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株式会社アドヴァングループは、1975 年の創業以来社会と協調し、事業活動
を通じて社会・地球の持続可能な発展に貢献する取り組みを進めてまいりました。
取り組みの根底にあるのは、 創業理念であり、 その考え方は国連の持続可能
な開発目標（SDGs）が目指すものと一致しています。
世界 350 社のパートナー企業や取扱商品の多くはワールドクラスの環境認証を
取得しています。

アドヴァングループは、 今後も、 地球のために人類のために最大限の努力を
行ってまいります。

人や環境に優しい企業として
さまざまな取り組みをしています！

【社章に込めた精神】
大地、人（イエロー）
すべての基本を表します

大海（ブルー）
生命の源を表します

植物（グリーン）
成長を表します

太陽（レッド）
情熱と愛を表します

４点がすべて揃ってこそ、人は生きていける。
自然と同じように環境に合わせて変化していける会社であり続け
なければいけないという企業信念を表しています。

表紙：ノビリ混合水栓　ブルース P.74
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Better life from beatutiful bathroom
美しい暮らしは、美しい水まわりから始まる。
毎日の生活の中で、水まわりの洗面ボウルや水栓は家族が使う大切なもの。
だからこそライフスタイルに合わせて使いやすいものを選びましょう。
デザイン性と機能性に優れた水まわり商品をたくさんご紹介致します。
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Designers

Claudia Dane lon
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。

Sandro Meneghe l lo  and 
Marco Pao le l l i
サンドロ ・ メネゲロ(左) / マルコ ・ パオレッリ(右)

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。

Nilo G ioacchini
ニロ ・ ジオアッキーニ
フィレンツェのIS IAで技術と芸術を学んだ後、ミラ
ノのMarcello Nizzoliスタジオでデザインマネー
ジャーとしてトレーニングを完了。過去35年間、彼
のフィレンツェのスタジオは、主要なイタリアおよび
国際企業と一緒にコラボレーション。その間、バイ
エルイタリア特別賞やアベットプリント賞など、多数
の賞を受賞してきました。
彼のTuttuno Total Furnitureは、ニューヨーク
のMOMAで展示されています。

Mass imi l iano 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。
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Antonio Pasca le
アントニオ ・ パスカル

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。

Piet  Bi l l eken s
ピエト ・ ビレケンス

1966年にオランダのティルブルフで生まれ、1990年
にアイントホーフェンデザインアカデミーを卒業後、
シャワーエンクロージャおよび補体部門の研究開発
部長としてチェザーナに入社しました。
2001年にミラノにForesee Designスタジオを開設
し、イタリア国内外のさまざまな企業のデザインコン
サルタントとして活躍。

Marco Venzano
マルコ ・ ベンザノ

1980年生まれ、2003年、ジェノヴァ大学デザイン
学部卒業。 
Move（2014）やLevante（2019）などイタリア
国内だけでなく海外からも高く評価されたノビリ®
の水栓を開発しました。

Romano Ado l ini
ロマーノ ・ アドリーニ

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。



洗面セットを作るには1～5のパーツが必要です。

水栓

水栓は大きく2つにわかれます。
　混合水栓…湯と水、両方が出る水栓を指します。
　単水栓……水のみが出る水栓を指します。手洗いに使用される場合が多いです。
水栓は、洗面ボウルに対して吐水位置や水栓の高さが適切な商品をお選びください。

洗面ボウルは設置場所に応じて適切なサイズから選んでください。タイプはベッセル・ハーフベッセル・オーバーカウンター・
アンダーカウンター・壁付がございます。洗面所のボウルで水を溜める場合は、オーバーフロー穴（注）付洗面ボウルをお選びく
ださい。

（注）オーバーフロー穴
水を出したままボウルに水を溜めても溢れない様、穴が開いている箇所を指します。
※  オーバーフロー穴にキャップがしてある場合は、水の流れを多少さえぎるため、排水量が低下する場合がございます。
※  オーバーフロー穴は、万が一水を止め忘れたときの溢れ防止機能です。水を流し続ける様な使い方はしないでください。
また、水栓や水圧によっては水量が排水量を上回り、水が溢れる場合があります。

洗 面ボウルを選ぶ1

水栓を選ぶ2

天板に半分埋め込んで使用する洗面ボウル。置型ほど天板の位置を低くする必要
がないため、カウンター下の収納スペースが広がります。ハーフベッセル ハーフ

ベッセル

天板の下に取り付けて使用する洗面ボウル。天板が広くご使用できます。アンダーカウンター

オーバーカウンター

埋込

埋込

壁に取り付けて使用する洗面ボウル。小型サイズが多く、トイレなどスペースが限
られた場所での手洗器としてお勧めです。

天板に被せて使用する洗面ボウル。ボウルの高さが低いため、洗面スペースが
すっきりした印象になります。

壁付
壁付

天板の上へ置いて使用する洗面ボウル。天板への水はねが少ないため、お手入れ
が簡単です。ベッセル ベッセル

洗面セットの組み合わせ方

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

レバーを左に回した時
だけ温水器が作動し
てお湯が出るエコシス
テムです。
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設定した温度以上にな
らないよう温度調節ハン
ドルに安全ボタンがつ
いています。38℃セーフティエコハンドル

水優先の操作において
湯が吐水されない節湯
水栓です。

節湯
C1

ハンドルバーの動きを
2段階で制御すること
で水の消費を削減する
ことができます。２段階ハンドル

［機能アイコンについて］



お選びになられた洗面ボウル、水栓によって使用するタイ
プが異なります。 下記をご参照ください。

洗面ボウル 水栓 排水栓

オーバーフロー穴
あり

水栓にポップアッ
プ式排水栓が付属
している

水栓に付属のポップアップ式排水
栓をご使用いただけます。

別途排水栓をお買い求めいただく
必要はありません。

水栓にポップアッ
プ式排水栓が付
属していない

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

オーバーフロー穴
なし

※水栓にポップ
アップ式排水栓が
付属されている場
合でも、オーバー
フロー（水あふ
れ）防止のため、
別売の固定タイプ
の排水栓をご使用
ください。
※洗面ボウルに
よって適合する排
水栓が異なりま
す。各洗面ボウル
の詳細ページをご
参照ください。
※例外的にポップ
アップ式排水栓を
取付ける場合、水
溜め中は目をはな
さない等、十分に
ご注意ください。

固定タイプ超短　RP-147.355.5

固定タイプ短　RP-147.555.5
または

固定タイプ長　RP-147.755.5

ボール取付スペーサー
RP-47.010.0
※必要な場合のみ

排水管は排水位置により異なります。
下記をお選びください。

床排水の場合

壁排水の場合

洗面ボウル下に収納が
なく、排水管が見える場
合にお勧めです。

Sトラップ
RP-26.791.5

Pトラップ
RP-26.735.5

Tトラップ
RP-710.165.5K

Tトラップ
（ラウンドボトム）
RP-19.235.5

ポップアップ式排水栓が付属
している商品について
排水管は日本のサイズに適
合していません。専用のもの
をご使用ください。

＋

（注）混合水栓に対して2個、単水栓に対して1個必要となります。

GS-SEV2261（1個入）GS-SEV2PZ（2個入）

洗面ボウル下に収納が
なく、排水管が見える場
合にお勧めです。

水栓の給水管と接続される金物です。
メンテナンス時に、止水する事ができます。
※デザインのお好みで、いずれかをお選びください。

排水管を選ぶ4排 水 栓を選ぶ3

止水栓を選ぶ5

● 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。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。

洗面セットの組み合わせ方 08



ボウル一覧

マリセオン・ティアナ・オーバル10L

スクエア シリーズ

ノーマル シリーズ

ジオ シリーズ

GIW-11101F
設計価格 ¥69,000/台
W600mm×D450mm

ノーマル600

P.39 GIW-11001F
設計価格 ¥88,000/台
W800mm×D450mm

ノーマル800

P.40

GI-L008
設計価格 ¥65,800/台
W400mm×D400mm

ジオ4040

P.38 GI-L007
設計価格 ¥70,800/台
W600mm×D400mm

ジオ4060

P.38 GI-L005
設計価格 ¥70,800/台
W600mm×D370mm

ジオドロップ

P.38

GIMA-542A
設計価格 ¥29,800/台
W500mm×D395mm

Mスクエア

P.34 GIMA-542AB
設計価格 ¥34,800/台
W603mm×D403mm

Lスクエア

P.34GIMA-542C
設計価格 ¥24,800/台
W410mm×D410mm

Sスクエア

P.34

GI-701111
設計価格 ¥46,800/台
W570mm×D470mm

マリセオン

P.35 GI-L70
設計価格 ¥39,800/台
W580mm×D410mm

ディアナ

P.36 GIF-246
設計価格 ¥29,800/台
W615mm×D410mm

オーバル10L

P.36
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● 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。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。

ボウル一覧

タイ ・ カウ・クーべX

タッチシリーズ（ベッセル）

デュオ シリーズ

トゥエンティ シリーズ

GIW-1508001
設計価格 ¥71,000/台
W400mm×D400mm

デュオ400

P.45 GIW-1508301
設計価格 ¥101,000/台
W700mm×D460mm

デュオ700

P.46 GIW-1508201
設計価格 ¥128,000/台
W1000mm×D470mm

デュオ1000

P.46GIW-1509401
設計価格 ¥66,000/台
W665mm×D395mm

デュオアンダー

P.46

トゥエンティ600

TW-01011
設計価格 ¥66,000/台
W610mm×D460mm

P.42

トゥエンティL 600

TW-04011
設計価格 ¥66,000/台
W610mm×D460mm

P.42 TW-05011
設計価格 ¥83,000/台
W810mm×D460mm

トゥエンティ800

P.42

GI-L6521
設計価格 ¥65,000/台
W600mm×D390mm

タイ

P.54 GI-L6802
設計価格 ¥65,000/台
W600mm×D450mm

GI-9431111
設計価格 ¥63,000/台
W600mm×D470mm

カウ クーベ600 X

P.54 P.53

GIF-610
設計価格 ¥34,800/台
W420mm×D420mm

タッチ420

P.44 GIF-607
設計価格 ¥39,800/台
W500mm×D420mm

タッチ500

P.44 GIF-606
設計価格 ¥44,800/台
W600mm×D420mm

タッチ600

P.44
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ボウル一覧   

スリム4 シリーズ

GID-5046151
設計価格 ¥77,000/台
W504mm×D462mm

スリム4 スクエア500
（マット仕上げ）

P.48GID-5046101
設計価格 ¥56,000/台
W504mm×D462mm

スリム4 スクエア500
（光沢仕上げ）

P.48GID-4848101
設計価格 ¥56,000/台
W484mm×D482mm

スリム4 ラウンド480
ビアンコ（光沢仕上げ）

P.48

GID-4038051
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
ビアンコ（マット仕上げ）

P.50 GID-4038054
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
トルトラ（マット仕上げ）

P.50 GID-4038055
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
カストロ（マット仕上げ）

P.50 GID-4038053
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
グリジオ（マット仕上げ）

P.50

GID-4000051
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
ビアンコ（マット仕上げ）

P.52 GID-4000054
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
トルトラ（マット仕上げ）

P.52 GID-4000055
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
カストロ（マット仕上げ）

P.52 GID-4000053
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
グリジオ（マット仕上げ）

P.52
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● 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。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。

ボウル一覧

小型手洗いボウル（ガラス）

小型手洗いボウル（陶器）

小型ボウル

メグ シリーズ（スロップシンク） ※洗濯板（木製）は別売です。P.61～ 62を参照してください。

RP-Z422CBM
設計価格 ¥28,800/台
φ315mm

ニュー ベトロ

P.58 RP-Y422BQ11-CB
設計価格 ¥29,800/台
φ417mm

ベトロ ピュア クリア

P.58 RP-Y422BQ11-BK
設計価格 ¥29,800/台
φ417mm

ベトロ カラー
ブラック

P.58RP-Y422BQ11-DB
設計価格 ¥29,800/台
φ417mm

ベトロ カラー
ブルー

P.58

GIF-865-335
設計価格 ¥24,800/台
W335mm×D290mm

コンパクト

P.60

GIS-5482
設計価格 ¥102,000/台
W550mm×D475mm

メグ55

GIS-5484
設計価格 ¥106,000/台
W600mm×D380mm

GIS-5403
設計価格 ¥110,000/台
W650mm×D465mm

メグ60 メグ65

P.62 P.62P.61

GI-LML001
設計価格 ¥52,000/台
W430mm×D267mm

ユニオン

P.60 GI-LML003
設計価格 ¥52,000/台
W450mm×D275mm

サボン

P.60 GI-LML002
設計価格 ¥52,000/台
W540mm×D200mm

ブリック

P.60

GIF-828
設計価格 ¥28,800/台
φ420mm

ジュラ

P.55 GI-L310
設計価格 ¥54,000/台
φ400mm

フォーリ1

P.55 GI-L330
設計価格 ¥58,000/台
W630mm×D470mm

フォーリ3

P.56GI-L2200
設計価格 ¥56,000/台
W590mm×D445mm

プレト クアドロ

P.56
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アップシリーズ

セブンシリーズ

リブプルアウトシリーズ グラツィアシリーズ その他混合水栓

アクアビバシリーズ ブルースシリーズ

アップ   混合水栓  高
NB-94128.3CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥69,800

アップ   混合水栓  高
NB-94128.3BM  
ブラック　排水栓なし
設計価格 ¥79,800

アクアビバ    混合水栓  低
NB-103118.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥45,800

アクアビバ   混合水栓  低
NB-103118.1BM  
ブラック　排水栓付属
設計価格 ¥55,800

ブルース  混合水栓  低
NB-E101118.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥32,900

アップ   混合水栓  低
NB-94118.1BM  
ブラック　排水栓付属
設計価格 ¥64,800

セブン   混合水栓  低
NB-E124118.1CR  
クローム　排水栓付属
JWWA 申請中
設計価格 ¥49,800

セブン   混合水栓  低
NB-E124118.1BM  
ブラックマット　排水栓付属
JWWA 申請中
設計価格 ¥59,800

アップ    混合水栓  低
NB-94118.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥54,800

リブプルアウト   混合水栓  低
NB-00118.41CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥52,800

リブプルアウト   混合水栓  低
NB-00118.43CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥49,800

セブン  混合水栓  高
NB-E124128.3CR  
クローム　排水栓なし
JWWA 申請中
設計価格 ¥64,800

セブン  混合水栓  高
NB-E124128.3BM  
ブラックマット　排水栓なし
JWWA 申請中
設計価格 ¥74,800

カルロスプリメロ   混合水栓
NB-218.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥91,000

グラツィア  混合水栓
NB-5118.6CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥78,600

グラツィア    混合水栓
NB-5118.6BR  
ブロンズ　排水栓付属
設計価格 ¥98,600

水栓一覧

P.70 P.70P.70 P.70

P.76P.75 P.76P.75 P.76

P.72P.72 P.72P.72

P.74P.73 P.73

混合水栓  ●●水とお湯の両方がでます

13



自動水栓

スロップ単水栓

ノビリ®単水栓

リブ ソロ   単水栓
NB-LV00236.CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥39,800

リブ ソロ  単水栓
NB-LV00236.BM  
ブラックマット　排水栓なし
設計価格 ¥49,800

アクエレリ ソロ   単水栓
NB-93236.CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥33,500

P.77 P.77 P.77

グースネック  単水自動水栓  低
GS-201LT49L
クローム
設計価格 ¥39,800

グースネック  単水自動水栓  高
GS-201LT49H
クローム
設計価格 ¥43,000

スクエア  単水自動水栓
GS-201LT42
クローム
設計価格 ¥43,000

P.78 P.78 P.78

スロップ単水栓S
GS-SEJA102S  
クローム
設計価格 ¥19,000

混合水栓
（スロップシンク・キッチン用）
NB-97115CR
クローム
設計価格 ¥41,000

スロップ単水栓L
GS-SEJA102  
クローム
設計価格 ¥19,000

P.62 P.62P.62

ムーブ 
NB-92300.50CR  
クローム
設計価格 ¥108,000

オーズィー 
NB-917.9T5CR  
クローム
設計価格 ¥59,800

ポップ 
NB-108137CR  
クローム　JWWA 申請中
設計価格 ¥59,800

P.82P.79P.80

※ スロップシンクとあわせてご使用ください。

キッチン用水栓  ●●水とお湯の両方がでます

水栓一覧

ブルース キッチン
NB-E101113.25CR  
クローム
設計価格 ¥33,900

P.82

単水栓   ●水のみ

● 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。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。
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BATHROOM VANITY
洗面化粧台

モビリスタ フロート ………………………………………… 19
モビリスタ フレーム ………………………………………… 21
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モビリスタ
北欧のデザインがこれからの
新しいスタンダード。
毎日、手や顔を洗う洗面スペースは

自分好みの心地よく癒やされる上質な空間にしましょう。

北欧の天然木をそのまま再現したメラミンの質感は

ワンランク上の存在感を醸し出します。

17
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色番  26 色番  06 色番  12 色番  01

リブプルアウトセブンブルース

おすすめ水栓 扉 ※間口サイズ W1200 の場合、ホワイト・オークナチュラルは選択不可。 ミラー

ホワイト オークナチュラル グレージュ ウォルナット W750 W900 W1100W600
※他の水栓も選べます。

19
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上質な家具を思わせる、新しいデザイン。（壁付け洗面化粧台）
美しい光沢あるカウンターと一体型の洗面ボウル、収納も充実し機能面も自慢です。

住宅やマンションの建具やフローリングとコーディネートし、統一感のある空間をお楽しみください。

 モビリスタ フロート

Mobilista Float 認定区分：国土交通大臣認定

F☆☆☆☆

MORE INFO

740

48
0

48
0

890

48
0

1190

RB-118.75.  色番RB-118.60.  色番 RB-118.90.  色番

RB-118.12.  色番

（単位：mm）

48
0

590

475

※ 組合せは P.29、P.30 をご覧ください。

奥行寸法

モビリスタ 20

洗
面
化
粧
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Float Type
フロートタイプ（壁付タイプ）
幅：W600・W750・W900・W1200

キャビネット （W750） RB-118.75.  色番

洗面ボウル一体型カウンター RBC-75WH

ミラー RG-705.75.  色番

Pトラップ排水管 RP-26.735.5

ブルース NB-E101118.1CR

レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2個入）

W600

W1200

W750 W900



色番  26 色番  06 色番  12 色番  01

リブプルアウトセブンブルース

おすすめ水栓

※他にも選べます。

扉

ホワイト オークナチュラル グレージュ ウォルナット

ミラー

W750W600
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 モビリスタ フレーム

Mobilista Flame 認定区分：国土交通大臣認定

F☆☆☆☆

（単位：mm）

580

84
2

730

84
2

RB-010.60.  色番 RB-010.75.  色番

470

シンプルな組み合わせが魅力的なフレーム洗面化粧台
木目のメラミン面材と黒フレームをマッチングすることで、シンプルながらも木目の素材感を味わえるデザインに。

水まわりスペースに存在感を主張しつつも、ご家庭の家具や家電にも合わせやすいカラーです。

MORE INFO

※ 組合せは P.29、P.30 をご覧ください。

奥行寸法

モビリスタ 22
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面
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Flame Type
フレーム タイプ
幅：W600・W750

キャビネット （W600） RB-010.60.  色番

洗面ボウル一体型カウンター RBC-60WH

ミラー RG-705.60.  色番

Pトラップ排水管 RP-26.735.5

ブルース NB-E101118.1CR

レバー止水栓 GS-SEV2PZ（2個入）

W600 W750



清潔感ある洗練されたデザインのカウンター
水まわりを美しくきれいに。

 カウンター

Counter

清潔感のある白いカウンターは水まわり空間を明るく
コーディネートできるので洗面所をいつも気持ちよく使えます。

家族によって使い方はさまざま。
すぐ使いたいものをカウンターに置けます。

不飽和ポリエステル樹脂素材だから汚れが染み込み
にくい。一体型で継ぎ目がないのでお手入れしやすい。

23



ア
ク
ア

A
Q

U
A

北欧のデザインが、暮らしに溶け込む。

インテリアスタイルに合わせてお好みのカラーが選べます。
重厚感ある扉は、ワンランク上の上質感が味わえます。

キャビネット

Cabinet

ホワイト（マット）色番 26 色番 06オークナチュラル 色番 12グレージュ 色番 01ウォルナット

モビリスタ 24
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天然木と変わらない触り心地
メラミンの質感や家具の金具までディテールにこだわった素材。

家族によって使い方はさまざま

ソフトクローザー機能付き

 引き出し

Drawer

水まわりのスペースをすっきりさせたい
普段使う細かい物は全部ミラーやキャビネットにいれて
快適な空間で過ごしましょう。
下部のシェルフには、よく使うものを置いたり、グリーン
などを飾ってディスプレイを楽しむこともできます。

程よい深さで、物の出し入れがスムーズで快適です。
ソフトクローザー機能付きで、閉じる時は静かにゆっくりと
閉じるので安心してご使用いただけます。

25
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収納の使いやすさに上質感をプラス
重厚感ある厚みが上質の雰囲気を醸し出します。

ハンドル
デザインは木目柄に合ったシンプルなデザイン。
握りやすく物の出入れもスムーズです。

モビリスタ 26
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水まわりは毎日使う場所だから、使いやすく機能的な方が良い。
ひとつひとつ細部までこだわった洗面化粧台です。

清潔感のある白いカウンターは、水まわり空間を明る
く広々使える心地よさと、コーディネートできるので、
洗面所をいつも気持ちよく使えます。

汚れがつきにくい素材だからサッと拭くだけでカン
タンお手入れ。不飽和ポリエステル樹脂素材だから
汚れが染み込みにくい。一体型で継ぎ目がないのでお
手入れしやすい。

賃貸アパートや一人暮らし向け
小ぶりながら機能的

お手入れしやすいツヤピカ一体型カウンター

カウンター 収納ミラー

汚れにくくお掃除もカンタン

幅：600・750・900mm　一体カウンター 幅：600mm　奥行き：140mm　1面鏡

幅 1200mm　一体カウンター

水滴 汚れ

不飽和ポリエステル素材

ココが使いやすい

480mm

480mm

27
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2～ 3人暮らしの家族サイズ
収納棚のことを考えて作られた
使いやすいスタンダード収納

毎日使う美容家電や小物を
使いやすくスッキリ収納

広々使える心地よさと
あらゆる物が美しく収納可能

W300、W500扉で分かれています。

毎日使う日用品を広々使えて、タオルや小物
まで美しく収納できます。

静かにゆっくり閉まるソフト
クローズユニット。
手首に負担をかけずに安心し
てご使用できます。

美しく使いやすいイタリア水栓 広々使えて収納もゆったりと

幅：750mm　奥行き：140mm　2面鏡 幅：900mm　奥行き：140mm　2面鏡 幅：1100mm　奥行き：130mm　3面鏡

ブルース リブプルアウトセブン

エコハンドル シャワーホース付水栓

省エネ設計されたエコ水栓。
節水しながら節湯もできる省エネ
機能付き。

使いやすさとお手入れしやすさを
両方充実させました。

モビリスタ 28
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モビリスタ フロート（壁付け）
間口サイズ 600 750 900

キャビネット

48
0

590 740

48
0

48
0

890

RB-118.60.  色番　設計価格 ¥45,000 RB-118.75.  色番　設計価格 ¥48,000 RB-118.90.  色番　設計価格 ¥58,000

洗面ボウル
一体型
カウンター

48
0

600

48
0

750

48
0

900

RBC-60WH　設計価格 ¥24,000 RBC-75WH　設計価格 ¥28,000 RBC-90WH　設計価格 ¥35,000

ミラー 75
0

600

75
0

750

75
0

900

RG-705.60.  色番　設計価格 ¥32,000 RG-705.75.  色番　設計価格 ¥36,000 RG-705.90.  色番　設計価格 ¥40,000

カラー

26 ホワイト 06 オークナチュラル 12 グレージュ 01 ウォルナット

水栓

排水管

止水栓

ブルース（排水栓付属）
NB-E101118.1CR
設計価格 ¥32,900

Pトラップ
RP-26.735.5
設計価格 ¥7,800

Tトラップ
RP-19.235.5
設計価格 ¥7,800

（単位：mm）

カラー：4色　奥行：140mm

リブプルアウト（排水栓付属）
NB-00118.41CR
設計価格 ¥52,800

Sトラップ
RP-26.791.5
設計価格 ¥9,800

セブン（排水栓付属）
NB-E124118.1CR
設計価格 ¥49,800

カラー：4色　奥行：140mm カラー：4色　奥行：140mm

カラー：4色 カラー：4色

※ 別途水受けトレイが
必要となります。

レバー止水栓（2個入）

GS-SEV2PZ
設計価格¥9,600/セット

レバー止水栓

GS-SEV2261
設計価格¥11,600/個

縦止水栓（床立上げ専用）

GS-SEVDMI
設計価格¥3,400/個

29
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モビリスタ

モビリスタ フロート（壁付け） モビリスタ フレーム（置型）
間口サイズ 1200 600 750

キャビネット
48

0

1190

580

84
2

730

84
2

RB-118.12.  色番　設計価格 ¥80,000 RB-010.60.  色番　設計価格 ¥64,000 RB-010.75.  色番　設計価格 ¥76,000

洗面ボウル
一体型
カウンター

48
0

1200

48
0

600

48
0

750

RBC-12WH　設計価格 ¥46,000 RBC-60WH　設計価格 ¥24,000 RBC-75WH　設計価格 ¥28,000

ミラー

65
0

1100

75
0

600

75
0

750

RG-558.11.  色番　設計価格 ¥48,000 RG-705.60.  色番　設計価格 ¥32,000 RG-705.75.  色番　設計価格 ¥36,000

カラー

12 グレージュ 01 ウォルナット 26 ホワイト 06 オークナチュラル 12 グレージュ 01 ウォルナット

水栓

排水管

止水栓

リブプルアウト（排水栓付属）
NB-00118.41CR
設計価格 ¥52,800

Sトラップ
RP-26.791.5
設計価格 ¥9,800

セブン（排水栓付属）
NB-E124118.1CR
設計価格 ¥49,800

カラー：4色　奥行：140mm カラー：4色　奥行：140mmカラー：2色　奥行：130mm

カラー：2色 カラー：4色 カラー：4色

※ 別途水受けトレイが
必要となります。

レバー止水栓（2個入）

GS-SEV2PZ
設計価格¥9,600/セット

レバー止水栓

GS-SEV2261
設計価格¥11,600/個

縦止水栓（床立上げ専用）

GS-SEVDMI
設計価格¥3,400/個

ブルース（排水栓付属）
NB-E101118.1CR
設計価格 ¥32,900

Pトラップ
RP-26.735.5
設計価格 ¥7,800

Tトラップ
RP-19.235.5
設計価格 ¥7,800

（単位：mm）
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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。

33
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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（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 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

MORE INFO
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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。
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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-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。

44

ア
ク
ア

A
Q
U
A

洗
面
ボ
ウ
ル



 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。

57



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
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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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NOBILI FAUCET
ノビリ水栓

セブン…………………………………………………………… 69
アップ…………………………………………………………… 71
アクアビバ……………………………………………………… 73
ブルース………………………………………………………… 74
リブ プルアウト ……………………………………………… 75
グラツィア……………………………………………………… 76
カルロス プリメロ …………………………………………… 76
リブ ソロ ……………………………………………………… 77
アクエレリ ソロ ……………………………………………… 77
自動水栓………………………………………………………… 78
ポップ…………………………………………………………… 79
ムーブ…………………………………………………………… 80
ブルース キッチン …………………………………………… 82
オーズィー……………………………………………………… 82
ノビリシャワー………………………………………………… 83
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高級時計の世界では、パテックフィリップやオーディマピケなどがマニュファクチュール（自社一貫製造する時計メーカー）

として有名です。

イタリアのノビリ®社は水栓業界においてのマニュファクチュールと言えるでしょう。水栓の部材である真鍮を素材から

造りだし、水栓の重要なパーツのひとつであるカートリッジを含む全ての部品を自社で製造しています。

全ての商品に自社の刻印を掘り込んでいるのは、1954年の創業以来貫いてきた　“All MADE IN ITALY”　であるその

自信と、商品の責任は全て自分達にあるといったこだわりからです。

その哲学が、世界に認められる品質を築いています。

ノビリブランド

 ®
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ノビリ®水栓

世界が認める丈夫なカートリッジ
ノビリ®社は、カートリッジの品質を最優先に考え自社カートリッジの開発に力を注いできた結果、世界に認められる丈夫な
カートリッジを造り出すことに成功しました。世界で一番過酷なカートリッジの耐久試験フランスNF077のECAU rating 
U3 レベルは、世界中の水栓メーカーで5社しか認証を持っておらず、ノビリ®社はその1社です。

y

フランスNF077 認定書 自社製カートリッジ
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New beautiful life 
starting from 
   　®.
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®Designers
サンドロ ・ メネゲロ(左) / マルコ ・ パオレッリ(右)

1979年生まれのサンドロ・メネゲロとマルコ・パオレッリは、ロベルト・パロンバとパオロ・リザット

とともに、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズとトロンハイムのノルウェー科学技術大学、パリ

のケルン・キスド大学を卒業。2005年以降、イタリア企業のみならず様々な世界的企業とコラボレー

ション、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5回受賞、デザインプラス5回受賞、グッドデザインアワード2回受賞、

ADIデザインインデックスなど数多くの賞を受賞。

ピエト ・ ビレケンス

1966年にオランダのティルブルフで生まれ、1990年にアイントホーフェンデザインアカデミーを

卒業後、シャワーエンクロージャおよび補体部門の研究開発部長としてチェザーナに入社しました。

2001年にミラノにForesee Designスタジオを開設し、イタリア国内外のさまざまな企業のデザイン

コンサルタントとして活躍。

ニロ ・ ジオアッキーニ

フィレンツェのISIAで技術と芸術を学んだ後、ミラノのMarcello Nizzoliスタジオでデザインマネー

ジャーとしてトレーニングを完了。過去35年間、彼のフィレンツェのスタジオは、主要なイタリアおよ

び国際企業と一緒にコラボレーション。その間、バイエルイタリア特別賞やアベットプリント賞など、

多数の賞を受賞してきました。

彼のTuttuno Total Furnitureは、ニューヨークのMOMAで展示されています。

マルコ ・ ベンザノ

1980年生まれ、2003年、ジェノヴァ大学デザイン学部卒業。 

Move（2014）やLevante（2019）などイタリア国内だけでなく海外からも高く評価されたノビリ®

の水栓を開発しました。
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MORE INFO

スタイリッシュなフォルムが水まわり空間をエレガントに際立てます。

艶やかなクロム仕上げと空間を引き締める色合いのブラックマット仕上げ。

どちらもイタリア水栓の美しさを堪能できる逸品です。
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 セブン

Seven 
エコハンドル ２段階ハンドル

節湯
C1



湯水混合水栓　低
排水栓付属
NB-E124118.1CR
クローム

設計価格 ¥49,800
150×H155
JWWA申請中

湯水混合水栓　低
排水栓付属
NB-E124118.1BM
ブラック

設計価格 ¥59,800
150×H155
JWWA申請中

POP
UP

POP
UP

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

セブン

湯水混合水栓　高
NB-E124128.3CR
クローム

設計価格 ¥64,800
210×H275
JWWA申請中

湯水混合水栓　高
NB-E124128.3BM
ブラック

設計価格 ¥74,800
210×H275
JWWA申請中

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)
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エコハンドルレバーが中央にあるときは、温水器の電源が入っている時でも水が出ます。

そして、必要に応じてレバーを左に回した時だけ温水器が作動してお湯が出ます。

温水器の作動を制限したエコシステムです。

※ハンドルのスウィングは左方向のみとなります。

● 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。 ● 排水栓付属の水栓をご使用の場合、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。



アップ

Up 

MORE INFO

先端をラウンド型にし、小さなお子様のいるご家庭や

狭いバスルームで安心してご利用頂けるようデザインしました。
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２段階ハンドル



湯水混合水栓　低
排水栓付属
NB-94118.1CR
クローム
設計価格 ¥54,800
184×H153

湯水混合水栓　低  
排水栓付属
NB-94118.1BM
ブラック
設計価格 ¥64,800
184×H153

POP
UP

POP
UP

アップ

湯水混合水栓　高
NB-94128.3CR
クローム
設計価格 ¥69,800
254×H299

湯水混合水栓　高  
NB-94128.3BM
ブラック
設計価格 ¥79,800
254×H299

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ
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● 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。 ● 排水栓付属の水栓をご使用の場合、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。



 アクアビバ

AcquaViva 

湯水混合水栓　低  
排水栓付属　
NB-103118.1CR
クローム
設計価格 ¥45,800
161×H152

湯水混合水栓　低  
排水栓付属（黒）
NB-103118.1BM
ブラック
設計価格 ¥55,800
161×H152

MORE INFO

POP
UP POP

UP

アクアビバ 

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

無駄を削ぎ落としたシャープなデザインは、

洗練された空間にフィットします。
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２段階ハンドル



ブルース

湯水混合水栓　低 
排水栓付属
NB-E101118.1CR
クローム
設計価格 ¥32,900
161×H140

 ブルース

Blues 

POP
UP

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

美しさと機能性に優れたイタリア水栓。

エコハンドル機能付きで使いながら節水、節湯もできます。
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MORE INFO

● 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。 ● 排水栓付属の水栓をご使用の場合、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。

エコハンドル ２段階ハンドル

節湯
C1



　　リブ プルアウト

Live Pull Out 

湯水混合水栓　低 
排水栓付属
NB-00118.41CR
クローム
設計価格 ¥52,800
194×H176

湯水混合水栓　低 
NB-00118.43CR
クローム
設計価格 ¥49,800
189×H176

POP
UP

水受けプレート
●ホース式の水栓は
ホースに水滴がつく
ため水受けプレート
の設置が必要です。

リブ プルアウト

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

使い勝手のよいハンドシャワー付き水栓はお手入れもしやすく、

機能性に優れています。
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MORE INFO

２段階ハンドル



 グラツィア

Grazia 

MORE INFO

湯水混合水栓 
排水栓付属
NB-5118.6CR
クローム
設計価格 ¥78,600
194×H166.5

POP
UP

湯水混合水栓 
排水栓付属
NB-5118.6BR
ブロンズ
設計価格 ¥98,600
194×H166.5

POP
UP

湯水混合水栓 
排水栓付属
NB-218.1CR
クローム
設計価格 ¥91,000
183×H270

POP
UP

 カルロス プリメロ

Carlos Primero

MORE INFO

グラツィア/カルロス プリメロ

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

排水栓が
付属している商品について
専用の排水管を
ご使用ください。 G1 1/4インチ

モダン × クラシカルの融合

美しいフォルムで水まわりをスッキリ見せることができます。
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● 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。 ● 排水栓付属の水栓をご使用の場合、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。



 リブ ソロ

Live Solo 

 アクエレリ ソロ

AcqueRelli Solo 

単水栓 
NB-93236.CR
クローム
設計価格 ¥33,500
158×H196

単水栓ホース付属（350mm）

単水栓　低 
NB-LV00236.CR
クローム
設計価格 ¥39,800
127×H158

単水栓ホース付属（350mm）

単水栓　低 
NB-LV00236.BM
ブラック
設計価格 ¥49,800
127×H158

単水栓ホース付属（350mm）

単水栓
NB-LV
クローム
設計価格
127×

単水栓ホ 0mm）

単
N
ブ
設
1

単

単水栓

MORE INFO

MORE INFO

リブ ソロ / アクエレリ ソロ

コンパクトサイズなので小ぶりの洗面ボウルとの組み合わせに最適です。

スワンタイプの美しい単水栓。

狭いスペースでも美しさが際立ちます。
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● 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。 ● 排水栓付属の水栓をご使用の場合、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。



自動水栓

※お湯には使用できません。

 自動水栓 自動水栓

Automatic Faucet
MORE INFO

単水自動水栓  スクエア
GS-201LT42
クローム
設計価格 ¥43,000
120.6×H140㎜　
※単水栓ホース（GS-SETFLEX400 ¥3,500/本）
が別途必要です。
AC電源対応
※消費電力3W
※お湯には使用できません。

電池ボックス（別売）
GS-BATTBOX
設計価格 ¥2,800
※AC電源がない場合、別売の電池
ボックスをご注文ください。
※AC電源と電池ボックスは併用しな
いでください。誤作動を起こすことが
あります。

単水自動水栓  グースネック 高
GS-201LT49H
クローム
設計価格 ¥43,000
127.8×H321.5㎜
※単水栓ホース（GS-SETFLEX400 ¥3,500/本）が別途必要です。
AC電源対応
※消費電力3W
※お湯には使用できません。

単水自動水栓  グースネック 低
GS-201LT49L
クローム
設計価格 ¥39,800
127.8×H167.5㎜
※単水栓ホース（GS-SETFLEX400 ¥3,500/本）が別途必要です。
AC電源対応
※消費電力3W
※お湯には使用できません。

単水栓ホース（別売）
GS-SETFLEX400
設計価格 ¥3,500
※必ず別売の単水栓ホースを
お求めください。

商業施設、学校、駅、住宅等
あらゆる場所で多用される自動水栓
背高のタイプがあり、置き型の洗面ボウルとの組み合わせが可能です。
90万回以上のテストを行っており、使用場所を選ばないユニバーサルデザイン。
AC/DCのどちらでも対応し、センサー交換も可能です。
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● 排水栓の金属部分が赤外線に直接当たる位置にくる場合、誤作動することがあります。その場合、水栓の固定角度を調整していただく必要があります。 ● 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。 ● 排水栓付属の水栓をご使用の場合、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。



 ポップ

Pop 

水受けプレート
●ホース式の水栓は
ホースに水滴がつくた
め水受けプレートの設
置が必要です。

シャワーホースが
伸びます

キッチン用湯水混合水栓
NB-108137CR
クローム　
設計価格 ¥59,800
205×H484mm
※首振り機能付（120 度）
※ シャワーヘッドのスイッチにより
通常吐水・シャワーの切り替えが
可能です。
※本体は 2.8kg あります。
ステンレスシンクへの取り付けの
際には補強が必要となります。
JWWA申請中

水受けプレート
H7910-88
設計価格 ¥1,500
セット設計価格 ¥61,300

ポップ

MORE INFO
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● 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。 ● 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。

ムーブ

 ムーブ

Move 

水受けプレート
●ホース式の水栓は
ホースに水滴がつくた
め水受けプレートの設
置が必要です。

キッチン用湯水混合水栓
NB-92300.50CR
クローム　
設計価格 ¥108,000
222×H460mm
※首振り機能付（360 度）
※本体は 2.8kg あります。
ステンレスシンクへの取り付けの
際には補強が必要となります。

水受けプレート
H7910-88
設計価格 ¥1,500
セット設計価格 ¥109,500

MORE INFO
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8181



 オーズィー

Oz 

 ブルース キッチン

Blues kitchen 

水受けプレート
●ホース式の水栓は
ホースに水滴がつくた
め水受けプレートの設
置が必要です。

シャワーホースが
伸びます

キッチン用湯水混合水栓
NB-917.9T5CR
クローム　
設計価格 ¥59,800
244×H285mm
※首振り機能付（120 度）
※本体は 3kg あります。
ステンレスシンクへの取り付けの
際には補強が必要となります。

水受けプレート
H7910-88
設計価格 ¥1,500
セット設計価格 ¥61,300

キッチン用湯水混合水栓
NB-E101113.25CR
クローム　
設計価格 ¥33,900
245×H144mm
※首振り機能付（360 度）
※本体は1.2kg あります。
ステンレスシンクへの取り付けの
際には補強が必要となります。

● 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。 ● 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。

ブルース キッチン/ オーズィー

MORE INFO

MORE INFO

82

ア
ク
ア

A
Q

U
A

水
栓

N
O
B
ILI®

エコハンドル

節湯
C1



 ノビリ®シャワー

NOBILI®Shower
MORE INFO

ライフスタイルに合わせて様々なシャワーカランを選べます。

スタイリッシュなデザインで至福のバスタイムをお楽しみいただけます。
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 ビバ

VIVA

 リキッド

LIKID

ノビリ®シャワー

ビバ サーモ式 
シャワー用湯水混合栓
NB-103030CR
クローム　
設計価格 ¥49,000
セット設計価格 ¥78,800

リキッド サーモ式
シャワー用湯水混合栓
NB-00030CR
クローム　
設計価格 ¥118,000
セット設計価格 ¥147,800

ビバ または リキッドから
お選びください。

3-Jet

● サーモ式シャワー用湯水混合栓は含まれません。ビバもしくはリキッドのどちらかの商品をお選びください。

ハンドシャワーウォールバーセット NB-140.41CR
設計価格 ¥29,800

※ウォールバー　1000mm
※シャワーホース長さ　1500mm
※3-Jet ハンドシャワー
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38℃セーフティ

38℃セーフティ

NEW

NEW



2ヵ所吐水

レインハンドシャワーセット ※1 NB-00141.90CR ¥78,000
ビバ サーモ式シャワーバス用湯水混合栓 NB-103010.1CR ¥55,000
コネクティングホース 1000mm NB-13558CR ¥6,300

セット設計価格 ￥139,300

3ヵ所吐水

レインハンドシャワーセット NB-00141.90CR ¥78,000
リブ サーモ式シャワーバス用湯水混合栓 NB-00010.1CR ¥138,000
コネクティングホース 1000mm NB-13558CR ¥6,300

セット設計価格 ￥222,300

3ヵ所吐水

38℃セーフティ 38℃セーフティ

38℃セーフティ

NEW

こちらのシャワー用混合水栓もお選びいただけます。

コネクティングホース
NB-13558CR
設計価格 ¥6,300
長さ1000mm

シェルフ
NB-001415
設計価格 ¥8,800

首振り

首振り

1-Jet 1-Jet

リブ　シャワーバス用湯水混合水栓
NB-00010.1CR
クローム　
設計価格 ¥138,000

※1 レインハンドシャワーセット注意事項
• シャワーホース長さ　1500mm
• コネクティングホース長さ600mmが付属しておりますが、
一般的に別途コネクティングホース1000mmが必要です
• レインシャワー φ200 首振り式
• 1-Jet ハンドシャワー

ABCサーモ式レインハンドシャワー 湯水混合水栓 NB-87030.30CR
   設計価格 ¥128,000
※ シャワーホース長さ　1500mm
※ レインシャワー φ200 首振り式
※ 1-Jet ハンドシャワー
※ シェルフ別売　NB-001415  ¥8,800
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リブシャワーバス用湯水混合栓
（スタンド型、切替弁付） NB-00180.TCR ¥287,000

床埋込部 NB-77250 ¥46,500

セット設計価格 ￥333,500

ノビリ®シャワー 86
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ACCESSORIES
アクセサリー

GSN330 シリーズ …………………………………………… 89
GSN122 シリーズ クラシック …………………………… 90
GSN310 シリーズ …………………………………………… 91
GSN108 シリーズ …………………………………………… 92
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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。

75
0 35

0

250

1600

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。

1600

1330

40
0

80
0

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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1 2 3 4

アドヴァン
グループ ７折２

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

99
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パーツリスト

カートリッジ・エアレーター水栓スペアパーツ一覧 ………… 101
パーツリスト………………………………………………… 103



NOBILIⓇ
商 品 名 品 番 カートリッジ品番 エアレーター品番 その他

ポップ
キッチン用湯水混合水栓 NB-108137CR NB-RCR107040 ― 水受けプレート H7910-88

オーズィー
キッチン用湯水混合水栓 NB-917.9T5CR NB-RCR440 ― 水受けプレート H7910-88

ムーブ
キッチン用湯水混合水栓 NB-92300.50CR NB-RCR280D NB-RAEK22227 水受けプレート H7910-88

セブン
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-E124118.1CR NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

セブン
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-E124118.1BM NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

セブン
湯水混合水栓　高ポップアップ無し NB-E124128.3CR NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

セブン
湯水混合水栓　高ポップアップ無し NB-E124128.3BM NB-RCR280DECO NB-RAEK22239 ―

ブルース
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-E101118.1CR NB-RCR350DECO NB-RAEK219-14CR ―

リブ　プルアウト
湯水混合水栓　ポップアップ有り NB-00118.41CR NB-RCR350 ― 水受けプレート H7910-88

リブ　プルアウト
湯水混合水栓　ポップアップ無し NB-00118.43CR NB-RCR350 ― 水受けプレート H7910-88

アップ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-94118.1CR NB-RCR280D NB-RAEK219-14CR ―

アップ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-94118.1BM NB-RCR280D NB-RAEK219-14BM ―

アップ
湯水混合水栓　高ポップアップ有り NB-94128.3CR NB-RCR280D NB-RAEK219-14CR ―

アップ
湯水混合水栓　高ポップアップ有り NB-94128.3BM NB-RCR280D NB-RAEK219-14BM ―

アクアビバ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-103118.1CR NB-RCR280D NB-RAEK219-14CR ―

アクアビバ
湯水混合水栓　低ポップアップ有り NB-103118.1BM NB-RCR280D NB-RAEK219-14BM ―

グラツィア
湯水混合水栓ポップアップ有り NB-5118.6CR NB-RVT2005D NB-RAEK219-14CR ―

グラツィア
湯水混合水栓ポップアップ有り NB-5118.6BR NB-RVT2005D NB-RAEK219-14BR ―

カルロスプリメロ
湯水混合水栓ポップアップ有り NB-218.1CR NB-RVT200260 NB-RAEK219-280 ―

リブ　ソロ
単水栓　低ポップアップ無し NB-LV00236CR NB-RVT2005D NB-RAEK21928

リブ　ソロ
単水栓　低ポップアップ無し NB-LV00236BM NB-RVT2005D NB-RAEK21928

アクエレリ　ソロ
単水栓　低ポップアップ有り NB-93236CR NB-RVT20073 NB-RAEK222-31

廃番商品の交換パーツは、アドヴァンウェブサイトから検索願います。

ハンドル

カートリッジ固定金具

本体

固定金具
ゴムパッキン

ポップ
アップ棒

フレキシブルホース

カートリッジ

エアレーター

排水栓

カートリッジ・エアレーター 
水栓スペアパーツ一覧

101



商 品 名 品 番 カートリッジ品番 エアレーター品番 その他

ヴェーラ低ポップ有り エコ仕様 GS-38602.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ高ポップ無し エコ仕様 GS-38610.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ低ポップ有り GS-38601.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ高ポップ有り GS-38603.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ低ポップ無し GS-38605.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴェーラ高ポップ無し GS-38609.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴィア トルトーナ低ポップ有り GS-18601.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア トルトーナ低ポップ無し GS-18602.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア トルトーナ高ポップ有り GS-18603.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア トルトーナ高ポップ無し GS-18604.031 GS-R4515 GS-01355 ─

ヴィア バグータ低ポップ有り 
エコ仕様 GS-29905.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

ヴィア バグータ高ポップ有り 
エコ仕様 GS-29906.031 GS-R4515 GS-01103.031 ─

アイスパ低ポップ無しエコ仕様 GS-41001.031 GS-SP00752 GS-R3166.031 ─

アイスパ高ポップ無し エコ仕様 GS-41003.031 GS-SP00759 GS-R3166.031 ─

アイスパ壁埋込タイプポップ無し GS-41088.031 GS-R4213 GS-R3166.031 ─

レッタンゴロ低（クローム） GS-20001.031 GS-R4516 GS-1108.031 ─

レッタンゴロ高（クローム） GS-11921.031 GS-R4516 GS-1108.031 ─

ミミ低（クローム） GS-31101.031 GS-R4516 GS-28970.031 ─

ミミ高（クローム） GS-11987.031 GS-R4516 GS-28970.031 ─

ミミ2ハンドル（クローム） GS-31401.031 GS-29076031 GS-28970.031 ─

オバーレ低 GS-23001.031 GS-R4517 GS-1108.031 ─

オバーレ高 GS-11941.031 GS-R4517 GS-1108.031 ─

スモールソロ高 GS-00915.031-1 GS-1441.031 GS-1777.031 ─

スモールソロ低 GS-20511.031 GS-1126.031 ─ ─

オゾン プルアウト GS-13915.031 GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

オゾン プルアウト
（天板レバータイプ） GS-13925.031 GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

オキシジェンハイテック GS-16537.031-12D15M GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

ジャスト GS-20576.031-12D15M GS-1354.031 GS-1108.031 シャワーヘッド：GS-28866.031（エアレーター込み）

クワドロハイテック GS-16776.031-12D15M GS-1156.031 GS-1386.031 シャワーヘッド：GS-R0710.031(エアレーター込み）

VERAハイテック GS-17073.031-12D15M / 
36D20M GS-29329.031 GS-R2724.031 シャワーヘッド：GS-29643.031（エアレーター込み）

レッコ GS-51013.031 GS-SP00638 GS-SP00645 シャワーヘッド：GS-SP01614（エアレーター込み）

オキシジェン クッチーナ GS-23530.031-12D15M GS-1156.031 GS-1384.031 シャワーヘッド：GS-01198.031（エアレーター込み）

エレガンザ 低 ポップ有り GS-46001.031/149 GSR-4213 GS-01103.031 ─

エレガンザ 高 ポップ有り GS-46004.031/149 GSR-4213 GS-01103.031 ─

エレガンザ ツーハンドル 
ポップ有り GS-46012.031/149 GS-01127 GS-01103.031 ─

レッタンゴロK 低 ポップ有り GS-53001.031/149/030/
708/299/706/707 GS-SP01277 GS-SP00923 ─

レッタンゴロK 高
ポップアップ機能無し GS-53004.031 GS-SP01277 GS-SP00923 ─

レッタンゴロK 壁埋込タイプ
ポップアップ機能無し GS-53088.031 GS-SP00564 GS-SP01161 ─

ゴッチャ 湯水混合水栓 GS-33608.031 GS-29180 GS-28970（標準エアレーター）
GS-29204（エコエアレーター） ─

ゴッチャ 湯水混合水栓 GS-33609.031 GS-29180 GS-28970（標準エアレーター）
GS-29204（エコエアレーター） ─

ゴッチャ 湯水混合水栓 GS-33610.031 GS-29180 GS-28970（標準エアレーター）
GS-29204（エコエアレーター） ─

廃番商品の交換パーツは、アドヴァンウェブサイトから検索願います。
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固定タイプ長オーバー
フロー用スロット付
RP-147.705.5
設計価格¥9,800

固定タイプ短オーバー
フロー用スロット付
RP-147.505.5
設計価格¥8,900

固定タイプ長
RP-147.755.5
設計価格¥8,900

固定タイプ短
RP-147.555.5
設計価格¥7,900

固定タイプ超短
RP-147.355.5
設計価格¥7,900

ボール取付スペーサー
RP-47.010.0
設計価格¥4,900

45φ
63φ

25

ハンドプッシュ式
スロットなし（クリッカー）短
RP-8530.310.5
設計価格¥7,900

ハンドプッシュ式
スロットなし（クリッカー）超短
RP-8530.300.5
設計価格¥7,900

ポップアップポップアップ

ハンドプッシュ式 オーバー
フロー用スロット付（クリッカー）短
RP-8530.360.5
設計価格¥8,900

ポップアップ

スリム4 ラウンド サークル用
専用排水栓
RP-394240001
設計価格¥7,900

●洗面ボウルによって適合する排水栓が異なります。
　組み合わせは適合表をご覧ください。

超短 短 長

固定タイプ
※水が貯められません

スロットあり
※オーバーフロー付
　洗面ボウル用

スロットなし

ハンドプッシュ
タイプ
※水が貯められます

スロットあり
※オーバーフロー付
　洗面ボウル用

スロットなし

専用排水栓

スペーサー

ポップアップレバーなし　排水栓

 パーツリスト

Parts List

※交換用排水目皿
RP-119.713.5
設計価格¥4,600

※交換用排水目皿
RP-137.036.0
設計価格¥4,600
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オーバーフローキャップ

排水栓用パッキン

ロッドタイプ（300mm）

RP-8529.161.5
設計価格¥7,000

ヘアキャッチャー

RP-120.360.5
設計価格¥2,800
※取付可能品番　RP-8529.161.5／
RP-8531.161.5

排水栓上部用ゴムパッキン

RP-ZPGK61-20
設計価格¥450

断面形状 

固定ハンドプッシュ排水栓
下部用ゴムパッキン
ポップアップレバータイプ

RP-ZPGK62
設計価格¥500

排水栓用ゴムパッキン
※各排水栓の下部用

RP-ZPGK59
設計価格¥450
※固定ハンドプッシュ式は使用不可

300mm

ハンドレバータイプ（370mm）

RP-8531.161.5
設計価格¥7,800

370mm

ディアナ用オーバーフローキャップ
アートセラム

GI-L30
設計価格¥1,300

オーバーフローキャップ
ゴールド

GI-W50
設計価格¥2,000

ポップアップレバー付排水栓 その他排水栓

パーツリスト

マルチパーパスシンク用
排水栓

RP-34.655.5
設計価格¥3,800
※付属のクサリ及び固定棒は
使用しません。

オーバーフローキャップ

GI-L20
設計価格¥1,300
【対応商品】
GILから始まる洗面ボウル
・ノーマル GIW-11101F/  
 GIW-11001F

・マリセオン GI-701111
・デュオアンダー GIW-1509401
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止水栓・接続金具類

止水栓・接続金具類

排水管用パーツ

排水管  Sトラップ

RP-26.791.5
設計価格¥9,800

排水管  Tトラップ

RP-710.165.5K
設計価格¥19,000

排水管  Tトラップ
（ラウンドボトム）

RP-19.235.5
設計価格¥7,800

排水管  Pトラップ

RP-26.735.5
設計価格¥7,800

レバー止水栓（2個入）

GS-SEV2PZ
設計価格¥9,600/セット

レバー止水栓

GS-SEV2261
設計価格¥11,600/個

縦止水栓（床立上げ専用）

GS-SEVDMI
設計価格¥3,400/個

T型ジョイント

GS-SET635XG
設計価格¥3,500/個

単水栓ホース　L400mm

GS-SETFLEX400
設計価格¥3,500/本

フランジ

RP-1153105
設計価格¥500/本

オゾンプルアウト用
シャワーホース 1.2m

GS-R5155.031
設計価格¥9,500/本

ジャスト用 キッチン
フレキシブルホース 1.５m

GS-R3462.031
設計価格¥6,800/本

排水管用紙パッキン

RP-ZPGX3039AM
設計価格¥580

断面形状 

排水管用ゴムパッキン

RP-ZPGW3831GO
設計価格¥580

断面形状 

排水管用ツバ付直管

RP-803.005
設計価格¥1,200

排水管用ゴムパッキン

RP-ZPGW3832GO
設計価格¥580

断面形状 

A B C

A A A A

B B

B C C
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逆止弁用パッキン

逆止弁

その他

水受けトレー

GS-TREY
設計価格¥3,500

水受けプレート

H7910-88（乳白色透明）
設計価格¥1,500

壁取付ネジキット
（陶器洗面器用）
（コンクリート・木下地兼用）

GI-FLAVABO
設計価格¥2,800

アンダーボール
落下防止金具

GI-LBIS
設計価格¥3,000

ハンザ逆止弁アダプタ
G⅜  +G½  （2組）

HS-5991.3921.NA
設計価格¥6,500

ノビリ® 逆止弁アダプタ
G⅜  +G½  （2組）

NBNIPL00213
設計価格¥6,000

ジェシー® 逆止弁アダプタ
G½  +G½  （2組）

GSR-0355
設計価格¥8,000

G½  用 ジェシー® シートパッキン

GS-0310.031
設計価格¥980

G⅜  用 ジェシー® シートパッキン

GS-0311.031
設計価格¥980

G⅜  用 ハンザ ゴムパッキン

HS-5991.2551
設計価格¥980
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水栓・洗面ボウルを安心してご利用いただくために

■自社試験センター

■スペアパーツを完備

イタリアなどのブランド水栓や洗面ボウル、イタリアンキッチンなど様々な水まわり商品を取り扱っています。世界中の優れた

デザインや機能を持った商品、をお客様へ安心してご利用いただくために、商品の販売から提案、アフターサービスまで様々

な取り組みを行っております。

公益社団法人日本水道協会(JWWA)公認の
試験センターを自社にて保有し、徹底した
品質管理を行っています。さらに、世界最
新鋭のエアー検査機にて全品検査を行うこ
とで、品質管理の精度を高めています。

倉庫には水栓のカートリッジやエアレーター
をはじめ、スペアパーツを取り揃えておりま
す。通販サイトにてカートリッジやエアレー
タなど必要なスペアパーツをご購入できるの
でもしもの時にも安心です。

日本水道協会(JWWA)公認マーク
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■ショールームで体感

■アフターサービス

日本最大級のショールームでイタリアンキッチンや水栓、洗面ボウルの組み合わせを実際にご確認いただけます。実際
に、見て触って相談してください。そのほかにも当社取扱いのタイルや石材、フローリングを床・壁に使った洗面やキッ
チンの水廻りスペースもご提案しております。

商品保証期間は出荷後、水栓は2年間、その他の商品は1年間です。
万一、不具合が発生した場合、当社へご連絡ください。（但し、保証期間内でも有償修理となる場合があります。）
ご購入いただいた商品を安心してご使用いただけるようにエアレーター、カートリッジ等のメンテナンス部品などは倉庫にて
在庫し、すぐにメンテナンスができるような体制を整えています。ホームページにはメンテナンス方法などの動画を用意
しておりますので、もしもの時にはお客様自身でカートリッジの交換などができるようになっています。

水栓・洗面ボウルを安心してご利用いただくために 108



流通センター別在庫表記について

●名阪流通センター配送エリアのお客様へ

お客様がカタログを見て、お近くの弊社流通センターにお求めの商品の在庫があることをパッと分かれば、便利に
違いない！と考えました。なぜなら、その商品は短い納期で運賃負担も軽くお求め頂けるからです。
岩井流通センター、名阪流通センター、九州流通センターの３か所で在庫を保管していますが、全ての流通センター
に全ての商品が保管されているわけではありません。よりお求めやすい価格で商品をお届けするためには、適正
な在庫回転率を確保する必要があるからです。
※従来よりお客様にご負担いただく運賃は、ご注文頂いた商品が保管されている弊社流通センターからご希望納品先までの距離と重量により算出されています。

ご注文頂いた商品の在庫が岩井流通センターにしか保管していない場合、通常であれば岩井流通センターからご希望
納品先までの運賃をお客様にご負担いただいております。この定期便サービスは、お客様の運賃負担を軽くするため
に、岩井流通センターから名阪流通センターまでの運賃を弊社が負担させていただくサービスです。
名阪流通センターからご希望納品先までの運賃のみお客様のご負担となります。
なお、定期便サービスをご利用いただく場合は、ご希望納品日の 2週間前までにご注文ください。
詳しくは受注センターまでお問い合わせください。
受注センター　TEL：0297-30-2711　（平日 9：00 ～ 18：00）　

流通センター別配送エリア地図

北海道
東北
関東
中部地方の一部

岩井流通センター配送エリア

名阪流通センター配送エリア

九州流通センター配送エリア

中部地方の一部
近畿
四国
中国（山口県を除く）

山口県
九州
沖縄地方

岩井流通センター

名阪流通センター九州流通センター

運賃
アドヴァングループ負担

運賃
お客様負担

岩井流通
センター

（茨城県坂東市）

名阪流通
センター

（三重県伊賀市）

ご希望
納品先

定期便サービスのご利用について

防滑性

印の付いた掲載商品は、対象流通センター
で常に在庫を保管しております。ご希望
商品の在庫がご希望納品先の担当流通
センターにある場合、短納期で運賃負担
も軽くお求め頂けます。

※尚、受注状況により、一時的に品切れが生じることが
　ございます。予め、在庫と納期を弊社にご確認ください。

3  MD-0463A （グリップ）  
設計価格 ￥9,700/m²

グレー

岩 名

岩 名
岩井流通センターと
名阪流通センターに
常に在庫があることを示します。
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の破損、瑕疵、品違いのご連絡については、対応できかねますので予め
ご了承願います。

お客様のご都合により国内または海外航空便を使用した場合、航空運賃
を別途実費請求させていただきます。

運送会社・海運会社の都合、天候不順、交通事情その他の事情により、
商品の到着、発送スケジュールは変更となる場合があります。
降雪、地震、暴風、戦争、火災、船会社の倒産等により商品の配送が
遅れたとしても免責とさせていただきます。ただし、免責事項にあたる
かについては、その該当事項の発生内容により判断されます。

商品の梱包材や段ボール・パレットなどの廃材はお客様の方での処分を
お願いいたします。パレットは、岩井物流センターへご持参いただいた
場合は、お引き取りいたします。

■施工・使用上のご注意
床材につきましては、仕上がりにご満足いただくために必ず仮並べを
してから施工してください。

各商品毎に記載の施工方法等の注意書きをよくお読みの上、事故の未然
防止のためにも正しい施工方法をお守りください。

弊社は、お客様又は第三者 ( 当社がお客様から施工を請負い、第三者へ
施工を再委託した場合を除く ) が行った施工により商品に暇疵が生じた
場合は、その責任を負いません。

弊社は、商品の施工方法 ( 以下「施工方法」) をウェブサイト・カタログ
等で公開し、又はお客様若しくは施工業者へ開示する場合がありますが、
これは施工方法に従えば商品の施工において何ら問題が生じないことを
保証するものではありません。

■返品
「届いた商品がイメージと違う」「注文する商品または数量を間違えた」
「使用する商品が変更になった」など、お客様都合での返品や交換および
返送はお受けいたしかねます。また、各商品特有の色幅や基準範囲内で
のサイズ寸法の誤差、ロット違いの色・サイズの差による返品・交換も
お受けいたしかねます。ご注文前にショールームまたはカットサンプル
での現物確認をお願いいたします。

お買い上げ頂いた商品に引渡しの時点で傷・破損・汚損・故障等の
不良（以下「不良」 ）がある場合を除き、弊社は返品・交換を受け付け
いたしません。

商品の不良を理由とする返品・交換をご希望のお客様は、予め弊社まで
ご連絡頂きますようお願いいたします。ご連絡のあった後、弊社は前項
及び次の条件を全て満たす場合に限り、返品・交換を承ります。

1. 商品の受取当日含め 3日以内に、お客様からの返品・交換のご連絡が
あったこと

2. 弊社が写真、現物確認等により商品の状況を確認可能なこと

3. 弊社が商品の状況を確認後、不良があると判断したこと

本カタログ掲載内容およびイラスト・写真等の無断掲載はかたくお断り
いたします。

お願いとご注意 カタログを正しくご利用いただくために
必ずご覧ください。

■価格について
 • 表示価格は設計価格になります。

 • 設計価格は2022年 6月1日現在のものです。

 • 設計価格には、施工費、加工費、取付費、搬入費および運賃は
含まれておりません。運賃は別途請求となります。

 • 設計価格には、消費税は含まれておりません。消費税は別途加算と
なります。

 • 商品により仕様や価格など予告なく変更する場合があります。そ
のため最新の情報は当社ウェブサイトでご確認いただくか、当社
営業所までお問い合わせください。

■商品ご選定の際は
カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色・柄が異なることが
ございます。
ご注文前に、カットサンプルをお取り寄せの上ご確認ください。または、
お近くのショールームにて実際の商品をご確認いただくことをお勧めい
たします。カットサンプルはホームページからご請求いただくか、弊社
担当者までお問い合わせください。（一部有償）

石材、フローリング、ウッドデッキ等の天然素材の商品は、ロットごと
に色調、模様などにばらつきがあり、カタログ掲載商品とは微妙に異
なります。弊社でご紹介する見本と納入する商品が全く同じであること
は保証しかねますので、予めご了承ください。

商品によって、その特長・機能は異なります。分かりやすいようマーク等
を表示しておりますので、商品選定の際にはご参考ください。安全にお使
いいただくために、商品説明をよく読み、用途にあった適切な商品をお選
びください。また、アドヴァングループは適材適所の商品をご提案したい
と考えております。ご不明点等がございましたら、何なりと営業担当者ま
でお問い合わせください。

ご注文は、できるだけ一括でお願いします。追加注文の場合、初回注文
とは色調ロット違いやサイズロット違いの製品が現場に納品されること
がございますのでご了承ください。

商品によっては、カタログ掲載以外の特注サイズ・加工もご注文いただ
けます。詳細は営業担当者にお問い合わせください。

受注生産品については納期・最少受注単位にご注意ください。

ご注文を受けてから海外から輸入する商品です。ご注文の際は納期、
数量などご確認ください。

カタログ掲載商品は一部を除き、常時在庫を原則としておりますが、大
量注文や諸事情により一時的に品切れを生じることがあります。ご検討
の際は、必ず弊社まで在庫と納期をご確認のうえ、早めのご注文をお願
いいたします。

各種事情により、予告なしにサイズなどの仕様変更および製造中止によ
る品切れ等がある場合もございますので、予め弊社営業担当者にご確認
ください。

建築基準法・消防法などの法令によって、使用方法ならびに使用場所に
制限があります。ご注文前に各法令法規をご確認ください。

■配送について
お届けは原則として車上渡しとなります。物件内への搬入は行いません
のでご了承ください。必ず荷受人様の手配をお願いいたします。

商品が施工・設置場所まで搬入できるか、ご注文前に搬入経路をご確認
ください。
商品到着時に、間違いがないか必ず商品のご確認をお願いします。万一破
損していた場合は商品受取当日中に配送係の者に申し出ていただくか、
商品受取当日含め3日以内に弊社へのご連絡をお願いいたします。瑕疵・
商品違いについては商品受取当日含め 3 日以内に弊社までご連絡くだ
さい。状況に応じて適切な対応をさせていただきます。上記期日以降
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品質保証について
 •  商品の保証期間は出荷後、1年間（水栓は2年）となります。万一、
不都合が発生した場合、当社へご連絡ください。

 • 保証期間内でも次の場合は、有料修理となりますのであらかじめ
ご了承ください。

1.  使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

2.  取付後の移設などに起因する故障及び損傷

3.  火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷

4.  砂、ごみ、髪などによる不具合及び施工不良による不具合

5.   消耗部品の消耗保証期間経過後の修理などについては、営業
担当者にお問い合わせください。

（社）日本水道協会認証品について
 • 「JWWA」の表記のあるものは認証品として出荷可能な商品です。

鉛浸出新基準対応について
当社の洗面所水栓、台所用水栓は鉛浸出の基準（0.007mg/ 以下）に
対応しております。

安全に関するご注意
 • 器具選定の際には、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。

 • 主要な商品には「施工説明書」を同梱しています。設置工事をされ
る場合は、よくお読みの上施工してください。

 • 取り扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。

同梱の工具について
 • 同梱の工具は必ず取り置きしてください。後日メンテナンスの際、
必要となります。

■ 商品の取り扱いについての注意とお願い
設計・施工にあたってのお願い
 •  寒冷地仕様品は用意しておりません。

 • 排水の接続は全てスリップイン方式です。また、排水用アダプター
はご用意しておりません。

 • 洗面器・手洗器の取付位置・給排水位置・サイズについては図面データ
を参照してください。

 • カウンター式洗面器の切込み寸法は型紙を用意しておりますので
ご請求ください。

 • ガラス製品・陶器製品などの壁への取付の際には補強した木下地上、
又はコンクリート下地への取付を行なってください。

水栓金具について
 • シングルレバー式湯水混合水栓は、レバーを持ち上げると吐水
します。左右に動かすことで温度を調整し、上下に動かすことで
吐水量を調整します。

 • 水栓をキャビネットに設置する場合は、水量調節及びメンテナンス
性の向上のためにキャビネット内に給湯・給水配管及び止水栓を
設置してください。流し台裏側に施工する場合などは配管接続部
が確認できる様に点検口を設けてください。

 • ハンドル部に湯（H）・水（C）の表示が無い商品があります。特に
パブリック現場でご採用いただく場合にはご留意してください。

 • ポップアップ操作棒部分に水がかかると操作棒を伝いカウンター
より下へ水滴が落ちる場合があります。ご使用の場合は操作棒
部分に水がかからないようにご注意ください。

 • 他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に
湯温が上昇または下降することがあります。

 • 温水混合水栓を単水専用としてご使用する際は、T型ジョイントを
併用ください。

水圧条件について
 • 海外製品は国内製品と比較して器具抵抗が大きくなっていますので、
以下の点にご注意ください。

 • 取扱いの水栓の推奨水圧は0.2Mpa ～ 0.3Mpa です。

※ 水圧は 0.5Mpa 以下でご使用ください。カートリッジの寿命が
短くなる恐れがあります。

洗面用・キッチン用水栓の場合
※ 十分な吐水量を得るために最低必要水圧 0.05Mpa 以上（流動
圧）、最高水圧0.75 Ｍ pa以下（静水圧）、（給水圧力≧給湯圧力）
を、給水・給湯ほぼ同圧で確保してください。

 • 0.1Mpa 以下に減圧されている電気温水器（標準圧力型）と
のセットでは十分な吐水量が得られないことがありますので
ご注意ください。

 • シャワー切り替え機能付きのキッチン用水栓は、製品により
必要動水圧が異なりますのでご注意ください。

シャワー・バス水栓の場合
※ 十分な吐水量を得るために 0.3Mpa 以上（動水圧）を、給水・
給湯ほぼ同圧で確保してください。

 •  0.3Mpa 以下に減圧されている高圧型電気温水器とのセットで
は、器具の性能を十分に発揮できませんのでご注意ください。

シャワーヘッド引出しタイプ水栓の取付けについて
 • キッチン用水栓・風呂用水栓はホースを伝わって水滴がキャビネット
内に落ちることがあります。その為、キャビネット内には水受トレイ
を設置してください。

 •  水栓に使用できる水質は上水及び飲用井戸水です。それ以外の水質
（温泉水や酸度の高い水など）には水栓の使用が向いていません。

 • 給湯温度は最高で70℃まででお使いください。

デッキタイプバス水栓の取付けについて
 •  デッキ下部からの吐水口・ハンドル部の締付け固定が必要です。施工・
将来のメンテナンスのために、必ずデッキ下部へ点検口を設けて、
作業可能なスペースを確保してください。

洗面ボウルについて
 • 陶器製洗面ボウルの置きタイプ、壁付けタイプの商品によっては、
背面には、釉薬がかかっていない商品もあります。

 •  小さなサイズ、浅めの洗面ボウルの場合、使用時に器の外に水はね
することがあります。

 •  陶器の色は写真のため、実物と多少異なる場合があります。あらか
じめご了承ください。

 •  冷えた陶器洗面ボウルに熱湯を注がないでください。ヒートショック
現象によるヒビや割れの原因となります。

カウンターへの穴あけの際の注意
 •  陶器製品は若干の寸法誤差がある場合があります。穴あけの際には
目安として図面集の切込み寸法をお使いいただき、詳細の取合いや
収まりについては現物での確認を行ってください。

洗面ボウルの排水金具について
1.  排水金具本体にゴムパッキンをつば下まで差し込み、洗面ボールに取
り付けてください。

2.  ナットの締付けは、洗面器の破損を防止するため、ゴムパッキンの
弾性を失わない程度に締付けます。

カタログをご利用の前に（アクア・水まわり） カタログを正しくご利用頂くために
必ずご覧ください。

固定排水栓 ポップアップ

GS-SET635XG

1/2インチ

1/2 インチ 1/2 インチ
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ポップ操作性について
 • 操作レバーとポップ
アップからの操作棒の
接点を10cm以上とり、
操作性が固くならない
ように調整しながら取り
付けてください。水栓の
操作レバーを少し折り曲
げて調整してください。

※ 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。

洗面用品の壁付けについて
 • コンクリート壁：同梱されているアンカーボルトを使用し、確実に
固定してください。

 • 木造壁：フレーム固定位置の壁裏には、木板等で十分な補強をして
ください。

 • ALC壁、ブロック壁には取付できませんのでご注意ください。

ガラス製品について
 • カタログ掲載商品の金属部分はクロームメッキ処理、または亜鉛
メッキ処理、耐酸性処理されています。

 • ガラス洗面シリーズのガラスは全て強化ガラスを使用しています
が、飛散防止処理はされておりませんので、お取り扱いにご注意
ください。

ガラス製品の取付について
 • ガラス洗面には必ず専用の排水栓をご使用ください。お使いになる
水栓に排水栓が付属している場合であっても、水漏れの原因になり
ますのでそれは使用しないでください。

 • 壁取付マークのついた商品の荷重は壁で支えております。
補強をするなど取付壁の強度には十分ご留意ください。 壁取付マーク

アクセサリーについて
 • アクセサリーは直接水のかかる浴室内、湿度の高い場所でのご使用
は避けてください。

 • 取付箇所が石こうボード等の場合は補強材をご用意ください。

 • ペーパーホルダーのフードはペーパーカット用ではありません。また、
品番によってペーパー支持棒が可動式な為、ペーパーが壁面に接触
する恐れがあります。

アクセサリーのお手入れについて
 • 普段のお手入れとして、乾いた柔らかい布でまめに拭くか、または
磨いてください。

 • 磨き粉などの粗い粒子が含まれた洗剤・酸性洗剤・塩素系漂白剤・
ナイロンたわし・シンナー及びベンジンなどは器具の表面を傷つ
けたり、侵したりするので使用しないでください。もし器具に
付着した場合はよく水洗いをして流してください。

 • 汚れがひどい場合には適度に薄めた食器用洗剤で拭いた後に水
洗いし、最後に乾拭きしてください。湿度の高い場所で使用される
場合は、換気を良くしたり、こまめに拭く・磨くなどのお手入れを
してください。

ニッケル仕上げの水栓について
 • ニッケル仕上げ部は空気と触れることにより黒く変色します。適度
に（週に一回程度）柔らかい布などを使用し、良く拭いてください。
ニッケルの風合いが持続します。

■ 図面、取扱説明書、施工説明書
上記3点は弊社ウェブサイトよりダウンロードして頂けます。

　図面データ ：ファイル形式
PDF、DWG、DXF

　取扱説明書及び施工説明書：ファイル形式
PDF

＊弊社は環境への配慮から紙の使用量削減に努めております。
　ご理解いただきますようお願い申し上げます。

Ⓐの位置が短いと固く、長いと軽くなります。

w w w . a d v a n . c o.jp
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Showroom Information

■東京ショールーム
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14

TEL 03(3475)0194   FAX 03(3475)0245

 営業時間 月－土
日・祝日

10：00～ 18：00
10：00～ 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

車高：1550㎜以内
全長：5050㎜以内
全幅：1850㎜以内
重量：1700㎏以下

■大阪ショールーム
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL 06(6245)0573   FAX 06(6245)0976

 営業時間 月－土
日・祝日

10：00～ 18：00
10：00～ 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

車高：1570㎜以内
全長：4900㎜以内
全幅：1950㎜以内
重量：1700㎏以下

■名古屋ショールーム
〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL 052(485)9200   FAX 052(485)9205

 営業時間 月－土 10：00～ 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有 車高：2000㎜以内
全幅：2050㎜以内

TOKYO

ショールーム案内
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Showroom Information

■東京ショールーム
〒 150-0001
東京都渋谷区神宮前 4-32-14

TEL 03(3475)0194   FAX 03(3475)0245

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 18：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

車高：1550㎜以内
全長：5050㎜以内
全幅：1850㎜以内
重量：1700㎏以下

■大阪ショールーム
〒 541-0053
大阪府大阪市中央区本町 3-3-12

TEL 06(6245)0573   FAX 06(6245)0976

 営業時間 月−土
日・祝日

10：00 〜 18：00
10：00 〜 18：00

 休 館 日  年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

車高：1570㎜以内
全長：4900㎜以内
全幅：1950㎜以内
重量：1700㎏以下

■名古屋ショールーム
〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 5-3-18

TEL 052(485)9200   FAX 052(485)9205

 営業時間 月−土 10：00 〜 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有 車高：2000㎜以内
全幅：2050㎜以内

■福岡ショールーム ■沖縄ショールーム ■その他営業所
〒 812-0025
福岡市博多区店屋町 6-18
ランダムスクウェア 1 階
TEL 092(291)1011　FAX 092(291)0240

 営業時間 月−土 10：00 〜 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 無 お近くのパーキングを
ご利用ください

〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-19-27
ミルコ那覇ビル 1 階

■札幌営業所
〒 060-0042　札幌市中央区大通西 10 丁目 4-133

南大通ビル新館 8 階
TEL：011(231)3281 ㈹　FAX：011(208)5561

■仙台営業所
〒 980-0822　仙台市青葉区立町 1-3

広瀬通東武ビル 3 階
TEL：022(211)5560 ㈹　FAX：022(211)5561

■広島営業所
〒 730-0037　広島市中区中町 7-41

広島三栄ビル 5 階
TEL：082(246)3344 ㈹　FAX：082(246)3417

TEL 098(866)1639　FAX 098(866)1728

 営業時間 月−土 10：00 〜 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

※ショールームの詳しい営業日は
　HP をご覧ください

OSAKATOKYO

NAGOYA FUKUOKA OKINAWA

ショールーム案内

インターネットで簡単に注文！ショールーム案内
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SHOWROOM

TOKYO ｜ OSAKA ｜ NAGOYA ｜ FUKUOKA ｜ OKINAWA

Other

SAPPORO ｜ SENDAI ｜ HIROSHIMA 

定価：本体 1,500 円 +税
当カタログは税別価格にて表記しております。
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ADVAN GROUP Co.,Ltd.
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前4-32-14

www.advan.co.jp

一部印刷は、ベジタブル
インキ使用でございません

2022 年 5月発行
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