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現場名：グランドキャビンホテル 那覇小禄　単水自動水栓 スクエア（GS-201LT42）　L スクエア（GIMA-542AB）

 スクエア シリーズ

Square series
シンプルなスクエアタイプのアンダーカウンターボウル。

3 つのサイズ展開で、洗面スペースの広さによって選ぶことができます。
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スクエア シリーズ

▌ボウル単体  
GIMA-542AB
設計価格 ¥34,800/台

W603mm× D403mm×H173mm/実容量15ℓ
ボウル深さ約127mm/オーバーフロー有

M スクエア

L スクエア

▌ボウル単体

GIMA-542A
設計価格 ¥29,800/台

W500mm× D395mm×H173mm/実容量11ℓ
ボウル深さ約131mm/オーバーフロー有

エムスクエア+アップブラック  

▌セット品番 GIMA-542A-S4S

エルスクエア+セブン 

▌セット品番 GIMA-542AB-S2S

エムスクエア GIMA-542A ¥29,800×1
アップブラック（低） 排水栓付属 NB-94118.1BM ¥64,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
落下防止金具 GI-LBIS ¥3,000×1
セット重量13kg セット設計価格 ¥117,000

エルスクエア GIMA-542AB ¥34,800×1
セブン （低）排水栓付属 NB-E124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
落下防止金具 GI-LBIS ¥3,000×1
セット重量 22.5kg セット設計価格 ¥107,000

埋込

埋込

40
3

17
3

603

オーバー
フロー穴

39
5

17
3

500

オーバー
フロー穴

W500

W603

▌ボウル単体

GIMA-542C
設計価格 ¥24,800/台

W410mm× D410mm×H180mm/実容量9ℓ
ボウル深さ約127mm/オーバーフロー有

埋込

41
0

18
0

410

オーバー
フロー穴

エススクエア+ブルース 

▌セット品番 GIMA-542C-S1S
エススクエア GIMA-542C ¥24,800×1
ブルース 排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
落下防止金具 GI-LBIS ¥3,000×1
セット重量12.16kg セット設計価格 ¥80,100

S スクエアW410

NOBILI

NOBILI

NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。

オーバーフロー穴を手前にすることで、
見た目をすっきりさせることができます。
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マリセオン

マリセオンW570

▌ボウル単体  

GI-701111
設計価格 ¥46,800/台

W570mm×D470mm×H205mm/ 実容量 8ℓ
ボウル深さ約150mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量 12ℓ/分

マリセオン +カルロスプリメロ

▌セット品番 GI-701111-S3S
マリセオン GI-701111 ¥46,800×1
カルロスプリメロ　排水栓付属 NB-218.1CR ¥91,000×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量12kg セット設計価格 ¥157,200

埋込

47
0

20
5

570

 マリセオン

Mariseon

NOBILI

MORE INFO

丸み帯びたやわらかいフォルムが、水まわり空間に程よいアクセントを加えます。
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ディアナW580

ディアナ GI-L70 ¥39,800×1
リブプルアウト　排水栓付属 NB-00118.41CR ¥52,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
落下防止金具 GI-LBIS ¥3,000×1
水受けプレート H7910-88 ¥1,500×1
セット重量18kg セット設計価格 ¥116,500

▌ボウル単体 

GI-L70
設計価格 ¥39,800/台

W580mm×D410mm×H215mm/ 実容量 9ℓ
ボウル深さ約165mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量 7ℓ/分

ディアナ+リブプルアウト 

▌セット品番 GI-L70-S6S

41
0

21
5

580
埋込

MORE INFO ディアナ

Diana

NOBILI

オーバル10L GIF-246 ¥29,800×1
アップ (低 )　排水栓付属 NB-94118.1CR ¥54,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入) ¥9,600×1
落下防止金具 GI-LBIS ¥3,000×1
セット重量13kg セット設計価格 ¥107,000

▌ボウル単体 

GIF-246
設計価格 ¥29,800/台

W615mm×D410mm×H200mm/ 実容量10ℓ
ボウル深さ約149mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量 12ℓ/分

オーバル 10LW615

オーバル10L+アップ 

▌セット品番 GIF-246-S3S

41
0

20
0

615

埋込

MORE INFO オーバル 10L

Oval 10L

NOBILI

ディアナ／オーバル 10L 

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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ジオ4060（GI-L007）

ノルウェー科学技術大学、ケルン・キスド大学を卒業。
2005 年以降、世界的企業とコラボレーションをし、様々
なプロダクトデザインを世に送り出している。
レッドドットデザインアワードや、デザインプラスなど数
多くの賞を受賞。

Sandro Meneghello and 
Marco Paolelli
サンドロ ・ メネゲロ(左)  / マルコ ・ パオレッリ(右)

 ジオ シリーズ

Gio series
スクエアをベースに角の丸みが優しい印象与えるジオシリーズ。

ジオ 4040、 ジオ 4060 はオーバーフローの位置をずらすことで、

モダンでスタイリッシュな空間を彩ります。

MORE INFO
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ジオ シリーズ

▌ボウル単体

GI-L008
設計価格 ¥65,800/台

W400mm×D400mm×H165mm/ 実容量4.5ℓ
ボウル深さ約111mm/オーバーフロー有

ジオ4040+ セブン

▌セット品番 GI-L008-S3S

ジオ 4040W400

ジオ4040 GI-L008 ¥65,800×1
セブン (低 )　排水栓付属 NB-E124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量14kg セット設計価格 ¥135,000

ハーフ
ベッセル

16
5

40
0

400

NOBILI

▌ボウル単体

GI-L005
設計価格 ¥70,800/台

W600mm×D370mm×H150mm
ボウル深さ約114mm/オーバーフローなし

ジオドロップ+セブン

▌セット品番 GI-L005-S2S

ジオ ドロップW600

ジオドロップ GI-L005 ¥70,800×1
セブン ( 高 )　排水栓無 NB-E124128.3CR ¥64,800×1
固定タイプ超短 RP-147.355.5 ¥7,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量19kg セット設計価格 ¥162,900

ハーフ
ベッセル

15
0

37
0

600

NOBILI

▌ボウル単体

GI-L007
設計価格 ¥70,800/台

W600mm×D400mm×H165mm/ 実容量7.5ℓ
ボウル深さ約111mm/オーバーフロー有

ジオ4060+ セブン 

▌セット品番 GI-L007-S2S

ジオ 4060W600

ジオ4060 GI-L007 ¥70,800×1
セブン (低 )　排水栓付属 NB-E124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量17kg セット設計価格 ¥140,000

ハーフ
ベッセル

16
5

40
0

600

NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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▌ボウル単体 

GIW-11101F
設計価格 ¥69,000/台

W600mm×D450mm×H138mm/ 実容量 9ℓ
ボウル深さ約101mm/オーバーフロー有
※ オーバーフロー流量　9ℓ/分

ノーマル 600+ブルース  

▌セット品番 GIW-11101F-S4S

ノーマル 600W600

ハーフ
ベッセル

ノーマル 600 GIW-11101F ¥69,000×1
ブルース　排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
セット重量 22kg セット設計価格 ¥121,300

600

13
8

45
0

3面仕上

ノーマル 600（GIW-11101F）

 ノーマル シリーズ

Normal series
長方形のシンプルなフォルムで、長年愛され続けているロングセラー商品。

半埋め込みタイプのため、洗面エリアを広く見せることができます。

NOBILI

MORE INFO
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▌ボウル単体 

GIW-11001F
設計価格 ¥88,000/台
W800mm×D450mm×H138mm/ 実容量11ℓ
ボウル深さ約101mm/オーバーフロー有
※ オーバーフロー流量 9ℓ/分

ノーマル 800+ セブン 

▌セット品番 GIW-11001F-S6S

ノーマル 800W800

ハーフ
ベッセル

ノーマル 800 GIW-11001F ¥88,000×1
セブン　排水栓付属 NB-124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量 24kg セット設計価格 ¥157,200

800

45
0

13
8

3面仕上

ノーマル シリーズ

ノーマル 800（GIW-11001F）

1982 年にローマ・ラ・サピエンツァ大学を卒業。1984 年
に個人事務所を設立、2000 年から洗面空間のプロダクト
デザインに取り組み、様々な世界的企業とコラボレーション。
デザインプラスや、ADI デザインインデックスなど数多くの
賞を受賞。

NOBILI

Romano Adolini
ロマーノ ・ アドリーニ

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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Massimiliano Cicconi
マッシミリアーノ ・ チッコーニ

ローマからほど近い陶器の街チヴェタ・カステ
ラーナで生まれ育ったデザイナー。長年に渡り
地元の陶器産業に携わって培った感性を活かし、
想像力に富んだ作品を創り出している。

トウェンティ 600（TW-01011）

 トウェンティ シリーズ

Twenty series
縁を薄くすることで、スタイリッシュでシンプルなスクエアデザインが空間に上質な雰囲気を醸し出す。

小物や日用品が置けるスペースもあり、ムダのない使いやすさを追求しました。

41
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▌ボウル単体  

TW-04011
設計価格 ¥66,000/台

W610mm×D460mm×H125mm/ 実容量 12ℓ
ボウル深さ約 95mm/オーバーフロー有

トウェンティL 600+ セブン 

▌セット品番 TW-04011-S2S
トウェンティL 600 TW-04011 ¥66,000×1
セブン（低）　排水栓付属 NB-E124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量 26kg セット設計価格 ¥135,200

ベッセル

トウェンティ L 600W610

46
0

810

12
5

▌ボウル単体  

TW-05011
設計価格 ¥83,000/台

W810mm×D460mm×H125mm/ 実容量 12ℓ
ボウル深さ約 95mm/オーバーフロー有

ベッセル

トウェンティ800+ブルース 

▌セット品番 TW-05011-S2S
トウェンティ800 TW-05011 ¥83,000×1
ブルース　排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量 31kg セット設計価格 ¥135,300

トウェンティ 800W810

NOBILI

NOBILI

トウェンティ シリーズ

610 

 4
60

12
5 

▌ボウル単体  

TW-01011
設計価格 ¥66,000/台

W610mm×D460mm×H125mm/ 実容量 12ℓ
ボウル深さ約 95mm/オーバーフロー有

トウェンティ600+ セブン 

▌セット品番 TW-01011-S3S
トウェンティ600 TW-01011 ¥66,000×1
セブン（低）　排水栓付属 NB-E124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量 25kg セット設計価格 ¥135,200

ベッセル

トウェンティ 600W610

NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。

42

ア
ク
ア

A
Q
U
A

洗
面
ボ
ウ
ル



タッチ 500（GIF-607）

MORE INFO

 タッチ シリーズ

Touch series
シンプルでどんな空間にもマッチするタッチシリーズ。

3 種類の大きさを用意、空間に合わせて選ぶことができます。

43



タッチ シリーズ

タッチ 500
▌ボウル単体  

GIF-607
設計価格 ¥39,800/台

W500mm×D420mm×H130mm/ 実容量 11ℓ
ボウル深さ約 89mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量　7ℓ/分

タッチ 500+アクアビバ

▌セット品番 GIF-607-S1S
タッチ 500 GIF-607 ¥39,800×1
アクアビバ　排水栓付属 NB-103118.1CR ¥45,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入) ¥9,600×1
セット重量17kg セット設計価格 ¥105,000

ベッセル

500

42
0

13
0

3面仕上W500

NOBILI

▌ボウル単体 

GIF-610
設計価格 ¥34,800/台

W420mm×D420mm×H130mm/ 実容量7.8ℓ
ボウル深さ約 89mm/オーバーフロー有
※ オーバーフロー流量　7ℓ/分

タッチ420+ブルース  

▌セット品番 GIF-610-S1S

タッチ 420W420

タッチ420 GIF-610 ¥34,800×1
ブルース　排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
セット重量15kg セット設計価格 ¥87,100

420

42
0

13
0

3面仕上

ベッセル

NOBILI

▌ボウル単体 
GIF-606
設計価格 ¥44,800/台
W600mm×D420mm×H125mm/ 実容量12.5ℓ
ボウル深さ約 89mm/オーバーフロー有
※ オーバーフロー流量 7ℓ/分

タッチ 600+ブルース 
▌セット品番 GIF-606-S2S

タッチ 600W600

タッチ 600 GIF-606 ¥44,800×1
ブルース　排水栓付属 NB-E10118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
セット重量19kg セット設計価格 ¥97,100

600 

42
0

12
5 

3面仕上

ベッセル

NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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 デュオ シリーズ

Duo series
なめらかな曲線が柔らかな印象を与えるモダンデザイン。

4 種類の豊富なバリエーションが魅力です。

デュオ400 GIW-1508001 ¥71,000 ×1
セブン ( 高 )　排水栓無 NB-E124128.3CR ¥64,800 ×1
固定タイプ短 RP-147.555.5 ¥7,900 ×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800 ×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600 ×1
セット重量15kg セット設計価格 ¥163,100

▌ボウル単体

GIW-1508001
設計価格 ¥71,000/台

W400mm×D400mm×H160mm/ 実容量 6ℓ
ボウル深さ約 99mm/オーバーフローなし

デュオ 400+ セブン

▌セット品番 GIW-1508001-S3S

ベッセル

16
0

40
0

400

デュオ 400W400

デュオ 400（GIW-1508001）

MORE INFO

NOBILI
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デュオ シリーズ

デュオ アンダーW665

デュオアンダー GIW-1509401 ¥66,000×1
リブプルアウト 排水栓付属 NB-00118.41CR ¥52,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
落下防止金具 GI-LBIS ¥3,000×1
水受けプレート H7910-88 ¥1,500×1
セット重量 20kg セット設計価格 ¥142,700

▌ボウル単体

GIW-1509401
設計価格 ¥66,000/台

W665mm×D395mm×H160mm/ 実容量7ℓ
ボウル深さ約116mm/オーバーフロー有

デュオアンダー +リブプルアウト 

▌セット品番 GIW-1509401-S3S

665

39
5

16
0

埋込

NOBILI

デュオ700 GIW-1508301 ¥101,000 ×1
アップブラック（高） 排水栓無 NB-94128.3BM ¥79,800 ×1
固定タイプ短 RP-147.555.5 ¥7,900 ×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800 ×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600 ×1
セット重量 20kg セット設計価格 ¥208,100

▌ボウル単体

GIW-1508301
設計価格 ¥101,000/台

W700mm×D460mm×H160mm/ 実容量7ℓ
ボウル深さ約 99mm/オーバーフローなし

ベッセル

16
0

46
0

700

デュオ 700W700

デュオ700+アップブラック

▌セット品番 GIW-1508301-S3S

NOBILI

デュオ1000 GIW-1508201 ¥128,000×1
アップ（高）排水栓無 NB-94128.3CR ¥69,800×2
固定タイプ短 RP-147.555.5 ¥7,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×2
セット重量 36kg セット設計価格 ¥304,500

▌ボウル単体

GIW-1508201
設計価格 ¥128,000/台

W1000mm×D470mm×H160mm
実容量 20ℓ
ボウル深さ約 99mm/オーバーフローなし

デュオ1000+アップ 

▌セット品番 GIW-1508201-S2S

ベッセル

16
0

47
0

1000

デュオ 1000W1000

NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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縁は極薄の 8mm。スタイリッシュな空間に
おすすめです。

適度なツヤ感を残すことで肌触りが良く、優美な
印象に仕上がりました。

4面施釉仕上げすることで、背面が鏡に映っても
雰囲気を損なうことがありません。

スリム 4 スクエア 500　光沢仕上げ（GID-5046101）

［特長］

8mm

4 面仕上げの洗面ボウル 縁は洗練の極薄仕上げ
肌触りの良い
スーパー・スムース・マット仕上げ

 スリム 4 シリーズ

Slim 4 series
シンプルで上品な姿は空間に華やかさをプラス。

極薄の縁のモダンデザインはもちろんのこと、4 面施釉仕上げをすることで、

背面が鏡に映り込んでも釉薬が塗られているので気になりません。

水まわりエリアをワンランク上の空間に高めてくれます。

MORE INFO
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▌ボウル単体

GID-4848101
設計価格 ¥56,000/台

W484×D482×H125mm/ 実容量13.5ℓ
ボウル深さ約102mm/オーバーフロー有
※ オーバーフロー流量 7ℓ/分

3面
仕上げベッセル

48
2

484

12
5

スリム4 ラウンド 480W484

スリム4 ラウンド 480 GID-4848101 ¥56,000×1
ブルース 排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量 20㎏ セット設計価格 ¥108,300

スリム4 ラウンド 480+ブルース 

▌セット品番 GID-4848101-S2S

NOBILI

▌ボウル単体

GID-5046101
設計価格 ¥56,000/台

W504× D462× H123mm/ 実容量13.7ℓ
ボウル深さ約102mm/オーバーフロー有
※ オーバーフロー流量 7ℓ/分

4面
仕上げ

スリム4 スクエア 500（光沢） GID-5046101 ¥56,000×1
ブルース 排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量17㎏ セット設計価格 ¥108,300

スリム4 スクエア 500（光沢）+ブルース 

▌セット品番 GID-5046101-S1S

ベッセル

46
2

12
3

504

スリム4 スクエア 500W504

▌ボウル単体

GID-5046151
設計価格 ¥77,000/台

W504× D462× H123mm/ 実容量13.7ℓ
ボウル深さ約102mm/オーバーフロー有
※  オーバーフロー流量 7ℓ/分

4面
仕上げ

スリム4 スクエア 500（マット） GID-5046151 ¥77,000×1
セブン（低） 排水栓付属 NB-E124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ￥9,600×1
セット重量18㎏ セット設計価格 ￥146,200

スリム4 スクエア 500（マット）+セブン

▌セット品番 GID-5046151-S2S

ベッセル

46
2

12
3

504

スリム4 スクエア 500W504

NOBILI

NOBILI

スリム4ラウンド / スリム 4スクエア 

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。

（光沢仕上げ）

（光沢仕上げ）

（マット仕上げ）
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MORE INFO

 スリム 4 シリーズ

Slim 4 series
シンプルで上品な姿は空間に華やかさをプラス。

シンプルなスクエア型に、角の丸みをプラスすることで優しい印象を追加しました。

マット仕上げのボウルと同色の排水栓蓋を使うことで統一感のある空間に仕上がります。

スリム4 ラウンド　ビアンコ マット仕上げ（GID-4038051）

49



ボウルと同色の排水栓蓋が同梱されています。
取付け時に専用排水栓（別売）の水栓蓋と付け
替えてください。

スリム4 ラウンド ビアンコ（マット仕上げ）W394

スリム4 ラウンド ビアンコ +アップブラック 

▌セット品番 GID-4038051-S1S
スリム4 ラウンド ビアンコ GID-4038051 ¥77,000×1
アップブラック（高） 排水栓無 NB-94128.3BM ¥79,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量17㎏ セット設計価格 ¥189,000

37
4

12
5

394

ベッセル

設計価格 ¥77,000/台

W394×D374×H125mm
ボウル深さ約 96mm/オーバーフローなし

▌ボウル単体

GID-4038051

スリム4 ラウンド カストロ（マット仕上げ）W394

▌ボウル単体

GID-4038055 ベッセル

スリム4 ラウンド カストロ GID-4038055 ¥77,000×1
アップ（高）排水栓無 NB-94128.3CR ¥69,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量17㎏ セット設計価格 ¥179,000

スリム4 ラウンド カストロ +アップ 

▌セット品番 GID-4038055-S1S

スリム4 ラウンド トルトラ（マット仕上げ）W394

スリム4 ラウンド トルトラ GID-4038054 ¥77,000×1
セブン（高） 排水栓無 NB-E124128.3CR ¥64,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量17㎏ セット設計価格 ¥174,000

スリム4 ラウンド トルトラ +セブン 

▌セット品番 GID-4038054-S2S

ベッセル

▌ボウル単体

GID-4038054

スリム4 ラウンド グリジオ（マット仕上げ）W394
▌ボウル単体

GID-4038053

スリム4 ラウンド グリジオ GID-4038053 ¥77,000×1
アップブラック（高） 排水栓無 NB-94128.3BM ¥79,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量17㎏ セット設計価格 ¥189,000

スリム4 ラウンド グリジオ+アップブラック 

▌セット品番 GID-4038053-S1S

ベッセル

スリム4ラウンド

［価格・仕様］

NOBILI NOBILI

NOBILI NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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スリム 4 サークル　ビアンコ マット仕上げ （GID-4000051）

 スリム 4 シリーズ

Slim 4 series
シンプルで上品な姿は空間に華やかさをプラス。

マット仕上げのボウルと同色の排水栓蓋を使うことで統一感のある空間に仕上がります。

MORE INFO
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スリム4 サークル ビアンコ（マット仕上げ）Ø404

▌ボウル単体  

GID-4000051 ベッセル

スリム4 サークル ビアンコ GID-4000051 ¥77,000×1
セブン（高） 排水栓無 NB-E124128.3CR ¥64,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量15㎏ セット設計価格 ¥174,000

スリム4 サークル ビアンコ +セブン 

▌セット品番 GID-4000051-S2S

スリム4 サークル カストロ（マット仕上げ）Ø404

スリム4 サークル カストロ +セブン 
▌セット品番 GID-4000055-S2S

ベッセル

スリム4 サークル カストロ GID-4000055 ¥77,000×1
セブン（高） 排水栓無 NB-E124128.3CR ¥64,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量15㎏ セット設計価格 ¥174,000

▌ボウル単体 

GID-4000055

スリム4 サークル トルトラ（マット仕上げ）Ø404

スリム4 サークル トルトラ +アップ 

▌セット品番 GID-4000054-S1S

ベッセル

スリム4 サークル トルトラ GID-4000054 ¥77,000×1
アップ（高）排水栓無 NB-94128.3CR ¥69,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量15㎏ セット設計価格 ¥179,000

▌ボウル単体 

GID-4000054

スリム4 サークル グリジオ（マット仕上げ）Ø404

スリム4 サークル グリジオ+アップブラック 

▌セット品番 GID-4000053-S1S

ベッセル

スリム4 サークル グリジオ GID-4000053 ¥77,000×1
アップブラック（高） 排水栓無 NB-94128.3BM ¥79,800×1
専用排水栓（スロット無） RP-394240001 ¥7,900×1
スペーサー RP-47.010.0 ￥4,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ￥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2 個入） ¥9,600×1
セット重量15㎏ セット設計価格 ¥189,000

▌ボウル単体 

GID-4000053

スリム4 サークル

Ø
40

4
12

5

設計価格 ¥77,000/台

Ø404× H125mm
ボウル深さ約 96mm/オーバーフローなし

ボウルと同色の排水栓蓋が同梱されています。
取付け時に専用排水栓（別売）の水栓蓋と付け
替えてください。

［価格・仕様］

NOBILI NOBILI

NOBILI NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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クーベ 600 X

MORE INFO

クーベ 600 X
▌ボウル単体 

GI-9431111
設計価格 ¥63,000/台

W600mm×D470mm×H160mm/ 実用量 8.5ℓ
ボウル深さ約115mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量 7.5ℓ/分

クーベ 600 X+ セブン 

▌セット品番 GI-9431111-S1S

W600

ベッセル

クーベ 600 X GI-9431111 ¥63,000×1
セブン（低） 排水栓付属 NB-E124118.1CR ¥49,800×1
水栓付属排水栓 ー ー ×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入 ) ¥9,600×1
セット重量16kg セット設計価格 ¥132,200

600

16
0

47
0

NOBILI

 クーベ 600 X

Cube 600 X
どんなスタイルにもマッチする、シンプルな形状と直線美のエッジが、

細く美しく水まわり空間をすっきり見せることができます。

NEW

クーベ 600 X（GI-9431111）
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タイ/カウ

MORE INFO

タイ
▌ボウル単体 

GI-L6521
設計価格 ¥65,000/台

W600mm×D390mm×H140mm
ボウル深さ約114mm/オーバーフローなし

タイ+アップ 

▌セット品番 GI-L6521-S5S

W600

ベッセル

タイ GI-L6521 ¥65,000×1
アップ ( 高 )　排水栓無 NB-94128.3CR ¥69,800×1
固定タイプ超短 RP-147.355.5 ¥7,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量16kg セット設計価格 ¥162,100

14
0

39
0

600

NOBILI

 タイ

Tai

MORE INFO

カウ
▌ボウル単体  

GI-L6802
設計価格 ¥65,000/台

W600mm×D450mm×H160mm/ 実容量 8ℓ
ボウル深さ約139mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量 8ℓ/分
( 水栓全開分は流れない場合があります。止水栓側で
流量の調整をしてください。）

カウ +ブルース   

▌セット品番 GI-L6802-S3S
カウ GI-L6802 ¥65,000×1
ブルース　排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
セット重量 23kg セット設計価格 ¥117,300

ベッセル

600

16
0

45
0

3面仕上

W600

NOBILI

 カウ

Cow

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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▌ボウル単体  

GI-L310
設計価格 ¥54,000/台

Ø400× H150mm/ 実容量 3.5ℓ
ボウル深さ約141mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量 8ℓ/分
( 水栓全開分は流れない場合があります。
止水栓側で流量の調整をしてください。）

Ø
40

0
15

0

ベッセル

フォーリ1+セブン

▌セット品番 GI-L310-S5S
フォーリ1 GI-L310 ¥54,000×1
セブン（高） 排水栓無 NB-E124128.3CR ¥64,800×1

ハンドプッシュ式
オーバーフロー用スロット付 RP-8530.360.5 ¥8.900×1

Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2個入) ¥9,600×1
セット重量13kg セット設計価格 ¥147,100

ジュラØ420

フォーリ 1Ø400

▌ボウル単体  

GIF-828
設計価格 ¥28,800/台

Ø420× H150mm
ボウル深さ約120mm/オーバーフローなし
※ 底面が平坦なデザインのため水が残る
場合があります。

Ø
42

0
15

0

ベッセル

ジュラ +自動水栓グースネック　 

▌セット品番 GIF-828-S5S
ジュラ GIF-828 ¥28,800×1
自動水栓グースネック ( 高 ) GS-201LT49H ¥43,000×1
単水栓ホース GS-SETFLEX400 ¥3,500×1
固定タイプ超短 RP-147.355.5 ¥7,900×1
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2261 ¥11,600×1
セット重量14.3kg セット設計価格 ¥104,600

MORE INFO

NOBILI

MORE INFO

ジュラ/ フォーリ 1

 ジュラ

Jura

 フォーリ 1

Fuori 1
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プレト クアドロ / フォーリ 3

フォーリ 3

プレト クアドロ

W630

W590

▌ボウル単体 

GI-L330
設計価格 ¥58,000/台

W630mm×D470mm×H130mm/ 実容量4.5ℓ
ボウル深さ約140mm/オーバーフロー有
※オーバーフロー流量　7ℓ/分

▌ボウル単体 

GI-L2200
設計価格 ¥56,000/台
W590mm×D445mm×H130mm/実容量4ℓ
※製造上、多少の寸法誤差があります。
※オーバーフロー流量　8ℓ/分(水栓全開分は流れません。
　止水栓側で流量の調整をしてください。)
※壁排水の場合は壁用排水管をご使用ください。

フォーリ3+アップ  

▌セット品番 GI-L330-S4S

ベッセル

フォーリ3 GI-L330 ¥58,000×1
アップ (低 )　排水栓付属 NB-94118.1CR ¥54,800×1
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量13kg セット設計価格 ¥132,200

630

47
0

13
0

MORE INFO

NOBILI

プレトクアドロ +ブルース 

▌セット品番 GI-L2200-S3S

プレトクアドロ GI-L2200 ¥56,000×1
ブルース　排水栓付属 NB-E101118.1CR ¥32,900
水栓付属排水栓 ー ー
Sトラップ排水管 RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量14kg セット設計価格 ¥108,300

590

44
5

13
0

MORE INFO

NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。

 プレト クアドロ

Pleto Quadro

 フォーリ 3

Fuori 3
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ニューベトロ（RP-Z422CBM）

MORE INFO

 ガラス ボウル

Glass bowl
陶器では表現できない透明感が魅力。

シンプルなデザインと、使いやすい色のラインアップで、

住宅や飲食店、商業施設など様々な空間に華やかさを加えます。
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ニュー ベトロØ315

ニューベトロ RP-Z422CBM ¥28,800×1
自動水栓　グースネック(高 ) GS-201LT49H ¥43,000×1
単水栓ホース GS-SETFLEX400 ¥3,500×1
固定排水栓　長 RP-147.755.5 ¥8,900×1
Ｓトラップ RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2261 ¥11,600×1
セット重量15kg セット設計価格 ¥105,600

▌ボウル単体

RP-Z422CBM 設計価格 ¥28,800/台

Ø315×H114mm
ボウル深さ約 97mm/オーバーフローなし
※台座付
※対応するカウンターの厚み18mm～20mmです。

ニューベトロ +自動水栓　グースネック
▌セット品番 RP-Z422CBM-S3S

ベッセル

Ø
31

5
11

4

ベトロピュアクリア RP-Y422BQ11-CB ¥29,800×1
アップ ( 高 )　排水栓無 NB-94128.3CR ¥69,800×1
固定排水栓　長 RP-147.755.5 ¥8,900×1
Ｓトラップ RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量18kg セット設計価格 ¥127,900

▌ボウル単体

RP-Y422BQ11-CB

ベトロ ピュア クリアØ417

ベトロピュアクリア+アップ 
▌セット品番 RP-Y422BQ11CB-S3S

ベッセル

ベトロ カラー ブルー

設計価格 ¥29,800/台
Ø417×H151mm
ボウル深さ約131mm/オーバーフローなし
※台座付
※対応するカウンターの厚み20mm～25mmです。

▌ボウル単体

RP-Y422BQ11-DB

ベトロカラーブルー +セブン
▌セット品番 RP-Y422BQ11-DBS2S

ベトロカラー　ブルー RP-Y422BQ11-DB ¥29,800×1
セブン ( 高 )　排水栓無 NB-E124128.3CR ¥64,800×1
固定排水栓　長 RP-147.755.5 ¥8,900×1
Ｓトラップ RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2PZ(2 個入 ) ¥9,600×1
セット重量 27kg セット設計価格 ¥122,900

Ø
41

7
15

1

ベッセル

▌ボウル単体

RP-Y422BQ11-BK

ベトロカラーブラック+自動水栓　グースネック
▌セット品番 RP-Y422BQ11BK-S2S

ベトロ カラー ブラックØ417Ø417

ベトロカラー　ブラック RP-Y422BQ11-BK ¥29,800×1
自動水栓　グースネック ( 高 ) GS-201LT49H ¥43,000×1
単水栓ホース GS-SETFLEX400 ¥3,500×1
固定排水栓　長 RP-147.755.5 ¥8,900×1
Ｓトラップ RP-26.791.5 ¥9,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2261 ¥11,600×1
セット重量 25kg セット設計価格 ¥106,600

ベッセル

［価格・仕様］※ニューベトロを除く

ガラス ボウル

NOBILI

NOBILI

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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MORE INFO

 手洗いボウル

Hand wash bowl
コンパクトなスペースにおすすめの小さい洗面ボウルです。

シンプルなものから、デザイン性のあるものまで、狭い空間を有効活用しながらコーディネートできます。

サボン（GI-LML003）

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。
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コンパクトW335

▌ボウル単体 

GIF-865-335
設計価格 ¥24,800/台

W335mm×D290mm×H115mm
ボウル深さ約78mm/オーバーフローなし

コンパクト +自動水栓　グースネック

▌セット品番 GIF-865-S4T
コンパクト GIF-865-335 ¥24,800×1
自動水栓　グースネック (低 ) GS-201LT49L ¥39,800×1
固定タイプ超短 RP-147.355.5 ¥7,900×1
単水栓ホース GS-SETFLEX400 ¥3,500×1
Tトラップ (ラウンドボトム ) RP-19.235.5 ¥7,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2261 ¥11,600×1
壁取付ネジキット GI-FLAVABO ¥2,800×1
セット重量10.6kg セット設計価格 ¥98,200

335

29
0

11
5

3面仕上

壁付

ユニオンW430

ユニオン GI-LML001 ¥52,000×1
アクエレリ ソロ NB-93236.CR ¥33,500×1
固定タイプ短　オーバーフロー用スロット付き RP-147.505.5 ¥8,900×1
Tトラップ (ラウンドボトム ) RP-19.235.5 ¥7,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2261 ¥11,600×1
壁取付ネジキット（壁付の場合） GI-FLAVABO ¥2,800×1
セット重量 8kg セット設計価格 ¥116,600

▌ボウル単体 

GI-LML001
設計価格 ¥52,000/台

W430mm×D267mm×H80mm/ 実容量 3.8ℓ
ボウル深さ約 90mm/オーバーフロー有
※小型の洗面ボウルにつき、排水栓付水栓はレバーが
　壁面に接触し、使用できない場合があります。
※壁取付する場合は、付属のネジキットをご使用ください。

ユニオン+アクエレリ ソロ 

▌セット品番 GI-LML001-S2T

22
0

430

80

26
7

3面仕上

壁付

ブリックW540

ブリック GI-LML002 ¥52,000×1
リブ ソロ NB-LV00236.CR ¥39,800×1
固定タイプ短　オーバーフロー用スロット付き RP-147.505.5 ¥8,900×1
Tトラップ (ラウンドボトム ) RP-19.235.5 ¥7,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2261 ¥11,600×1
壁取付ネジキット（壁付の場合） GI-FLAVABO ¥2,800×1
セット重量 8kg セット設計価格 ¥122,900

▌ボウル単体 

GI-LML002
設計価格 ¥52,000/台

W540mm×D200mm×H90mm/ 実容量 3.8ℓ
ボウル深さ約105mm/オーバーフロー有
※小型の洗面ボウルにつき、排水栓付水栓はレバーが
　壁面に接触し、使用できない場合があります。
※壁取付する場合は、付属のネジキットをご使用ください。

ブリック+リブ ソロ 

▌セット品番 GI-LML002-S2T

540

20
0

90

3面仕上

ベッセル壁付

サボンW450

サボン GI-LML003 ¥52,000×1
自動水栓　グースネック (低 ) GS-201LT49L ¥39,800×1
固定タイプ長　オーバーフロー用スロット付き RP-147.705.5 ¥9,800×1
Tトラップ (ラウンドボトム ) RP-19.235.5 ¥7,800×1
レバー止水栓 GS-SEV2261 ¥11,600×1
単水栓ホース GS-SETFLEX400 ¥3,500×1
壁取付ネジキット（壁付の場合） GI-FLAVABO ¥2,800×1
セット重量 8kg セット設計価格 ¥127,300

▌ボウル単体 

GI-LML003
設計価格 ¥52,000/台

W450mm×D275mm×H100mm/ 実容量4.5ℓ
ボウル深さ約105mm/オーバーフロー有
※小型の洗面ボウルにつき、排水栓付水栓はレバーが
　壁面に接触し、使用できない場合があります。
※壁取付する場合は、付属のネジキットをご使用ください。

サボン +自動水栓　グースネック

▌セット品番 GI-LML003-S1T

ベッセル壁付

3面仕上

450

27
5

10
0

手洗いボウル

ベッセル

NOBILI NOBILI
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 メグシリーズ

Meg series
イタリアの著名デザイナー A

アントニオ

ntonio P
パスカル

ascale デザインのスロップシンクで生活をスタイリッシュに。

別売の専用洗濯板は、横方向にセットすれば Megを浅く使え、縦方向では斜めにセットして、

洗濯しやすいポジションになります。

MORE INFO

メグ 55（GIS-5482）

湯水混合水栓 
リブ プルアウト
NB-00118.43CR
設計価格
￥49,800/台
189×H176mm

おすすめ水栓BEST MATCH

▌ボウル単体

GIS-5482
設計価格 ¥102,000/台
550×475×H480mm
10ℓ 28kg/オーバーフロー有
※内部に設置されている洗濯板（木製）は別売です。

■適合排水栓
ハンドプッシュオーバーフロー用
スロット付（クリッカー）　
RP-8530.360.5　　設計価格 ¥8,900
■適合排水管
当社純正各種配水管

GIS-5483
設計価格 
¥46,800/枚
440×290×H23mm
・木種：アッシュ
・塗装：水性塗料
※耐用年数の目安：2年

メグ 55
W550

61



メグシリーズ

フィレンツェの美術大学を卒業。そこで得た芸術分野に対する深い造詣は
彼の創造性に大きな影響を与えている。
世界的な企業と手を組み、多くの洗面空間のプロダクトデザインを手がけ
ており、そのデザイン性は高く評価され、ADI デザインインデックスや、
IF デザインなど数々のデザイン賞を受賞している。

Antonio Pascale
アントニオ ・ パスカル

▌ボウル単体

GIS-5403
設計価格 ¥110,000/台
650×465×H455mm
18ℓ 32kg/オーバーフロー有
※内部に設置されている洗濯板（木製）は別売です。

▌ボウル単体

GIS-5484
設計価格 ¥106,000/台
600×380×H270mm
12ℓ 22kg/オーバーフロー有
※内部に設置されている洗濯板（木製）は別売です。

■適合排水栓
ハンドプッシュオーバーフロー用
スロット付（クリッカー）　
RP-8530.360.5　　設計価格 ¥8,900
■適合排水管
当社純正各種配水管

■適合排水栓
ハンドプッシュオーバーフロー用
スロット付（クリッカー）　
RP-8530.360.5　　設計価格 ¥8,900
■適合排水管
当社純正各種配水管

GIS-5442
設計価格 
¥46,800/枚
500×373×H23mm
・木種：アッシュ
・塗装：水性塗料
※耐用年数の目安：2年

GIS-5485
設計価格 
¥46,800/枚
530×330×H23mm
・木種：アッシュ
・塗装：水性塗料
※耐用年数の目安：2年

メグ 65

メグ 60

W650

W600

● 洗面ボウルのお掃除方法に関してのご注意〈陶器に熱湯を注がないでください〉洗面ボウルに熱湯を注ぐとその部分が急激に膨張を起こし、ひび割れが発生することがあります。そのまま
使用されますと、洗面ボウルが破損してケガをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になることがあります。 ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。

スロップ単水栓 S
GS-SEJA102S
設計価格
￥19,000/台
46×139×H173mm

混合水栓
NB-97115CR
設計価格
￥41,000/台
180×243×H150mm

スロップ単水栓 L
GS-SEJA102
設計価格
￥19,000/台
46×234×H173mm

おすすめ水栓BEST MATCH

NEW
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