
Step1 便器の設置位置を確認 Step2 Step3　 S t e p 4  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小 物 収 納・水 栓・設 置 位 置を選 ぶ

 

S t e p 5  オプションを選 ぶ

排水位置

ワンハンドカット機能 

●�ペーパーホルダーは芯なし
ペーパーには対応できません。
●�使用可能なトイレットペーパー
は幅114mm、外径φ120mm
以下、内径φ38mmです。
●�ペーパーの質や切り方によって
は、切りにくい場合があります。

 

左設置 右設置

標準タイプ あり NEW  小物収納あり 手動水栓 uXGH7S□L○M
タイプA� 173,000円（税抜）
タイプB� 146,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7S□R○M
タイプA� 173,000円（税抜）
タイプB� 146,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

自動水栓 uXGH7J□L○M　
タイプA� 203,000円（税抜）
タイプB� 176,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7J□R○M
タイプA� 203,000円（税抜）
タイプB� 176,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

小物収納なし 手動水栓 uXGH7S□L○N
タイプA� 163,000円（税抜）
タイプB� 136,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7S□R○N
タイプA� 163,000円（税抜）
タイプB� 136,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

自動水栓 uXGH7J□L○N
タイプA� 193,000円（税抜）
タイプB� 166,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7J□R○N
タイプA� 193,000円（税抜）
タイプB� 166,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

10cm前出しタイプ
Step5で延長排水管を選んでください

なし

NEW  小物収納あり 手動水栓
uXGH7S□LNM
タイプA� 166,200円（税抜）
タイプB� 140,000円（税抜）

uXGH7S□RNM
タイプA� 166,200円（税抜）
タイプB� 140,000円（税抜）

自動水栓
uXGH7J□LNM
タイプA� 196,200円（税抜）
タイプB� 170,000円（税抜）

uXGH7J□RNM
タイプA� 196,200円（税抜）
タイプB� 170,000円（税抜）

小物収納なし

手動水栓
uXGH7S□LNN
タイプA� 156,200円（税抜）
タイプB� 130,000円（税抜）

uXGH7S□RNN
タイプA� 156,200円（税抜）
タイプB� 130,000円（税抜）

自動水栓
uXGH7J□LNN
タイプA� 186,200円（税抜）
タイプB� 160,000円（税抜）

uXGH7J□RNN
タイプA� 186,200円（税抜）
タイプB� 160,000円（税抜）

床排水

床排水

壁排水

壁排水

[排水ピッチ]
●220・300mm
（標準配管使用）
●471〜570mm
　（リフォーム配管使用）

※排水ジョイントS（CHHP82S）を使用する場合。
※排水ジョイントLは使用できません。

[排水ピッチ]
●100〜120mm
●135〜155mm
　（台輪使用）

[排水ピッチ]
●120・200mm
　（標準配管使用）
●305〜470mm
　（リフォーム配管使用）

［排水ピッチ］
●120mm
●155mm
　（台輪使用）
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アラウーノ専用手洗い�キャビネットタイプ�部材一覧／仕様

※写真はカウンタータイプ

※写真のカウンターはライト柄

※写真のカウンターは
　ライト柄

※写真のカウンターは
　ウォールナット柄

〈キャビネットタイプ〉●カウンター部の耐荷重は392N｛40㎏f｝です。●設置可能なトイレルームは、奥行き1260〜1720㎜、間口750〜1000㎜です。ただし、間口が750〜814mmの場合、商品対応寸法は1435
〜1720mmとなります。別途、延長排水管（品番CH110T08ST）を手配することで間口1200㎜まで対応できます。●トイレルーム前方の壁から便器までを700㎜以上確保されることを推奨します。700㎜未満の場合
キャビネットが足に当たる可能性があります。間口が815㎜以上ある場合は、トイレルーム前方の壁から便器までを500㎜まで対応可能です（詳細はP.126をご参照ください）。●壁面固定は必ず500㎜以下のピッチで
行ってください。●新型アラウーノ・アラウーノSⅡ・New�アラウーノVの壁排水タイプ155タイプと組み合わせる場合は、縦の配管を現場カットしてください（詳しくは施工説明書をご確認ください）。●リフォームなどで便器
本体を基準位置より壁から離して設置する場合には、オプションの延長排水管CH110T08STを使うことで、設置可能です。ただし、便器を前に出せる寸法は10cmです。●カウンターは現場カットができます（1260〜
1720mm）。（便器を10cm前に出す場合は1360〜1720mm）。
●手洗い本体は、キャビネットに給排水管を通す穴が加工されているため、左設置用（L）と右設置用（R）で仕様が異なります。●キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。●キャビネットに背
板はありません。●止水栓位置が右の場合、便器側は延長給水ホース（連結用ニップル付き）CH100R01（1m）�5,200円（税抜）が必要です。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗い
ボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。詳しくはP.126をご覧ください。

写真のカウンターはオーク柄

t XBスモークオーク柄 t XTウォールナット柄

t XPチェリー柄 t XKオーク柄

t XNメープル柄 t XWホワイトオーク柄

ET  ダーク柄 EN  ライト柄

GZ  エクセルホワイト柄

・トイレットペーパー
・トイレ用洗剤 
・トイレ用ブラシ
・泡洗浄用補充液

×3
×1
×1
×1

収納の目安

ホルダーは　��シルバーV

ホルダーは　��ホワイトW

ペーパーホルダー
を選ぶ

扉・カウンター柄
を選ぶ

注意 �節や心材と辺材の色味の違いなど、
それぞれの木が本来もつ個性をシート
に表現しています。そのため、隣り合う
扉面および、プラン全体として柄が大
きくばらつく場合や、逆につながる場
合があります（詳しくはP.69をご参照
ください）。

タイプA（ベリティスの木目柄）の
ご採用にあたって

タイプA（ベリティス木目柄）

タイプB（木目柄）

ご購入前のご注意

排水位置対応

※1�便器を前に出す必要があります。延長排水管（CH110T08ST）
を使用して対応できます。　

※2�排水ジョイントL（CHHP80L）を使用する場合は対応できません。
※3�排水ジョイントS（CHHP82S）、延長排水管（CH110T08ST）を

使用して対応できます。
●キャビネットに背板はありません。

排
水
芯

床
120・200/305〜470 対応可

　471〜570※1 対応可

壁
※2

120 対応可

155 対応可

※3
100〜120 対応可

135〜155 対応可

（単位：mm）

トイレ手洗い・収納

20mm

20mm

120mm

120mm

排水
ジョイントS



Step1 便器の設置位置を確認 Step2 Step3　 S t e p 4  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小 物 収 納・水 栓・設 置 位 置を選 ぶ

 

S t e p 5  オプションを選 ぶ

排水位置

ワンハンドカット機能 

●�ペーパーホルダーは芯なし
ペーパーには対応できません。
●�使用可能なトイレットペーパー
は幅114mm、外径φ120mm
以下、内径φ38mmです。

●�ペーパーの質や切り方によって
は、切りにくい場合があります。

 

左設置 右設置

標準タイプ あり NEW  小物収納あり 手動水栓 uXGH7S□L○M
タイプA� 173,000円（税抜）
タイプB� 146,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7S□R○M
タイプA� 173,000円（税抜）
タイプB� 146,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

自動水栓 uXGH7J□L○M　
タイプA� 203,000円（税抜）
タイプB� 176,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7J□R○M
タイプA� 203,000円（税抜）
タイプB� 176,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

小物収納なし 手動水栓 uXGH7S□L○N
タイプA� 163,000円（税抜）
タイプB� 136,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7S□R○N
タイプA� 163,000円（税抜）
タイプB� 136,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

自動水栓 uXGH7J□L○N
タイプA� 193,000円（税抜）
タイプB� 166,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

uXGH7J□R○N
タイプA� 193,000円（税抜）
タイプB� 166,800円（税抜）
※ペーパーホルダー色 Vシルバーは＋3,200円（税抜）

10cm前出しタイプ
Step5で延長排水管を選んでください

なし

NEW  小物収納あり 手動水栓
uXGH7S□LNM
タイプA� 166,200円（税抜）
タイプB� 140,000円（税抜）

uXGH7S□RNM
タイプA� 166,200円（税抜）
タイプB� 140,000円（税抜）

自動水栓
uXGH7J□LNM
タイプA� 196,200円（税抜）
タイプB� 170,000円（税抜）

uXGH7J□RNM
タイプA� 196,200円（税抜）
タイプB� 170,000円（税抜）

小物収納なし

手動水栓
uXGH7S□LNN
タイプA� 156,200円（税抜）
タイプB� 130,000円（税抜）

uXGH7S□RNN
タイプA� 156,200円（税抜）
タイプB� 130,000円（税抜）

自動水栓
uXGH7J□LNN
タイプA� 186,200円（税抜）
タイプB� 160,000円（税抜）

uXGH7J□RNN
タイプA� 186,200円（税抜）
タイプB� 160,000円（税抜）

掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。 90

新型
アラウーノ

アラウーノ
SⅡ

New
アラウーノV

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

アラウーノ
専用手洗い

アクセサリー

アラウーノ・
ルーム
ウーノス

止
水
栓

下記の場合に必要です。
①手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501〜600mmの場合。
　※375〜500mmの場合は不要。601mm以上の場合は対応不可。
②便器のみ10cm前に出す場合。
　※�図の赤色部分に取り付け。排水管の現場カットが必要。

例）左設置の場合
① ②

止
水
栓

止水栓と反対側に手洗いを
設置する場合に必要です。
※止水栓と同じ側に手洗いを
　設置する場合は不要。

手洗いボール 有機ガラス系
ボール深さ 最深部：76mm、最浅部：72mm
ボール容量 3.6L
トラップカバー HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）
本体キャビネット 塗装耐水パーチクルボード

扉 化粧パーチクルボード
カウンター 化粧パーチクルボード

給水栓
最大吐水量:
約3L／分

手動水栓 レバー式単水

自動水栓

・定格電圧：AC100V�50/60Hz
・消費電力：6W（寒冷地仕様：9W）
・センサ−検知方式：赤外線反射方式
・電源コード長さ：60cm
・連続吐水時間：3分間

分岐水栓 銅合金（定流量弁、ストレーナー付）
排水管 樹脂製Pトラップ
使用水圧 0.1MPa（流動時）〜0.75MPa（静止時）

周囲使用温度範囲 0〜40℃

仕様

230

501〜600mm

120
mm

※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース
　CH100Ｒ01（1ｍ）�5,200円（税抜）が必要です。

手洗い用連結ホース（80cm）

延長排水管

CH110RT08　
5,000円（税抜）

CH110T08ST　
4,800円（税抜）

uは2017年2月20日受注開始予定です。

部材一覧（単品番）
NEW  本体キャビネット

本体用扉（タオルバー付） NEW  カウンター 2連ペーパーホルダー NEW  小物収納
手動水栓 自動水栓

左設置
uGHA7R2SL
61,500円(税抜)

uGHA7R2JL
91,500円(税抜) GHA1T2□

タイプA　��14,700円（税抜）
タイプB　��10,500円（税抜）

uGHA7RC□L
タイプA　�80,000円（税抜）
タイプB　�58,000円（税抜） CHA25○※

ホワイトWS� 6,800円（税抜）
シルバーSV� 10,000円（税抜）

uGHA7SWS※
10,000円（税抜）

右設置
uGHA7R2SR
61,500円(税抜)

uGHA7R2JR
91,500円(税抜)

uGHA7RC□R
タイプA　�80,000円（税抜）
タイプB　�58,000円（税抜）

tは受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

ご購入前のご注意

※価格はペーパーホルダーの色がWホワイトの場合です。
※X品番の□には扉・カウンターの色柄記号、○にはペーパーホルダーの色記号が入ります。

※ペーパーホルダーCHA25○、小物収納GHA7SWSは、単独での使用はできません。

※カウンター奥行113mm ※カウンター奥行113mm

375～500※1
（現場カット）

1350
370

375～500※1
（現場カット）

1350
370

375～500※1
（現場カット）

1350
370

375～500※1
（現場カット）

1350
370

※単品番の□には扉・カウンターの色柄記号、○にはペーパーホルダーの色記号が入ります。

（単位：mm）

※1�アームレストを設置する場合は、488mm以上必要です。アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は、550mm以上必要です。

〈専用手洗い共通〉●使用水圧範囲0.1MPa（19L/分�流動時）〜0.75MPa（静止時）です。洗面室や浴室などで同時に水栓金具を使用した場合、使用水圧（流動時）が低下します。使用水圧（流動時）を測定する場
合は、必ず同時使用状態で最低使用水圧（流動時）が確保されているかをご確認ください。●製品の固定前に壁構造を必ず確認してください。製品の固定位置には、幅90×厚さ21㎜以上の木桟で壁面補強してくださ
い。壁裏面に木桟がない場合は、壁裏面に指定の木桟を取り付けるか、厚さ12㎜以上の補強合板を貼り付けて、壁の補強をおこなってください。壁面コンクリートの場合、アンカープラグを打ち込んでから壁面固定してく
ださい。●自動水栓の場合、寒冷地仕様は品番末尾に7を付けてください。価格は同じです（手動単水栓は一般地・寒冷地共通です）。自動水栓の場合は、別途コンセントが必要です。●新型アラウーノ�アームレスト付
きを併用する場合、部屋の大きさにより�対応できない場合があります。P.122・126をご確認ください。●便器、および排水ジョイントは不燃材ではありません。設置の際は、消防法令、および告示などに基づき設置してくださ
い。キャビネットタイプ、カウンタータイプ、コーナータイプ、背面タイプ�据置き型には、排水ジョイントL（品番CHHP80L）は使用できません。背面タイプ�フロート型のみ、排水ジョイントL（品番CHHP80L）が使用可能です。
注）木質床材の選定にあたっては、耐水・耐アンモニア性等に十分ご配慮をお願いします。シミ防止のため、床材ジョイント部にはシリコンコーキング処理が必要です。詳しくは「建材総合3�暮らし＆リフォーム」カタログをご覧ください。
注）施工写真には便器・便座の電源コードが写っていません。

10cm前出しタイプ
の場合リアカバーに
穴をあけます。


