※
節湯
B1

※
節湯
B1

※
節湯
B1
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1ヶ所からの吐水

1576200015737400 3267500015707000 71605000

01800180

15762000

1 Outlet

対応製品

15762000 シャワーセレクト（化粧部） ￥130,000（税抜）
01800180 iBoxユニバーサル（埋込部） ￥36,100（税抜）
26530400 ハンドシャワー  ￥22,700（税抜）
28276000 シャワーホース1600mm  ￥9,300（税抜）
28633004 ウォールバー  ￥24,800（税抜）
27451004 シャワー取出口 ￥11,400（税抜）

￥234,300（税抜）合計

27493000 オーバーヘッドシャワー  ￥163,100（税抜）
15762000 シャワーセレクト（化粧部） ￥130,000（税抜）
01800180 iBoxユニバーサル（埋込部）  ￥36,100（税抜）

￥329,200（税抜）合計

Concealed Combinations
シャワーと埋め込式混合水栓の組合わせ例
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2ヶ所からの吐水

2 Outlets

01800180

15763000

27493000

対応製品

15763000 15708000 32475000 7140500015738400

15763000 シャワーセレクト（化粧部）  ￥142,400（税抜）
01800180 iBoxユニバーサル（埋込部）  ￥36,100（税抜）
27493000 オーバーヘッドシャワー  ￥163,100（税抜）
26530400 ハンドシャワー  ￥22,700（税抜）
28276000 シャワーホース1600mm  ￥9,300（税抜）
28331000 シャワーホルダー  ￥7,000（税抜）
27451004 シャワー取出口 ￥11,400（税抜）

￥392,000（税抜）合計
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3 Outlets

01800180

01800180
15764000

15760000

01800180

15736400 15734400 15764000 15760000 15777000 15706000

15764000 シャワーセレクト（化粧部）  ￥94,900（税抜）
15760000 シャワーセレクト（化粧部）  ￥94,900（税抜）
27373000 オーバーヘッドシャワー（化粧部） ￥296,200（税抜）
01800180 iBoxユニバーサル（埋込部） ￥36,100（税抜）×3
26530400 ハンドシャワー  ￥22,700（税抜）
28276000 シャワーホース1600mm  ￥9,300（税抜）
28331000 シャワーホルダー  ￥7,000（税抜）
27451004 シャワー取出口 ￥11,400（税抜）

￥644,700（税抜）合計

3ヶ所からの吐水

対応製品

※写真はイメージ

27373000
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4 Outlets

15736400 15735400 15764000 15761000 15777000 15706000 15978000

01800180

01800180

01800180

4ヶ所からの吐水

対応製品

15764000 シャワーセレクト（化粧部）  ￥94,900（税抜）
15761000 シャワーセレクト（化粧部）  ￥130,000（税抜）
24001400 オーバーヘッドシャワー（化粧部） ￥619,200（税抜）
01800180 iBoxユニバーサル（埋込部） ￥36,100（税抜）×3
26530400 ハンドシャワー  ￥22,700（税抜）
28276000 シャワーホース1600mm  ￥9,300（税抜）
28331000 シャワーホルダー  ￥7,000（税抜）
27451004 シャワー取出口 ￥11,400（税抜）

￥1,002,800（税抜）合計

※写真はイメージ

24001400

15764000

15761000
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朝目覚めて、顔を洗う、歯を磨く、手を洗う、

１日に何度水栓に触れるでしょう。

デザインと使いやすさを兼ね備えた幅広いバリエーションから

お気に入りを見つけてください。

Basin Mixer Lines
洗面水栓
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※プラビダシリーズの
製品動画はこちらか
らご覧いただけます

PuraVida

プラビダのコンセプトは“インテグレーション（統合）”。

デザインの美しさと機能の統合、そしてクロムとホワイトの統合。

プラビダシリーズは多数の国際的なデザイン賞を受賞し、洗面空間に調和とバランスをもたらします。

15084400
プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 壁付式 165 （化粧部）
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥114,600（税抜）

▶図面・注意事項 P.d9

13622180
シングルレバー壁付式洗面
混合水栓用 （埋込部）
￥45,400（税抜）

￥160.000（税抜）合計

15084000
プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 壁付式 165 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥110,400（税抜）

▶図面・注意事項 P.d9

13622180
シングルレバー壁付式洗面
混合水栓用 （埋込部）
￥45,400（税抜）

￥155.800（税抜）合計

15170400（ポップアップ引棒無）

プラビダ 
自動洗面混合水栓 温度調節付
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥200,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d2

131
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15072000（ポップアップ引棒無）　

プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 240 ベッセルタイプ
カラー：◦クロム
￥148,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d2

15074000（ポップアップ引棒有）

15070000（ポップアップ引棒無）

プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 110
カラー：◦クロム
￥93,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d2

15081000（ポップアップ引棒無）

プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 200
カラー：◦クロム
￥106,300（税抜）
▶図面・注意事項 P.d2

15072400（ポップアップ引棒無）　

プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 240 ベッセルタイプ
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥152,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d2

15074400（ポップアップ引棒有）

15070400（ポップアップ引棒無）

プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 110
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥98,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d2

15081400（ポップアップ引棒無）

プラビダ 
シングルレバー洗面混合水栓 200
カラー：◦ホワイト＆◦クロム
￥110,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d2

241

192

113

241

192

113
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受注生産品……お取寄せに時間がかかります。

Metropol

幾何学的で魅力的なフォルムは、メトロポールの特徴的な要素です。

史上初、フリースタンディングで設置可能な洗面水栓をラインナップしました。

長年のパートナーであるフェニックスデザインとハンスグローエのコラボレーションにより生まれました。

32508000 （ポップアップ引棒無）

メトロポール 
シングルレバー洗面混合水栓 110
クールスタート
カラー：◦クロム
￥70,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4

32503000 （ポップアップ引棒無）

メトロポール 
シングルレバー洗面混合水栓 100
ロングスパウト クールスタート
カラー：◦クロム
￥67,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4

89 117
節湯
C1

節湯
C1

32506000 （ポップアップ引棒有）

メトロポール 
シングルレバー洗面混合水栓 110
カラー：◦クロム
￥67,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4
※受注生産品

117
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32512000（ポップアップ引棒無）

メトロポール 
シングルレバー洗面混合水栓 260 ベッセルタイプ
カラー：◦クロム
￥97,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4

259

32530000 （ポップアップ引棒無） 
メトロポール 
シングルレバー洗面混合水栓（床付式）
カラー：◦クロム
￥280,700（税抜）

10452180
床付式バス水栓用（埋込部）※
￥103,200（税抜）

▶図面・注意事項 P.d9、P.d32
※床付式バス混合水栓と兼用。

￥383,900（税抜） 合計

1054 1134～
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受注生産品……お取寄せに時間がかかります。

31080000（ポップアップ引棒有）

メトリス 
シングルレバー洗面混合水栓 110 
カラー：◦クロム
￥56,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d3
※受注生産品

31121000（ポップアップ引棒有）

31121004（ポップアップ引棒無）

メトリス 
シングルレバー洗面混合水栓 110 クールスタート
カラー：◦クロム
￥56,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d3

31183000（ポップアップ引棒有）

31185000（ポップアップ引棒無）

メトリス 
シングルレバー洗面混合水栓 200 ベッセルタイプ
カラー：◦クロム
￥73,300（税抜）
▶図面・注意事項 P.d3

31166000（ポップアップ引棒無）

メトリス 
単水栓 100
カラー：◦クロム
￥39,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

100100

 93193

Metris

メトリスは「余計なものや、気取ったものから自分を解放する」というコンセプトのもと、

本質に焦点を当てたシリーズです。

クリアなラインひとつひとつにデザインの意図があり、すべての要素が考え抜かれています。

節湯
C1

単水栓
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Metris Classic

ノスタルジックな装いのバスルームをお好みですか？

ハンスグローエが提供するモダンクラシックは、

いつまでも色褪せることなく輝き続けます。 

31075000（ポップアップ引棒有）

31077000（ポップアップ引棒無） 
メトリスクラシック 
シングルレバー洗面混合水栓 100
カラー：◦クロム
￥68,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d3

31078000（ポップアップ引棒有） 
メトリスクラシック 
シングルレバー 洗面混合水栓 250 ベッセルタイプ
カラー：◦クロム
￥92,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d3

31073000（ポップアップ引棒有） 
メトリスクラシック 
3ホール洗面混合水栓 100
カラー：◦クロム
￥140,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d10

100 248

101
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Talis S

流れるようなフォルムが特徴的なタリスＳ。

”Ｓ”は”スタイリッシュ”という意味も兼ね備えています。 

 68  98

72013000（ポップアップ引棒有）

72014000（ポップアップ引棒無） 推奨品  

タリスS 
シングルレバー洗面混合水栓 80 
クールスタート
カラー：◦クロム
￥38,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d8

72022000（ポップアップ引棒有）

72023000（ポップアップ引棒無）

タリスS 
シングルレバー洗面混合水栓 100 
クールスタート
カラー：◦クロム
￥45,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d8

節湯
C1

節湯
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受注生産品……お取寄せに時間がかかります。

 68

13132004（ポップアップ引棒無）

タリスS 
単水栓 40
カラー：◦クロム
￥26,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

 35

単水栓

72017000（ポップアップ引棒無）

タリスS 
単水栓 80
カラー：◦クロム
￥33,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

 98

72020000（ポップアップ引棒有）

タリスS 
シングルレバー洗面混合水栓 100 
カラー：◦クロム
￥45,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d8
※受注生産品

179

72032000（ポップアップ引棒無） 
タリスS 
シングルレバー洗面混合水栓 190 ベッセルタイプ
カラー：◦クロム
￥66,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d8
※受注生産品

hg073
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受注生産品……お取寄せに時間がかかります。 推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Talis E

優美で調和のとれた曲線、

エレガントなエッジと輝く表面仕上げ。

幅広いバスルームデザインに調和します。 

71710000（ポップアップ引棒有）

タリスE 
シングルレバー洗面混合水栓 110
カラー：◦クロム
￥40,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7
※受注生産品

104

71703000（ポップアップ引棒有） 
71704000（ポップアップ引棒無） 推奨品  

タリスE 
シングルレバー洗面混合水栓 80 
クールスタート
カラー：◦クロム
￥35,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7

71713000（ポップアップ引棒有） 
71714000（ポップアップ引棒無） 推奨品
タリスE 
シングルレバー洗面混合水栓 110 
クールスタート
カラー：◦クロム
￥40,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7

234

71717000（ポップアップ引棒無） 
タリスE 
シングルレバー洗面混合水栓 240 ベッセルタイプ
カラー：◦クロム
￥68,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7

104 71
節湯
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Talis Select

指先でも手のひらでも肘でも。ワンクリックで水の出し止めが可能だから

汚れた手でも衛生的にお使いいただけます。

温度調節は上部のハンドルを回転させます。

72042000（ポップアップ引棒有） 
72043000（ポップアップ引棒無） 
タリスセレクトS 
洗面混合水栓 100
カラー：◦クロム
￥55,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d8
※手のひらや肘でワンクリックして止水できます。
※ハンドルを回すことで温度調整をします。

72045000（ポップアップ引棒無）

タリスセレクトS 
洗面混合水栓 190 
カラー：◦クロム
￥76,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d8
※手のひらや肘でワンクリックして止水できます。
※ハンドルを回すことで温度調整をします。

71750000（ポップアップ引棒有）

71751000（ポップアップ引棒無） 
タリスセレクトE 
洗面混合水栓 110
カラー：◦クロム
￥49,500（税抜）
▶図面・注意事項 P.d8
※手のひらや肘でワンクリックして止水できます。
※ハンドルを回すことで温度調整をします。

104  98 179
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

 53  94 94

31621000（ポップアップ引棒有）

31509000（ポップアップ引棒無） 推奨品
フォーカス 
シングルレバー洗面混合水栓 100 クールスタート
カラー：◦クロム
￥36,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4

31917000（ポップアップ引棒無） 
フォーカス 
シングルレバー洗面混合水栓100 ケアハンドル
クールスタート
カラー：◦クロム
￥43,300（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4

31539000（ポップアップ引棒有）

31539004（ポップアップ引棒無） 
フォーカス 
シングルレバー洗面混合水栓 70 クールスタート
カラー：◦クロム
￥29,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d4

Focus

無駄なディテールを削ぎ落としたピュアでクリアなデザイン。

グッドプライスと品質が、美しいデザインを併せ持ちます。

節湯
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

71091000（ポップアップ引棒無） 
ロギス 
シングルレバー洗面混合水栓 190 ベッセルタイプ
カラー：◦クロム
￥39,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d6

195

Logis

快適性を追求した広範囲なライン、シンプルで独創的、

魅力的で調和のとれたロギスは、

どのようなスタイルにも合わせやすいのが魅力です。

71072004（ポップアップ引棒有） 
71073004（ポップアップ引棒無） 推奨品
ロギス 
シングルレバー洗面混合水栓 70 
クールスタート
カラー：◦クロム
￥27,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d6

71102004（ポップアップ引棒有） 
71103004（ポップアップ引棒無）

ロギス 
シングルレバー洗面混合水栓 100 
クールスタート
カラー：◦クロム
￥34,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7

 67
節湯
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受注生産品……お取寄せに時間がかかります。

71131000（ポップアップ引棒無） 

ロギス 
シングルレバー洗面混合水栓 210 
カラー：◦クロム
￥49,500（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7
※左右に60°ずつ首振りします

147

221

71271000（ポップアップ引棒無） 
ロギスクラシック 
２ハンドル洗面混合水栓 150 
カラー：◦クロム
￥39,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7
※左右に58°ずつ首振りします

71220000  
ロギス 
シングルレバー洗面混合水栓 壁付式 195 （化粧部）
カラー：◦クロム
￥39,200（税抜）

▶図面・注意事項 P.d9

13622180
シングルレバー 
壁付式洗面混合水栓用 （埋込部）
￥45,400（税抜）

￥84,600（税抜）合計

71120000（ポップアップ引棒無） 
ロギス 
単水栓 70
カラー：◦クロム
￥20,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

71135000（ポップアップ引棒無） 
ロギスクラシック 
単水栓 70
カラー：◦クロム
￥24,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

 79

 79

単水栓

71070000（ポップアップ引棒有）

ロギス 
シングルレバー洗面混合水栓 70
カラー：◦クロム
￥27,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d6
※受注生産品

71100000（ポップアップ引棒有）

ロギス 
シングルレバー洗面混合水栓 100
カラー：◦クロム
￥34,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d7
※受注生産品

 93 67
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72017000（ポップアップ引棒無） 
タリスS 
単水栓 80
カラー：◦クロム
￥33,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

31166000（ポップアップ引棒無） 
メトリス 
単水栓 100
カラー：◦クロム
￥39,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

 93
 68

Pillar Tap
単水栓

hg080



13132004（ポップアップ引棒無）

タリスS 
単水栓 40
カラー：◦クロム
￥26,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

 35

71120000（ポップアップ引棒無）

ロギス 
単水栓 70
カラー：◦クロム
￥20,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

71135000（ポップアップ引棒無）

ロギス クラシック 
単水栓 70
カラー：◦クロム
￥24,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d11

 79 79

イメージ図
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NEW ……新商品

41720000 NEW

ロギスユニバーサル 
タオルラック/タオルホルダー 600mm
カラー：◦クロム
￥19,600（税抜）
▶図面・注意事項 P.d41

41711000 NEW

ロギスユニバーサル
タオルフック
カラー：◦クロム
￥2,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d41

41712000 NEW

ロギスユニバーサル 
タオルホルダー ダブル 600mm
カラー：◦クロム
￥14,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d41

41723000 NEW

ロギスユニバーサル 
ロールホルダー 
カラー：◦クロム
￥9,800（税抜）
▶図面・注意事項 P.d41

41713000 NEW

ロギスユニバーサル 
グラブバー 300mm
カラー：◦クロム
￥11,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d41

Logis Accessories

イメージ図
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キッチンは楽しい時間を共有する空間。

毎日のクッキングタイムをスムーズで快適に過ごすためには、

デザインも機能も妥協できません。

そんな希望を叶えるさまざまなバリエーションの

キッチン水栓をご用意しました。

Kitchen Mixer
キッチン水栓

hg085



キッチンミキサーと洗練されたデザインのコントロールエレメントによる新しいキッチンの提案です。

扱いやすい回転式のレバーが、キッチンにおける動線をもっとシンプルにします。

流量と温度調整はシンクの横のレバーを回転させるだけ。とても簡単です。

温度と流量の調整は
シンクのリムでコントロール

水の出し止めは
ボタンをプッシュするだけ

スパウト前のボタンで
シャワーに切替

シンクのリムに設置して、手元で操作。 スパウト上部のボタンで水の出し止め可能。 スパウト前のボタンでシャワーに切替。

73818000
M71 
2ホールシングルレバーキッチン混合水栓 セレクト 
引出式 200（シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り110°、150°
カラー：◦クロム
￥134,200（税抜）

73818800
M71 
2ホールシングルレバーキッチン混合水栓 セレクト 
引出式 200（シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り 110°、150°
カラー：◦ステンレススティールオプティック
￥173,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d13
※受注生産品

32
0

20
8

221

M71 Kitchen Mixers
手元の回転式レバーが、導線をもっとシンプルに

節湯
A1

受注生産品……お取寄せに時間がかかります。hg086

2020年春発売予定　代替品：73804000（シャワー切替無）

2020年春発売予定　代替品：73804800（シャワー切替無）



水の出し止めとオーバーフローは
手元のボタンで操作

スパウト上部のボタンで
シャワーに切替

水の出し止めはボタンをプッシュ。回転させてオーバーフローの操作を。 スパウト上部のボタンでシャワーに切替。

シンプルですっきりとしたデザイン、

使いやすく革新的なセレクトテクノロジーで

水を完璧にコントロールします。

73805000
M71 
2ホールシングルレバーキッチン混合水栓 
セレクト 引出式 220（シャワー切替）
泡沫吐水 左右の首振り110°、150°
カラー：◦クロム
￥134,200（税抜）

73805800
M71 
2ホールシングルレバーキッチン混合水栓 
セレクト 引出式 220（シャワー切替）
泡沫吐水 左右の首振り 110°、150°
カラー：◦ステンレススティールオプティック
￥173,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d13
※受注生産品

33
2
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211

手元のセレクトボタンと水栓頭部のボタンで快適に水をコントロール

節湯
A1

受注生産品……お取寄せに時間がかかります。 hg087
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

スパウト上部のボタンでシャワーモードに切替。

キッチンに立つ全ての方のためのモデルです。

52054675
共通部品
水受けトレー（壁床固定式）
￥5,680（税抜）
▶図面・注意事項 P.d45

前面のボタンで
吐水をコントロール

節湯
A1

Metris Kitchen Mixers

14883000
メトリスセレクト 
シングルレバーキッチン混合水栓 
ハイスパウト 320
整流吐水 左右の首振り 110°、150°、360°
カラー：◦クロム
￥92,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14

14820000
メトリス 
シングルレバーキッチン混合水栓 
引出式 320（シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り 110°、150°
カラー：◦クロム
￥99,100（税抜）
▶図面・注意事項 P.d12
※別途、水受トレー（52054675）を設置することを
お勧めします。

14834000 推奨品
メトリス 
シングルレバーキッチン混合水栓 
引出式 220（シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り 110°、150°
カラー：◦クロム
￥94,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d12
※別途、水受トレー（52054675）を設置することを
お勧めします。

スパウト上部のボタンで
シャワーと整流を切替

スパウト上部のボタンで
シャワーと整流を切替
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NEW ……新商品 推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

セレクトボタンをプッシュするだけで吐水を自由にコントロール

72820000 
タリスセレクトS 
シングルレバーキッチン混合水栓 
ハイスパウト 300
カラー：◦クロム
泡沫吐水 左右の首振り 110°、150°、360°
￥86,700（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14

節湯
A1

節湯
A1

M51/ Talis Kitchen Mixers

52054675
共通部品
水受けトレー（壁床固定式）
￥5,680（税抜）
▶図面・注意事項 P.d45

73867004 NEW  推奨品
M51 
シングルレバーキッチン混合水栓 セレクト
引出式ハイスパウト 300（シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り 110°、150°
カラー：◦クロム
￥111,500（税抜）
▶図面・注意事項 P.d13
※ 別途、水受トレー（52054675）を設置することをお勧めします。

スパウト上部のボタンで
吐水をコントロール

前面のボタンで
吐水をコントロール

前面のボタンで
シャワーと整流を切替

hg091
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

Talis Kitchen Mixers

72814000
タリスS 
シングルレバーキッチン混合水栓 220
泡沫吐水 左右の首振り 110°、150°、360°
カラー：◦クロム
￥61,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14

72813004 推奨品
タリスS 
シングルレバーキッチン混合水栓 
引出式 200（シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り 110°、150°
カラー：◦クロム
￥91,800（税抜） 
▶図面・注意事項 P.d13
※ 別途、水受トレー（52054675）を
　設置することをお勧めします。
※ スパウト位置が低いため、より水ハネしにくい
　デザインです。

72813800 
タリスS 
シングルレバーキッチン混合水栓 
引出式 200 （シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り 110°、150°
カラー：◦ステンレススティールオプティック
￥119,700（税抜） 
▶図面・注意事項 P.d13
※ 別途、水受トレー（52054675）を
　設置することをお勧めします。
※ スパウト位置が低いため、より水ハネしにくい
　デザインです。

72810000 
タリスS 
シングルレバーキッチン混合水栓 
ハイスパウト 260
泡沫吐水 左右の首振り 110°、150°、360°
カラー：◦クロム
￥71,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14

52054675
共通部品
水受けトレー（壁床固定式）
￥5,680（税抜）
▶図面・注意事項 P.d45

サイズや吐水の高さにもこだわることでクッキングがもっと快適に楽しく

前面のボタンで
シャワーと整流を切替

前面のボタンで
シャワーと整流を切替
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シンプルで機能性の高いグースネックのミキサーは

空間に柔らかな印象を与えます。

スプレーヘッドの受口にはマグネットを内蔵。収納時はしっかり固定します。

31820004
フォーカス 
シングルレバーキッチン混合水栓 ハイスパウト 260
泡沫吐水
カラー：◦クロム
左右の首振り110°、150°、360°
￥44,400（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14

31815004 推奨品
フォーカス 
シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 ハイスパウト 240 （シャワー切
替）整流吐水
カラー：◦クロム
左右の首振り110°,150°
￥71,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d12
※別途、水受トレー（52054675）を設置することをお勧めします。

Focus Kitchen Mixers

52054675
共通部品
水受けトレー（壁床固定式）
￥5,680（税抜）
▶図面・注意事項 P.d45

推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

前面のボタンで
シャワーと整流を切替

hg095
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NEW ……新商品

コンパクトキッチンにも対応。

サイズと使いやすさを両立した新しいキッチン水栓 。

M42 Kitchen Mixers

71801004 NEW

M42 
シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 180（シャワー切替）
整流吐水 左右の首振り360°
カラー：◦クロム
￥59,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d12
※ 別途、水受トレー（52054675）を設置することをお勧めします。

71814004 NEW

M42 
シングルレバーキッチン混合水栓 引出式 150
泡沫吐水 左右の首振り 120°
カラー：◦クロム
￥42,000（税抜）
▶図面・注意事項 P.d12
※ 別途、水受トレー（52054675）を設置することをお勧めします。

52054675
共通部品
水受けトレー（壁床固定式）
￥5,680（税抜）
▶図面・注意事項 P.d45

前面のボタンで
シャワーと整流を切替
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推奨品 ……在庫を多めにご準備しており、お急ぎの方におすすめです。※受注状況により在庫は変動いたしますのでご了承ください。

デザインとコストパフォーマンスを両立。

コンパクトキッチンやセカンドキッチンにも最適です。

71835000 推奨品
ロギス 
シングルレバーキッチン混合水栓 
ハイスパウト 260
泡沫吐水 左右の首振り 110°、150°、360°
カラー：◦クロム
￥40,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14

71839000 
ロギス 
シングルレバーキッチン混合水栓 160 
クールスタート
泡沫吐水 左右の首振り 360°
カラー：◦クロム
￥37,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14

71837004
ロギス 
シングルレバーキッチン混合水栓 120 
クールスタート
泡沫吐水 左右の首振り 360°
カラー：◦クロム
￥29,900（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14
※ ハンドルが2段階でクリック感があり、最大50％節水できる

エコカートリッジ仕様。

71836000
ロギス 
シングルレバーキッチン混合水栓 
壁付式
カラー：◦クロム
￥40,200（税抜）
▶図面・注意事項 P.d14
※取付には止水栓付偏心脚（13958004）と

組み合わせることも可能です。

Logis Kitchen Mixers

節湯
C1

節湯
C1

13958004
共通部品
止水栓付偏芯脚

（2個入り、フランジφ64.7mm）
￥16,720（税抜）
▶図面・注意事項 P.d43

hg099


	表紙
	目次
	ショールーム
	ハンスグローエ社について
	ハンスグローエの歴史
	プロダクトデザイン
	環境への配慮と持続可能性について
	ハンスグローエの革新的なテクノロジー
	ハンスグローエのシャワーモード
	ハンスグローエのホームページ
	その他オンラインコンテンツ
	スポンサーシップ
	ハンスグローエの施工事例
	ハンドシャワー
	オーバーヘッドシャワー
	シャワーパイプ
	バス水栓
	ウォールバー
	シャワー取出口/ホルダー/ホース
	シャワーと埋込式混合水栓の組合わせ例
	洗面水栓
	アクセサリー
	キッチン水栓



