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平成24年度の厚生労働省の人口動態調査統計によると
浴槽内での溺死は5,067人にも上っています。これは同
年の交通事故による死亡者の4,411人（警視庁交通局調べ）
を上回る結果となっております。�
また、これを65歳以上に限定すればなんと実に交通事
故による死亡者の2倍の人数が浴槽内での溺死により亡
くなられています。�
つまり高齢者にとっては交通事故よりも溺死に対する
心配の方がはるかに深刻な問題であると言えるのです。�

溺水による心肺機能停止は1分1秒を争う深刻な事態。
たった1分の違いがその生存率や後遺障害に大きく影響
を与えます。でもこうした事態にセンサー等の取り付
けによる溺死への対応は実はほとんど役にたたないと
いったらどう思われるでしょうか。救急車の平均到着
時間は8分。（総務省消防庁調べ）したがって、センサ
ーによる発見から、適切な救命処置が施されるまでの
時間は現実的に8分～10分程度かかるものと思われ、そ
の生存率はごく僅か。発生してから発見するよりも、
未然に防げる予防措置という発想が大切だと言えるの
ではないでしょうか。�

溺死などによる心肺機能停止から人工呼吸等の蘇生措
置の施術までの時間と生存率の関係はアメリカのドリ
ンガー博士によって報告されています。停止後2分以内
にはじめると90%くらいの確率で命を救うことは出来
ますが、3分後には75%、4分後には50%、そして5分後
には25%ととなり、10分後にはほぼ助かる確率は0にな
ります。これは脳が酸素なしで生きることの出来る時
間がわずか3～4分程しか無いことに起因しています。
そして、溺水はたとえ命が助かったとしても、脳に対
する影響が心配される深刻な事態なのです。�
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「3Dプロテクション」それは居住性と安全性を格段に高
めたユニバーサルデザインの先進のフォルムです。浴槽
に施されたこの独創的な新性能は、高齢化社会で今大き
な問題となっている浴槽内での溺死事故のプロセス分析
から生まれました。
家庭内の不慮の事故の約３０％を占める溺死事故。その
比率は６５歳以上においては最高となり、実に交通事故
の2倍の人数が毎年亡くなられています。これは入浴によ
る熱の刺激に対する人体の自然な生体反応による急激な
血圧の上昇と、その後の慣れによる急激な低下によって
眠気や意識不明の軽い失神状態に陥ることが原因とされ
ています。これは特に６５歳以上の高齢者に多く、また
若年者でも血液中の水分濃度が低くなる深夜の入浴時に
起こりやすいとされています。こうした事態を浴槽の形
状自体で起こりにくくするのがこの「３Ｄプロテクショ
ン」の発想です。
立体的底面形状によって自然な後傾姿勢を生み出すと同
時に逆勾配で座面をグリップ。これにより溺死事故の典
型的パターンである「滑り込み」と「倒れこみ」をその
同時に防ぐことができます。
ユニバーサルデザインの新しい形です。
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japanese
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RX1616JP

和風の空間の演出において光は重要なエレメントです。
ほのかに黄色がかった白熱球の光がやわらかく浴室内を
照らし出します。漆塗りを髣髴させる黒の質感と艶が木
目とのコントラストを際立たせ光と影を演出します。
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hi-tech  metallic



メタリックなテクスチャーとモノトーンで構成された
ハイテックなコーディネートは空間にモダン且つクー
ルな印象を与えます。ステンレス製のアクセントパネ
ルが空気に緊張を与え床面のブラックが浴室全体を引
き締めています。

ステンレスパネルにはその清掃性だけでなく指紋がつきにくい
クリア塗装仕上げが施されています。金属の持つ無機質な質感
に透明感がプラスされその光沢のもつ輝きをより一層美しいも
のにしています。
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RX1620HI
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scandinavian



p17p16

RX1616SC

オーガニックでミニマムなスカンジナビアのインテリアは
そのシンプルでモダンかつ機能的なフォルムと、自然素材
のもつナチュラルでハンドメイド的なあたたかさをもった
テクスチャーが調和した組み合わせです。
シンプルさの極みである白を利かせた色使いが空間を構成
する上での重要なエレメントになります。
天然素材のイメージを持ったウッド調の壁に囲まれた浴室
空間に無機質なライトストーンやケルトの森を想像させる
モスやグリーンを組み合わせることで外見的な美しさだけ
でなく目に楽しく心に染みる印象を持たせられます。
厳しい自然と共存し、愛し、調和してきた北欧のデザイン
が生み出したこだわりのコーディネートです。
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romantic
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RX1216RM

キュートでフェミニンなラヴェンダーカラーを基調と
したロマンチックなコーディネート。フェミニンなフ
ァッションとともにインテリアでも今注目です。アン
ティークの小物といった古いものとモダンなフォルム
の組み合わせが可愛くておしゃれです。
アクセントにゴールドを使えばゴージャスに、鈍く曇
ったシルバーを使えばシックなイメージになります。
エレガント過ぎず甘すぎない。大人のためのシンプル
でリラックスしたロマンティックスタイルです。
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midcentury image
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RX1616MD

ルミニセントなグリーンをベースにしたコーディ
ネートはカフェで注目を浴び今再び若者たちの間
でブームとなっているミッドセンチュリーモダン
スタイル。1940年から1960年代にかけてアメリ
カを中心として起こった新しいデザインのムーブ
メントを指してこう呼びます。それは戦時中に開
発された新素材をつかって多くのデザイナーたち
が斬新でハイクオリティな家具を生み出した時代
でした。工業化時代を背景に、工業製品としてロ
ーコストで合理的、機能的なスタイルでありなが
ら、一方で自然素材のぬくもりとはまた別の、ど
こか人間の手によるハンドメイド的な温もりをも
ったデザイン。初めて見るのになぜか懐かしさを
覚えるレトロでポップな色使いや幾何学的で近未
来的なデザインから伝わる当時のデザイナーたち
のもつパワーが現代の人々をまた魅了させるのか
もしれません。レトロなカラーのリネンやシンプ
ルで大胆なフォルムのオブジェをアクセントで飾
り付ければ全体にまとまりが出ます。
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minimalism
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RX1620MI

空間全体を柔らかで淡いナチュラルなベージュで包み
込みアクセントカラーに白を利かせたシンプルで無機
質なミニマリズムデザインのコーディネートです。必
要以上の機能や装飾を一切排除して極限までシェイプ
されたデザインは使う人が自由に選択し、完成させる
インテリアを構成できるものです。
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RX1616AS

静寂と爽やかな海の潮風、極彩色のトロピカルフラ
ワーに囲まれてリラクゼーションで過ごす安らぎの
昼下がり。セラピストの指先が快楽とまどろみへと
誘う。都会での忙しい毎日を過ごしたら、週末は日
常生活で疲れた体を優しくスパの泡たちが包み込む。
そんなイメージから生まれたアジアンテイストのコ
ーディネート。アメ色に磨かれたバンブー壁と砂岩
を思わせる明るいサンド調ベージュの組み合わせで
す。
インテリアのトレンドとして今世界中で大ブレイク
中のオリエンタルやアジアンテイスト。
その自然をうまく取り入れ、調和させるスタイルが
都会に生きる私たちの心と体に安らぎとヒーリング
効果を与えてくれるからかもしれません。
全ての煩雑なことを忘れてゆっくりと時計の針が進
む大人が子供に戻るための空間。
自分への最高の贈り物ですね。

p33p32



11

p35p34

やわらかい曲線が空間に広がりを持たせるア
ーチを持った天井です。最大室内有効高さは
2300mm。ほとんどのタイプの換気乾燥機の
取り付けに対応しています。
(対応機種は別途ご相談下さい。)  

Arch Ceiling
アーチ天井

お好みの湯温に簡単に調節することができま
す。レバー式のハンドルで、どなたにも使い
やすい配慮がされています。

thermo spout
サーモ水栓

側面に透過性を持たせたバリアフリーの快適
条件に合わせた照明です。前面が半透明なの
で眩しくありません。
防湿型60W白熱灯タイプです

high quality light
ハイクォリティー照明

単調な空間にアクセントを添える楕円形のミ
ラーです。サニタリーグレードの仕様に な
っています。
オプションで防曇仕様にも対応しています。

oval mirror
オーバルミラー

お子様からお年寄りまで使いやすいワンタッ
チ操作です。手で軽く押すだけで簡単に浴槽
内の水を排水させることができます。

pop up         
ポップアップ排水栓

従来より排水性能を改良した高機能性タイプ
の床です。三次元的なパターン形状のため、
滑りにくいだけでなく、触れたときの足触り
にまで配慮しています。

dry floor
高排水性能フロアー

ソフト、レギュラー、ムーブの3つの機能を
持ったメタル仕様のシャワーヘッドです。使
いやすい高さに自由に調節できます。

massage shower& sliding bar
マッサージシャワーヘッド
&スライドバー

すっきりとシンプルなデザインの換気扇。結
露で発生する水滴を屋外に排出するドレイン
機能付き。逆流防止弁も付いて外気の進入を
防ぎます。

dry fan
浴室用換気扇

浴槽への出入りをサポートします。握りやす
い太さ（φ34mm）で、インテリアとして見た目に
も美しいメッキ仕様のメタルハンドクリップで

す。

metal wall grip
壁付メタルグリップ

standard

specification

1. corner shelf /コーナー棚
デッドスペースに なりがちなコーナーを利用して収納力をアップ。ガ
ラスのような質感が空間に透明感を与えます。ご希望にあわせて一枚
からお選びいただけます。

2. heat&drying  ventilator /換気乾燥機　
身体をヒートショックから守る暖房機として、また入浴時間外を利用
して洗濯物を乾かせたりと1台4役（換気、暖房、乾燥、涼風）。8時間
までのタイマー運転が出来ますので外出時や就寝時にもお使いいただ
けます。また24時間換気にも対応しています。

3. metal  wall  grip/壁付メタルグリップ
洗い場での立ち座りや、浴槽への出入りなど浴室内でのさまざまな動
きをサポートします。握りやすい太さ(φ34mm)で、インテリアとして
見た目にも美しいメッキ仕様のメタルハンドグリップです。I型(L=400、
600、800)・L型(600×600)の2タイプからお選びいただけます。

4. bath  television /浴室テレビ
LEDバックライト搭載で省エネ設計された14インチ型浴室テレビ。音
声モード機能やサラウンド機能により臨場感のあるサウンドをお楽し
みいただけます。

5. laundry bar /ランドリーパイプ
換気乾燥機と組み合わせて浴室を乾燥室に。ステンレス製。浴室のサ
イズに合わせてお選びください。

6. towel  hanger/タオル掛け
シンプルなデザインが美しいタオル掛けです。クロムメッキ仕様です。
L=400

7. down light/ダウンライト
空間を演出するうえでの照明効果は重要です。天井から壁際
に落とされた照明により全体に動きがでます。

8. metal  wall  grip/壁付メタルグリップ
洗い場での立ち座りや、浴槽への出入りなど浴室内でのさまざまな動
きをサポートします。握りやすい太さ(φ34mm)で、インテリアとして
見た目にも美しいメッキ仕様のメタルハンドグリップです。I型(L=400、
600、800)・L型(600×600)の2タイプからお選びいただけます。

9. circle mirror/サークルミラー
10. wide mirror/ワイドミラー
幾何学的でモダンイメージのサークルミラーと空間に広がり
を感じさせるワイドミラー。どちらもサニタリーグレードで
す。

11. square light/スクエアライト
直線的でシンプルなデザインの角形照明。和風タイプにピッタ
リです。

Others
フリーサイズ窓枠　200×1500 300×1500 (ホワイト) 4本組
ジェットバス(2穴)
防曇ヒーター　400×190

optional   parts

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10
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FLOOR/フロアー
フロアーは水滴を分散させ乾燥させる排水性のよい高機能タ
イプ。パターンが三次元的な形状に施されているため足触り
がよく清掃性も抜群です。また、洗面器置きスペースは排水
目皿と一体になっていて嫌な部分を感じさせないうえ、裏面
の形状も単純でお手入れもラクラクです。

APRON
浴槽と流れるように一体化した形状で空間に広がりを与えます。

WALL / 壁
空間に占める割合の大きい壁面は全体の印象を決める大きな
エレメントです。素材はすべて非塩ビ系のものを使用してお
り、テクスチャーはメンテナンスが楽な鏡面仕上げです。ア
クセントウォール のメタルパネルはSUS304のステンレス製
で指紋がつきにくいクリア仕上げが施されています。

citrus green

lavender

alca gray bianco

wayan bamboo natural wood

alca beige cypress

black gray beige white

black beige white

black gray beige white

metal※

select  parts

mono white clear white※ basalt black※ granite gray※

black beige White

※option

お好みのライフスタイルやインテリアに合わせてカラーをチョイス。ミニマル、アジアン、ミッドセンチュリーなどのインテリアのカテゴリーにマッチ
した組み合わせが可能です。カラーがもたらす心理的効果で、疲れた体も心もリフレッシュ!

26type 66,60type

BATHTUB/浴槽

RXシリーズの66,60サイズ用の浴槽には入浴者の溺
死の危険を低減させる3Dプロテクション機能が標
準仕様。また26サイズ浴槽にも今までになかった
専用の半身浴スペースがついて安全性・機能性・
居住性が大幅にアップしました。マットな色調の
ソリッドカラー、透明層を持つクリアカラー、御
影石調のグラニットカラーからお選びいただけます。

COUNTER

非常にシンプルでありながら、機能は最先端。1つ
のサーモで浴槽から洗い場までコントロールする、
使う人の立場に立った水栓です。吐水口はカウン
ター下の使いやすい場所にさりげなく配置されて
います。また、プレ配管方式なので簡単に施工で
き安心です。ランバーサポートとメタル仕様のシ
ャワーヘッドが標準です。

※option
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THE SIZE OF PRODUCTS

RX 1620

RX 1616

RX 1216

CR

CL

SR

SL
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施工の範囲について

事前に充分情報を把握しておき、各々関係者(弊社営業・設備工事・電気工事)と
確実に内容を把握し、施工の準備を行ってください。見積書は下記の見積り条件
に基づいております。
<見積りに含まれない工事>
1. システムバス基礎の設置
2. 基礎墨出し工事（但し、システムバス据付けの墨出しは弊社工事）
3. 排水トラップ取出口以降の配管及び接続工事
4. 給水・給湯管の水栓器具継手以降の配管及び接続工事
5. 換気扇吹き出し口以降のダクト配管及び接続工事
6. 照明及び換気扇の電気配線及び接続工事
7. システムバスの外装工事
8. 建具回りの木枠・巾木工事
9. 窓サッシ取付工事
10.搬入路設定のための開口部工事
11.システムバス設置の際のスリープ及びハツリ工事
12.システムバス引き渡し検査後の清掃作業(完成時に1回のみ清掃業を行います)
13.ガス配管工事
<無償で支給いただきたい資材>
1. 据付けに要するモルタル又は、砂・セメント
2. 水道光熱他
<無償で貸与いただきたい設備>
1. システムバス部材搬入用リフト等の運搬設備及び運転手
2. 現場倉庫及び電話機(電話料金は実費お支払いいたします)

基礎の設置について

システムバスの設置脚には、通常使用時約950Kgの荷重がかかりますので基礎を
設置の際は、次の点に注意ください。
1.1階土間基礎の場合
システムバス設置基礎面とドアサッシの踏面高さは別途納まり図を参考にしてく
ださい。設置脚位置図は、下図に表示しており的納まりと建築躯体床上げ面との
取り合いを考慮した上で、基礎を設置してください。

2.木造住宅2階設置の場合
2階に設置の場合は、システムバス使用重量約1000Kgが根太、梁にかかります。
この荷重を支えるのに充分な補強梁構造としてください。

搬入経路について

<最適な搬入時期>
木造住宅の場合は棟上げ後、開栓、木ずりが入る前頃に、非木造住宅の場合は間
仕切り壁を建込む前頃に、搬入及び設置工事を行ってください。
<必要搬入路幅と部材寸法>
部材の搬入に必要な道路幅と部材寸法について下記に示します。下記寸法を考慮
の上、搬入時期、搬入経路の設定を行ってください。

追い焚き用外釜について

浴槽に追い焚き用外釜を取り付ける場合には、次図の表示範囲で循環口の穴を開
けてください。表示位置以外に開けないでください。また窓と同じ方向に外釜を
設置する場合は、消防法等、法規制を確認してください。

ご注意

●製品の仕様は2014年4月1日現在のものです。
●カタログ中の写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なります。
●システムバス及びバスタブを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者
に処理を依頼してください。
●いずれも受注生産のため、多少納期をいただく場合があります。詳細は、係員
とご相談ください。
●印刷物のため、実際の色と異なることがあります。

保証について

●保証の範囲と保証期間
システムバスルームの瑕疵保証期間は、契約先に引き渡された時点から防水性
能については5年間、防水性能以外の性能については2年とします。
注)防水性能とは・・・
システムバスルーム外へ漏水しないことをいいます。(但し、他に影響を与え
ない程度の水滴等は漏水の対象といたしません)
●瑕疵とは
システムバスルームが本来備えているべき性能に欠けているため、その本来の
性能を発揮しないものをいいます。
●保証の態様
システムバスルームの防水性能及び防水性能以外の性能について入居者より申
し出があり、当社に瑕疵があると認められた場合は、修理または部品の交換等
を無料で行います。
●瑕疵に含まれないもの
次の各号により生じた漏水、その他の異常は保証の適用になりませんのでご注
意ください。

1. 取扱説明書に従わない使用上の誤りにより生じたもの。
2. 給湯器ユニットの空だきによるもの。
3. 建築躯体及び関連設備工事に起因するもの。
4. 引き渡し後、入居までの間に管理等の不備によるもの。
5. 火災、地震、その他天災地変によるもの。
6. 据付後の改造、移動、その他の変更によるもの
7. 水栓の止水パッキン、照明電球等の消耗品
8. 引き渡し以降に破損が発見された場合。
9. 水質や環境の汚染による機器の損傷。
10.適切な手入れがなく生じた損傷及び変形、変色など。

熱電器・その他

●追い焚き風呂釜を取り付ける場合は、強制循環式のものをご使用ください。温
度設定できない自然循環式や高温タイプの貯湯式給湯器・高温差し湯タイプの
給湯器は使用できません。
●井戸水や温泉地でお使いの場合、地域によっては浴槽が変色したり水栓金具が
さびたりすることがありますので、使用前に水質を確認してください。

安全に関するご注意

●商品ご購入時には、製品本体の取扱説明書及び付属する器具・部品や設備機器
の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上正しくお使いくださ
い。
●商品及び付属する器具や部品の据付は、専門の工事が必要です。ご購入先、又
は専門業者にご相談ください。
●電気工事は、関連する法令・法規に従って、必ず「有資格者」が行ってくださ
い。
●電気機器には、専用回路及びアースが必要なものがあります。ご購入先にご相
談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、
アースの誤った工事を行うと故障や漏電の時感電する恐れがあります。
●このカタログに載っていない機器や部品をお選びの時には、ご購入先にご相談
ください。機器や部品によっては使用できないものがあります。
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