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 GSN330 シリーズ

GSN330 series
柔らかな曲線を取り入れた美しい形状。

デザイン性に優れ、水まわり空間に最適です。

330 フック
GSN-2133031A
クローム
設計価格 ¥4,200 
W20×D40×H50㎜
耐荷重：5kg

330 ペーパーホルダー
GSN-2133041A
クローム
設計価格 ¥17,000 
W140×D110×H80㎜
耐荷重：4kg

330 タオルバー 60CM
GSN-2133001A
クローム
設計価格 ¥13,500 
W630xD60xH15㎜
耐荷重：4kg

GSN330 シリーズ

MORE INFO

330 タオルバー 45CM
GSN-2133001D
クローム
設計価格 ¥12,000 
W480xD60xH15㎜
耐荷重：4kg
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 GSN122 シリーズ クラシック

GSN122 series Classic
クラシックモダンなアクセサリー。

ワンランク上の心地よさを感じるデザインが魅力。

122 スペアペーパーホルダー
GSN-2112248A
クローム
設計価格 ¥6,800 
W60×D90×H180㎜
耐荷重：4kg

122 ペーパーホルダー
GSN-2112241X
クローム
設計価格 ¥11,000 
W140×D70×H140㎜
耐荷重：4kg

122 フック
GSN-2112232A
クローム
設計価格 ¥5,500 
W90×D70×H60㎜
耐荷重：5kg

122 タオルリング
GSN-2112238A
クローム
設計価格 ¥8,400 
W180×D70×H200㎜
耐荷重：4kg

122 タオルバー
GSN-2112201A
クローム
設計価格 ¥11,600 
W660×D70×H60㎜
耐荷重：4kg

● 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。 ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp

GSN122 シリーズ クラシック

MORE INFO
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310 タオルリング
GSN-2131038A
クローム
設計価格 ¥15,000 
W220×D60×H110㎜
耐荷重：4kg

310 ペーパーホルダー
GSN-2131043A
クローム
設計価格 ¥5,800 
W170×D60×H20㎜
耐荷重：4kg

310 フック
GSN-2170331A
クローム
設計価格 ¥4,200 
W20×D40×H60㎜
耐荷重：5kg

310 タオルバー 45CM
GSN-2131001D
クローム
設計価格 ¥11,800 
W450×D54×H15㎜
耐荷重：4kg

310 タオルバー 60CM
GSN-2131001A
クローム
設計価格 ¥13,800 
W630×D60×H15㎜
耐荷重：4kg

 GSN310 シリーズ

GSN310 series
直線で構成されたエレガントなデザイン。

水まわりをシャープに見せれます。

GSN310 シリーズ

MORE INFO
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 GSN108 シリーズ

GSN108 series
どんなシーンにも合うラウンドフォルム。

色々なアクセサリーとの組み合わせをお楽しみください。

108 トイレブラシ
GSN-2670127
クローム
設計価格 ¥14,800 
φ90×H390mm

108 タオルリング ラウンド
GSN-2110838B
クローム
設計価格 ¥8,200 
W220×D70×H240mm
耐荷重：4kg

108 タオルリング スクエア
GSN-2110838A
クローム
設計価格 ¥8,200 
W210×D60×H180mm
耐荷重：4kg

108 拡大鏡（倍率：3倍）
GSN-2970485
クローム
設計価格 ¥18,600 
W270 × D50 × H260mm　
耐荷重：3kg

108 フック
GSN-2110832A
クローム
設計価格 ¥5,200 
W60×D60×H60mm
耐荷重：5kg

108 ペーパーホルダー
GSN-2110841X
クローム
設計価格 ¥10,400
W140×D60×H140mm
耐荷重：4kg

● 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。  ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp

GSN108 シリーズ

MORE INFO
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108 タオルラック
GSN-2110803B
クローム
設計価格 ¥26,300 
W660×D260×H120mm
耐荷重：5kg

108 タオルバー 45CM
GSN-2110801A
クローム
設計価格 ¥8,200 
W510×D75×H60mm
耐荷重：4kg

108 タオルバー 60CM
GSN-2110801B
クローム
設計価格 ¥9,200 
W600×D70×H60mm
耐荷重：4kg
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BGEB-1675-R ：右側ドア
BGEB-1675-L ：左側ドア
設計価格 ¥1,980,000
W1600×D750×H580mm／実容量 250ℓ 100kg
材質：レジンストーン／ドア：強化ガラス

 エル バス

Elle Bath

イタリア製 ウォークイン・シャワースペース兼バススペースが日本初登場。
普段はシャワー中心で、時折バスタブにゆっくりと身を沈めて贅沢なバスタイムを楽しみたい方におすすめです。

洗い場が不要だから、ホテルライクな空間にも最適。

デザイナー Claudia Danelon によるミニマリズム的な美しさとエレガンスが同居しつつも機能的なデザインは、

世界のバスライフに革命を起こしました。

※ 清掃方法：柔らかいスポンジに適量の中性洗剤を付けてかるく清掃し、お湯またはぬるま湯で洗い流してください。
※ 日常のお手入れの際、研磨剤入クリーナーや研磨効果のあるスポンジ等は、使用しないでください。
強酸性または強アルカリ性の洗剤や薬品も使用しないでください。

※ 温泉には使用できません。
※ 入浴剤のご使用は、染みが付着する恐れがあるのでお控えください。
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BGEB-1675-L（左側ドア）
MORE INFO
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Claudia Danelon
クローディア ・ ダネロン

クローディア・ダネロンは、ロンドンを拠点に活躍する
新進気鋭のイタリア人デザイナー。
高級家具、インテリア、バスルーム製品のデザインを得意
とし、多数の受賞歴をもつ。ミニマリズム的な無駄のない
美しさと女性らしいエレガントさがデザインの特徴。



Point

 ● 温泉水、井戸水などの水道関連法令に定める飲料水水質基準に適合しない水は使用しないでください。 ● ポップアップ式水栓を閉じて水を溜めた場合でも多少の水は排水され
ていき、少しずつ水位は下がっていきます。 ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp　● 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。 

● お湯をためた時には、内部からドアに水圧がかかり水が漏れない構造となっています。
● 浴槽内にハンドル排水栓を設けており、楽に排水ができます。

BGEB-1675-R（右側ドア）

エル バス

特長

大きくまたぐ必要がないから、内部が濡れた時でも安心して出入り

できます。ご高齢の方、リハビリ中の方、妊娠中の方から小さな

お子様まで誰もが安心して使えます。

大型犬が好まれるヨーロッパでは、愛犬の自宅シャンプーにも

便利と好評です。

バスタブはレジンストーン（人工大理石）を採用。

なめらかな肌ざわりで、至福のバスタイムを楽しんでください。

普段はシャワースペース、時には高品質なバススペースとしてスペースが

有効に使えます。

別売オプションでガラスブースとなるパーツもご用意しました。

01

02

03

ポイント

ポイント

ポイント

ドア付きだから、
簡単にウォーク・イン

滑らかなスーパー・
スムース・マット仕上げ

生活シーンにあわせて
使い方いろいろ

t 8
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ELLE DOOR（別売オプション）：左側ドア、右側ドアの両方に使用可能です。
受注品につき、価格は営業担当にお問い合わせください。



BGYK-1680
設計価格 ¥198,000
W1600×D800×H580mm／実容量 219ℓ 30kg
材質：FRA（アクリルバス）

 ヨーク バス

York Bath

エッジの効いたイタリアンデザインのヨークバスは、ゆったりくつろげるW800。

アクリル製なので汚れがつきにくく、耐久性にすぐれています。

浴槽内にハンドル排水栓を設けており、楽に排水ができます。

※ 清掃方法：柔らかいスポンジに適量の中性洗剤を付けてかるく清掃し、お湯またはぬるま湯で洗い流してください。
※ 日常のお手入れの際、研磨剤入クリーナーや研磨効果のあるスポンジ等は、使用しないでください。
強酸性または強アルカリ性の洗剤や薬品も使用しないでください。

※温泉には使用できません。
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BGYK-1680

ヨーク バス

MORE INFO
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1 2 3 4

アドヴァン
グループ ７折１

２０２２年版総合カタログ④　アクア
X4
0085 3 責了 製版寸法 天地 303.0mm

  左右 216.0mm

TC-S17GLS-ST ：グロス（光沢）タイプ
TC-S17MAT-ST ：マット（ツヤ消し）タイプ

設計価格 ¥560,000
W1600×D800×H540mm／310ℓ 200kg

スタンド型シャワー付バスカラン 
NOBILI ®シャワーバスセット NOBILI
クローム

専用排水栓ハンドプッシュ式
オーバーフロー用スロット付属

 ● 温泉水、井戸水などの水道関連法令に定める飲料水水質基準に適合しない水は使用しないでください。 ● ポップアップ式水栓を閉じて水を溜めた場合でも多少の水は排水され
ていき、少しずつ水位は下がっていきます。 ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp　● 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。 

 カンドーレ バス

Candore Bath 

レジンストーン素材が生んだ、超薄型デザインのバスタブ。

無垢材ならではの高級感とスタイリッシュさは、まさにホテルライク。

バスルームの空間を広く見せる効果があります。

※ 表面仕上げの均一性や平滑性を維持するため、研磨作業は専門業者様にてお願いします。
※   製造方法：鋳型流し込み　※清掃方法：柔らかいスポンジに適量の中性洗剤を付けてかるく清掃し、お湯
またはぬるま湯で洗い流してください。

※ 日常のお手入れの際、研磨剤入クリーナーや研磨効果のあるスポンジ等は、使用しないでください。 
※ 清掃時、強酸性または強アルカリ性の洗剤や薬品は使用しないでください。 
※ 温泉には使用できません。
※ 入浴剤のご使用は、染みが付着する恐れがあるのでお控えください。

本体
W343×H1106mm

NB-00180.TCR
設計価格  ¥287,000

ビルトインパーツ
NB-77250
設計価格  ¥46,500

セット設計価格  ¥333,500

※水圧0.3Mpa以上確保してください。

カンドーレ バス

TC-S17MAT-ST（マットタイプ）
MORE INFO
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