
水廻りパック
マンションリフォーム

POINT

4

工事が終わってからも

万全のアフターサービ

スで安心！

専門スタッフによる無料

１年点検、アフターサー

ビス対応など、工事後も

末永いお付き合いをさせ

て頂きます。

明瞭なパック料金と

プラン内容だから、

安心・納得！

スミタスReホームのリ

フォームパックは表示価

格に含まれる工事内容や

商品内容も細かく記載。

納得の定価制で安心です。

POINT

1

工事スケジュールが

明確だから住みながら

の工事も不安ゼロ！

POINT

2

管理組合への工事申請、

ご近所への着工挨拶も

お任せください！

マンションのリフォーム

工事での管理組合への申

請手続きは、スミタスRe

ホームが責任を持って代

行。さらにご近所への着

工挨拶も当社スタッフが

丁寧に対応致します。

POINT

3

工事スケジュールは当社

スタッフが丁寧に説明致

します。ご入居しながら

の工事でもスケジュール

が事前に分かっているか

ら安心です。





洗面台

基本を押えた使い勝手にすぐれた洗面台

■排水の流れをスムーズにした
すべり台ボウル

■1.5倍の収納量を実現した
「奥ひろ収納 奥ひろし」

■開き扉、ホワイト

TOTO Vシリーズ

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

費用に含まれるもの

＋ ＋本体 標準
施工費

取外し
処分費

＋ ＋＋

浴室

本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費

費用に含まれるもの

■便器全面のフチをなくした「フロントスリム」
でフチ上の垂れ汚れも拭き取り簡単

■大きなボタンで見やすいリモコン

■温水洗浄便座はオート脱臭機能付き

■幾重にも重ねたコーティング「Ｇコート」
で便器の汚れを防ぐ

トイレ
いつもキレイが気持ちいい

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

費用に含まれるもの

＋ ＋＋本体 標準
施工費

トイレ
内装

取外し
処分費

タカラスタンダード ティモニ Ｓシリーズキッチン

キッチンもインテリアという発想

費用に含まれるもの

クリナップ ＫＴ

■緩やかなデザインのシャワーホース水栓

■ステンレスカウンター＆シンクは
傷や汚れが目立ちにくいコイニング加工

■やさしく静かにしまる
プルモーションレール

■レンジフードの前幕板も扉面材仕上で、
よりインテリアに馴染むキッチンに

※ 必ず現地調査をさせていただきます。調査の結果、設置できない場合や工期も長めにいただく場合がございます。
※実際の工事工程は、ご契約時にお渡しする工程表でご確認ください。

※ 掲載写真はオプションを含む場合がございます。現場状況により価格変動が有る場合がございます。

スーパーバリュー
水廻りパック 水廻りすべてをお得にリフォーム

1,390,000円（税込）

とにかく価格にこだわったスミタスReホームだけの特別なプラン

「きれい」がいつでも、いつまでも

■さっと水が引いて翌朝には「カラリ床」

■浴び心地で“ほっ” 量感たっぷりの秘密、
エアインシャワーで大幅節水

■4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑える
「魔法びん浴槽」

TOTO WTシリーズ Nタイプ

1

＋ ＋＋本体 標準
施工費

キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ ＋ 取外し

処分費



バリュー
水廻りパック４

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目

養生作業
浴室解体
キッチン解体
トイレ取外し
洗面台解体

ユニットバス組立
設備工事

大工工事
水廻り内装工事

・クロス
・CF

キッチン組立
洗面台取付
トイレ取付
設備工事

雑工事
養生剥がし
清掃
水廻コーキング
完了検査

お引渡し

工 事 工 程（例）

TOTO selection

＋ ＋＋

費用に含まれるもの

「きれい」がいつでも、いつまでも

■さっと水が引いて翌朝には「カラリ床」

■浴び心地で“ほっ” 量感たっぷりの秘密、
エアインシャワーで大幅節水

■4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑える
「魔法びん浴槽」

お掃除楽々、ウォシュレット一体型トイレ

■深くて広い手洗いボウルは
大人も子供も使いやすい高さ80㎝

■陶器への「セフィオンテクト加工」で、
汚れが付きにくく、落ちやすい

■さらに汚れを付きにくくするプレミスト機能

■ぐるっと「フチなし便座」でお掃除楽々

■「トルネード洗浄」で少水量でも
しっかりきれい

TOTO GG1-800

洗面台
清掃性と収納力でくらしにゆとりを

■排水の流れをスムーズにした
すべり台ボウル

■1.5倍の収納量を実現した
「奥ひろ収納 奥ひろし」

■便利なスライドラック付き

■お湯と水をきっちり分けられる
エコシングルシャワー水栓で省エネ

TOTO オクターブ

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

トイレ

費用に含まれるもの

費用に含まれるもの

浴室 TOTO WTシリーズ Nタイプ

本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費＋ ＋

＋ ＋＋本体 標準
施工費

トイレ
内装

取外し
処分費

本体 標準
施工費

取外し
処分費

費用に含まれるもの

キッチン TOTO ミッテ

■お湯のムダを抑える
ミクロソフトシャワー水栓

■銀河エンボス加工のステンレスカウンター

■お掃除しやすい ホーロートップガスコンロ

■広々シンクはサイレント仕様でさらに快適

■センターラインキャビネット収納で、
使い勝手良く。

2

家族と暮らしの真ん中に

＋ ＋＋本体 標準
施工費

キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ ＋ 取外し

処分費



※ 必ず現地調査をさせていただきます。調査の結果、設置できない場合や工期も長めにいただく場合がございます。
※ 実際の工事工程は、ご契約時にお渡しする工程表でご確認ください。
※ 掲載写真はオプションを含む場合がございます。現場状況により価格変動が有る場合がございます。

LIXIL selection

＋ ＋＋

キッチン
使いやすく、洗練された上質なキッチン

費用に含まれるもの

LIXIL  シエラ

住まいへの思いを優しくつつむ

使い心地ゆったりの大型便器

LIXIL アメージュ

洗面台
きれいと使いやすさを家族みんなに

LIXIL  ピアラ

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

トイレ

費用に含まれるもの

費用に含まれるもの

浴室 LIXIL リノビオ

本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費＋ ＋

＋ ＋＋本体 標準
施工費

キッチン
パネル

取外し
処分費 本体 標準

施工費
トイレ

内装
取外し
処分費

本体 標準
施工費

取外し
処分費

費用に含まれるもの

■大きな鍋も洗いやすい
センターポケットシンク

■ホーロートップガスコンロ
（無水片面焼きグリル）

■スライドストッカーで蹴込みまで
たっぷり収納

■スリムなレンジフードは
キッチン面材と同色の幕板で見た目すっきり

■うずの力でゴミをまとめて
お掃除ラクラク「くるりんポイ排水口」

■浴槽保温材と保温組フタで温さが長持ち

■カビの気になる浴室ドアの
パッキンをなくしたキレイドア

■タンク部がリフトアップするから、
隙間の汚れも楽々お掃除

■勢いの良い水流で、便器の中をまる洗い

■便座から立ち上がると自動で水が流れる
「フルオート便器洗浄」。

■女性にやさしいビデ専用ノズル付き

■継ぎ目レスの便座で汚れがたまりにくい

■広々洗面器は一時起きスペース付で便利

■排水口の凹凸がなく、スポンジで
さっとお掃除「ソコまでてまなし排水口」

■壁付水栓で水栓回りに水がたまらず快適

■よく使う正面のハンドル位置で“水”をだす
省エネ設計「エコハンドル」

水廻りすべてをお得にリフォーム

1,520,000円（税込）

3

＋ ＋＋本体 標準
施工費

キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ ＋ 取外し

処分費



水廻りすべてをお得にリフォーム

1,520,000円（税込）

タカラスタンダード selection

＋ ＋＋

キッチン
ホーロークリーンキッチンパネル装備

費用に含まれるもの

タカラスタンダード グレーシア

耐久性自慢のシステムバス

いつもキレイが気持ちいい

タカラスタンダード ティモニ Ｓシリーズ

洗面台
お手入れ簡単、ずっと清潔

タカラスタンダード エリシオ

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

トイレ

費用に含まれるもの

費用に含まれるもの

浴室 タカラスタンダード リラクシア

本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費＋ ＋

＋ ＋＋本体 標準
施工費

トイレ
内装

取外し
処分費

本体 標準
施工費

取外し
処分費

費用に含まれるもの

■磁石がくっつくタカラスタンダードだけの
高品位ホーロー製キッチンパネルを装備

■緩やかなデザインのハンドシャワー水栓

■ステンレスカウンター＆シンクは
エンボス加工で傷や汚れが目たちにくく

■レンジフードの整流板まで
高品位ホーローだから汚れもさっと一拭き

■カビや湿気が染み付かない
高品位ホーローパネルでキレイが長持ち

■排水溝のヘアキャッチャーでゴミ捨て簡単

■浴槽裏はもちろん壁や天井まで保温材で
包み込むから冬場の入浴も快適

■マグネット小物は取付位置が自由自在

■便器全面のフチをなくした「フロントスリム」
でフチ上の垂れ汚れも拭き取り簡単

■大きなボタンで見やすいリモコン

■温水洗浄便座はオート脱臭機能付き

■幾重にも重ねたコーティング「Ｇコート」
で便器の汚れを防ぐ

■水栓上までつなぎ目レスの「ハイバック
カウンタ－」で水の飛び散りが気にならない

■ＬＥＤ照明で明るく、節電

■小物の収納に便利な２段引出付き

■豊富なカラーバリエーションは全37色

4

※ 必ず現地調査をさせていただきます。調査の結果、設置できない場合や工期も長めにいただく場合がございます。
※実際の工事工程は、ご契約時にお渡しする工程表でご確認ください。
※ 掲載写真はオプションを含む場合がございます。現場状況により価格変動が有る場合がございます。

＋ ＋＋本体 標準
施工費

キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ ＋ 取外し

処分費

水廻りパック

バリュー４



＋ ＋＋

※ 必ず現地調査をさせていただきます。調査の結果、設置できない場合や工期も長めにいただく場合がございます。
※実際の工事工程は、ご契約時にお渡しする工程表でご確認ください。

※ 掲載写真はオプションを含む場合がございます。現場状況により価格変動が有る場合がございます。

■お湯のムダを抑える
ミクロソフトシャワー水栓

■銀河エンボス加工のステンレスカウンター

■お掃除しやすい ホーロートップガスコンロ

■広々シンクはサイレント仕様でさらに快適

■センターラインキャビネット収納で、
使い勝手良く。

家族と暮らしの真ん中に
キッチン

費用に含まれるもの

本体 標準
施工費

キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ

キッチン
ホーロークリーンキッチンパネル装備

費用に含まれるもの

タカラスタンダード グレーシア

■磁石がくっつくタカラスタンダードだけの
高品位ホーロー製キッチンパネルを装備

■緩やかなデザインのハンドシャワー水栓

■ステンレスカウンター＆シンクは
エンボス加工で傷や汚れが目たちにくく

■レンジフードの整流板まで
高品位ホーローだから汚れもさっと一拭き

■便器全面のフチをなくした「フロントスリム」
でフチ上の垂れ汚れも拭き取り簡単

■大きなボタンで見やすいリモコン

■温水洗浄便座はオート脱臭機能付き

■幾重にも重ねたコーティング「Ｇコート」で
便器の汚れを防ぐ

バリュー
水廻りパック２Ａ
タカラスタンダード plan

お掃除楽々、ウォシュレット一体型トイレ
トイレ

いつもキレイが気持ちいい

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

費用に含まれるもの

トイレ TOTO GG1-800

費用に含まれるもの

TOTO plan

■深くて広い手洗いボウルは
大人も子供も使いやすい高さ80㎝

■陶器への「セフィオンテクト加工」で、
汚れが付きにくく、落ちやすい

■さらに汚れを付きにくくするプレミスト機能

■ぐるっと「フチなし便座」でお掃除楽々

■「トルネード洗浄」で少水量でも
しっかりきれい

＋ ＋＋本体 標準
施工費

トイレ
内装

取外し
処分費

本体 標準
施工費

取り外し
処分費＋ ＋＋本体 標準

施工費
トイレ

内装
取外し
処分費

タカラスタンダード ティモニ Ｓシリーズ

760,000円（税込） 760,000円（税込）

5

TOTO ミッテ

＋ 取外し
処分費＋ ＋＋本体 標準

施工費
キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ ＋ 取外し

処分費



※ 必ず現地調査をさせていただきます。調査の結果、設置できない場合や工期も長めにいただく場合がございます。
※実際の工事工程は、ご契約時にお渡しする工程表でご確認ください。
※ 掲載写真はオプションを含む場合がございます。現場状況により価格変動が有る場合がございます。

■広々洗面器は一時起きスペース付で便利

■排水口の凹凸がなく、スポンジで
さっとお掃除「ソコまでてまなし排水口」

■壁付水栓で水栓回りに水がたまらず快適

■よく使う正面のハンドル位置で“水”をだす
省エネ設計「エコハンドル」

きれいと使いやすさを家族みんなに
洗面台

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

費用に含まれるもの

洗面台 LIXIL  ピアラ

＋ ＋本体 標準
施工費

取外し
処分費

費用に含まれるもの
本体 標準

施工費
取り外し
処分費＋ ＋本体 標準

施工費
取外し
処分費

基本を押えた使い勝手にすぐれた洗面台

TOTO Vシリーズ

■排水の流れをスムーズにしたすべり台ボウル

■1.5倍の収納量を実現した
「奥ひろ収納 奥ひろし」

■開き扉、ホワイト

※バリュー４の商品とは異なります

■うずの力でゴミをまとめて
お掃除ラクラク「くるりんポイ排水口」

■浴槽保温材と保温組フタで温さが長持ち

■カビの気になる浴室ドアの
パッキンをなくしたキレイドア

■さっと水が引いて翌朝には「カラリ床」

■浴び心地で“ほっ” 量感たっぷりの秘密、
エアインシャワーで大幅節水

■4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑える
「魔法びん浴槽」

浴室
「きれい」がいつでも、いつまでも

費用に含まれるもの

TOTO WTシリーズ Nタイプ

住まいへの思いを優しくつつむ

LIXIL リノビオ浴室

費用に含まれるもの

＋ ＋＋本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費 ＋ ＋＋本体 洗面室

内装
取外し
処分費

標準
施工費

バリュー
水廻りパック２Ｂ

TOTO plan LIXIL plan

650,000円（税込） 760,000円（税込）

6



※ 必ず現地調査をさせていただきます。調査の結果、設置できない場合や工期も長めにいただく場合がございます。
※実際の工事工程は、ご契約時にお渡しする工程表でご確認ください。

※ 掲載写真はオプションを含む場合がございます。現場状況により価格変動が有る場合がございます。

キッチン
家族と暮らしの真ん中に

費用に含まれるもの

TOTO ミッテ

■お湯のムダを抑える
ミクロソフトシャワー水栓

■銀河エンボス加工のステンレスカウンター

■お掃除しやすい ホーロートップガスコンロ

■広々シンクはサイレント仕様でさらに快適

■センターラインキャビネット収納で、
使い勝手良く。

610,000円（税込）

610,000円（税込）

キッチン
ホーロークリーンキッチンパネル装備

費用に含まれるもの

タカラスタンダード グレーシア

■磁石がくっつくタカラスタンダードだけの
高品位ホーロー製キッチンパネルを装備

■緩やかなデザインのハンドシャワー水栓

■ステンレスカウンター＆シンクは
エンボス加工で傷や汚れが目たちにくく

■レンジフードの整流板まで
高品位ホーローだから汚れもさっと一拭き

バリュー
水廻りパック１

0,205,000円（税込）

0,205,000円（税込）

使い心地ゆったりの大型便器
トイレ

費用に含まれるもの

＋ ＋＋本体 標準
施工費

トイレ
内装

取外し
処分費

LIXIL アメージュ

お掃除楽々、ウォシュレット一体型トイレ

■深くて広い手洗いボウルは
大人も子供も使いやすい高さ80㎝

■陶器への「セフィオンテクト加工」で、
汚れが付きにくく、落ちやすい

■さらに汚れを付きにくくするプレミスト機能

■ぐるっと「フチなし便座」でお掃除楽々

■「トルネード洗浄」で少水量でも
しっかりきれい

TOTO GG1-800トイレ

費用に含まれるもの

＋ ＋＋本体 標準
施工費

トイレ
内装

取外し
処分費

もっと気軽に。気になる所だけのリフォームプラン。
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■タンク部がリフトアップするから、
隙間の汚れも楽々お掃除

■勢いの良い水流で、便器の中をまる洗い

■便座から立ち上がると自動で水が流れる
「フルオート便器洗浄」。

■女性にやさしいビデ専用ノズル付き

■継ぎ目レスの便座で汚れがたまりにくい

＋ ＋＋本体 標準
施工費

キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ ＋ 取外し

処分費

＋ ＋＋本体 標準
施工費

キッチン
パネル

キッチン
ＣＦ ＋ 取外し

処分費



※ 必ず現地調査をさせていただきます。調査の結果、設置できない場合や工期も長めにいただく場合がございます。
※実際の工事工程は、ご契約時にお渡しする工程表でご確認ください。

※ 掲載写真はオプションを含む場合がございます。現場状況により価格変動が有る場合がございます。

0,185,000円（税込） 590,000円（税込）

費用に含まれるもの

＋ ＋＋本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費

0,185,000円（税込） 0,590,000円（税込）

費用に含まれるもの

＋ ＋＋本体 標準
施工費

洗面室
内装

取外し
処分費

洗面台
空間にも暮らしにもジャストフィット

Panasonic NEWCLine

＋ ＋＋

「きれい」がいつでも、いつまでも

■さっと水が引いて翌朝には「カラリ床」

■浴び心地で“ほっ” 量感たっぷりの秘密、
エアインシャワーで大幅節水

■4時間後の温度低下を2.5℃以内に抑える
「魔法びん浴槽」

浴室 TOTO WTシリーズ Nタイプ

本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費

費用に含まれるもの

＋ ＋＋

浴室

本体 洗面室
内装

取外し
処分費

標準
施工費

費用に含まれるもの

Panasonic AWバス UWシリーズ

細部の仕上がりにこだわったバスルーム

■ムダをそぎ落としたスタイリッシュな
デザイン

■お掃除簡単「さっと排水目皿」で
たまったゴミはポンと捨てるだけ

■シンプルな床のパターンと水の表面張力を
壊す特殊加工でスムーズな排水を実現

■浴槽内の角をなくし、より身体になじむ
「なごみライン浴槽」

洗面台
清掃性と収納力でくらしにゆとりを

■排水の流れをスムーズにした
すべり台ボウル

■1.5倍の収納量を実現した
「奥ひろ収納 奥ひろし」

■便利なスライドラック付き

■お湯と水をきっちり分けられる
エコシングルシャワー水栓で省エネ

TOTO オクターブ
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■鏡裏の収納内コンセントで、
小物家電が充電しながら収納可能

■濡れたものを置くのに便利な
仮置きスペース

■ヒーターレスでもくもりにくい
「くもりシャット！」ミラー(※センターミラーのみ)

■吐水部分が引き出せる
マルチシングルレバーシャワー

水廻りパック

バリュー１



設備の仕様比較表

クリナップ ＫＴ TOTO ミッテ LIXIL  シエラ タカラスタンダード
グレーシア

対応幅(W) 2100/2250/2400
2550/2700

1800/1950/2100
2250/2400/2550

1950/2100/2250
2400/2550

2100/2250
2400/2550

対応奥行(D) 650 650 650 650

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ高さ(H) 850 800/850/900 800/850/900 850

吊戸高さ(H) 500/700 540/400 500 400/500/600/700

吊戸耐震ロック あり あり あり あり

シンク素材 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

シンクの静音設計 あり あり あり なし

シンクの特殊加工 なし なし なし エンボス加工あり

ﾜｰｸﾄｯﾌﾟの素材 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

ﾜｰｸﾄｯﾌﾟの加工 エンボス加工あり エンボス加工あり エンボス加工あり エンボス加工あり

水栓色 メタルシルバー メタルシルバー メタルシルバー メタルシルバー

水栓 吐水切替 吐水・シャワー切替可 吐水・シャワー切替可 吐水・シャワー切替可 吐水・シャワー切替可

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの段数 調理台：上下2段
調理台のみ上段内部に内引出付

調理台：上下2段
調理台のみ上段内部に内引出付

調理台：3段
シンク・コンロ下：2段

調理台：3段
シンク・コンロ下：2段

ｿﾌﾄｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ あり あり なし あり

包丁差し あり（4本収納可能） あり（4本収納可能） あり（4本収納可能） あり(6本収納可能）

引出しトレー 1台付き なし なし １台付き

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ梁欠対応 対応可
前幕板キッチン同色

対応可
前幕板シルバー色

対応可
前幕板キッチン同色

対応可
前幕板シルバー

フィルター 1枚（撥油加工あり） 2枚 1枚（撥油加工あり） フィルター２枚

調理機器タイプ ガスコンロ ガスコンロ ガスコンロ ガスコンロ

コンロ素材 ホーロー ホーロー ホーロー ホーロー

コンロ機能 Siセンサー
焦げ付き消火機能 ＳＩセンサー Siセンサー

焦げ付き消火機能
Siセンサー

直火焼き遠赤外線ｸﾞﾘﾙ

扉カラー ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 3色 ﾌﾟﾗｲｽｸﾞﾙｰﾌﾟ1 全9色 ｸﾞﾙｰﾌﾟ1～3対応 23色 全20色

取手タイプ バー取手 ライン取手・ハンドル ライン取手・ハンドル 扉タイプによる

キッチンパネル ﾒﾗﾐﾝ 石目柄 ﾎﾜｲﾄ ﾒﾗﾐﾝ 石目柄 ﾎﾜｲﾄ ﾒﾗﾐﾝ 石目柄 ﾎﾜｲﾄ 高品位ﾎｰﾛｰﾊﾟﾈﾙ ４色

備考 排水管の形によっては引出収納が設置できないことがございます。
その場合は、シンク下の収納部のみ開き扉へ変更させていただきます。

細かい違いの疑問を解消♪

キッチン
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TOTO GG1-800 LIXIL アメージュ タカラスタンダード ティモニＳ

排水 壁排水
※床排水はオプション対応

壁排水のみ対応
（排水芯155のみ）

壁排水
※床排水はオプション対応

手洗い あり あり（なしも選択可能） あり（なしも選択可能）

便器素材 陶器 陶器 陶器 フロントスリム形状

便座素材 樹脂 樹脂 樹脂

タンク素材 樹脂 樹脂 樹脂

カラー ホワイト、アイボリー
※ピンク、グレーは受注生産

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ､ｵﾌﾎﾜｲﾄ､ﾋﾟﾝｸ
※ブルーグレーのみ受注生産

ﾎﾜｲﾄ､ｱｲﾎﾞﾘｰ､ﾋﾟﾝｸ

便器の防汚加工 セフィオンテクト ハイパーキラミック Gコート

自動開閉 なし なし なし

自動洗浄 あり あり なし

自動脱臭 あり あり あり

暖房便座 あり あり あり

節電設定 あり あり あり

洗浄便座 おしり、やわらか、ビデ おしり（ﾜｲﾄﾞ･ﾏｯｻｰｼﾞ）
ビデ（ﾜｲﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ） おしり、ビデ

ノズル洗浄 自動 自動 自動

便座の脱着 リフトアップ(手動)のみ リフトアップ(手動)のみ ワンタッチスライド脱着

水量 大4.8ℓ、小3.8ℓ
エコ小3.4ℓ 大6ℓ、小5ℓ 6ℓ

リモコン 壁付リモコン 壁付リモコン 壁付リモコン

タオルかけ あり あり あり

紙巻器 あり あり あり

トイレ

10



TOTO Vシリーズ TOTO オクターブ LIXIL  ピアラ Panasonic NEWCLine タカラスタンダード エリシオ

対応W Ｗ750 Ｗ750 W750(W600対応可) Ｗ750 W750

対応D Ｄ520 Ｄ550 D540 Ｄ550 D600

対応H Ｈ1800 Ｈ1800 H1900
H1850対応可 Ｈ1900 H1900

手洗いH H850 H800 H800(H750対応可) Ｈ800 H750/H800

収納形状 開き扉 片開き+スライドラック 片開き+2段引出し 片開き+2段引出し 片開き+2段引出し

鏡 三面鏡 鏡裏収納有 三面鏡 鏡裏収納有 三面鏡 鏡裏収納有 三面鏡 鏡裏収納有 三面鏡 鏡裏収納有

くもり止め なし なし なし くもりシャット！ あり

手洗いボウル素材 人工大理石 人工大理石 人工大理石 人工大理石 人造大理石

仮置きスペース 水栓横のみ ボウル両脇にスペース
あり

ウエットパレット(網棚)
ドライパレット(カウンター)

ボール横仮置スペース
あり

ボウル両脇にスペース
あり

水栓 シングルレバー
シャンプー水栓(ホワイト)

シングルシャワー水栓
シルバー

シングルレバーシャワー
シルバー

シングルレバーシャワー
シルバー

シングルレバーシャワー
クロムメッキ

吐水位置 カウンター部 壁付き 壁付き カウンター部 壁付き

吐水切り替え シャワー、ソフト吐水 シャワー､整流吐水 微細シャワー､整流吐水 シャワー､泡沫整水 シャワー､整流吐水

水栓エコ機能 なし エコシングル エコハンドル なし なし

照明 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 LED照明

歯ブラシ立て なし なし あり なし なし

コンセント数 鏡下に1口 鏡下に1口
三面鏡収納内に1口

鏡下に1口
三面鏡収納内に1口

鏡下に1口
三面鏡収納内に2口

鏡下に2口
三面鏡収納内に1口

扉カラー ホワイトのみ ホワイトのみ スタンダード 2色 ホワイトのみ 全 45色

洗面台

設備の仕様比較表
細かい違いの疑問を解消♪
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TOTO WTシリーズ Nタイプ LIXIL リノビオ Pシリーズ Panasonic AWバス UW タカラスタンダード リラクシア

対応サイズ 1116/1216/12165 1216のみ 1116/1216のみ 1116/1216 

他のサイズ 1218/1317/1418 他全9サイズ
※オプション対応となります

1116/1317/1418 他全10サイズ
※オプション対応となります なし 1616

※オプション対応となります

浴槽の形状 ラウンド浴槽 アーチライン浴槽 なごみライン スクエア形状

断熱 魔法びん浴槽+断熱ふろフタ 浴槽保温+保温組フタ 保温浴槽 天井･壁断熱+保温浴槽

浴槽のまたぎ高さ H427 H443 Ｈ460 H470

浴槽カラー 4色 4色 1色 4色
※1116はホワイトのみ

パネルデザイン アクセントパネル 4色
ベースパネル 1色

アクセントパネル 3色
ベースパネル 1色

アクセントパネル 4色
ベースパネル 1色

アクセントパネル 28色
ベースパネル 1色

床機能 カラリ床 モザイクパターン
（短時間乾燥）

フラックストーンフロア
水はけのよい乾きやすい床 FRP

床カラー 4色 3色 シャルトグレー 2色

水栓 サーモ式シャワー水栓
(浴槽兼用)

サーモ式シャワー水栓
(浴槽兼用)

サーモ式シャワー水栓
(浴槽兼用)

サーモ式シャワー水栓
(浴槽兼用)

エコ機能 エアインシャワー エコフルシャワー なし なし

シャワーカラー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

シャワーフック フック２ヵ所 フック２ヵ所 フック２ヵ所 フック２ヵ所

照明 蛍光灯
電球色/昼白色

蛍光灯
電球色

蛍光灯
昼白色

蛍光灯
昼白色

ドア形状 折戸 折戸 折戸 折戸

ドアのパッキン スッキリ折戸 浴室側パッキンレス
タテ枠埋込ガラリ - 浴室側パッキンレス

※1116は通常の折戸になります

ミラーサイズ 縦長ミラー
W298*H1050

縦長ミラー
W300*H800

角型ミラー
W250*H905

スリムミラー
W304*H642

収納棚 収納棚3段 収納棚3段
（ホワイトorブラック）

収納棚2段（クリア）
センターラック1段(クリア)

3段（ホワイト）
1216はカウンター付

手すり I型L600 2本
ホワイト

I型L600 2本
ホワイト

I型L600 2本
ホワイト

I型L600 2本
シルバー

タオルかけ あり あり あり あり(マグネット式)

風呂フタフック 3点止め 1点止め 巻きフタのためフックなし 1点止め
マグネット式

排水栓 ワンプッシュ排水栓 ワンプッシュ排水栓 ゴム栓 ワンプッシュ排水栓

浴室
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オプション商品＆工事
すこしグレードアップしたい！

キッチン空間を明るく
人大カウンターへ

シンクもおそろい
人大カウンター&人大シンクへ

お掃除楽々ガラストップ
両面焼きコンロへ

既存キッチンが
食器洗乾燥機付きなら

毎日きれいなお水
浄水機能付水栓へ

既存のキッチンがＩＨなら
※既存キッチンがガスコンロの場合は対象外で
す

使い方も自分流に
キッチン小物 “水切りカゴ”

側面の仕上がりも美しく
エンドパネル

＋ 38,000円 ＋ 86,000円 ＋ 31,000円

＋ 105,000円

＋ 7,000円

＋ 93,000円 ＋ 140,000円

＋ 4,200円 ＋ 1,300円

※写真はイメージです。お選びいただいたメーカーによって商品は変わります。表示価格は材工共、諸経費、消費税込みの価格です。

＋ 26,000円

使い方も自分流に
キッチン小物 “水切りプレー
ト”

使い方も自分流に
キッチン小物 “止水ふた”

キッチン
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既存に合わせてサイズ変更
※その他のサイズはお問い合わせください
※サイズ対応のない商品もございます

梁のあるお風呂なら

浴室の照明もLEDで省エネ

冬も暖か、洗濯物もすぐ乾く
換気乾燥暖房機

ボイラーが追炊き機能つきなら

窓のあるお風呂なら スペースを有効に
物干しパイプを追加

＋ 15,000円

＋ 28,000円 ＋ 3,000円 ＋ 18,000円

＋ 140,000円

＋ 35,000円

浴室

1317 +90,000円

1418    +135,000円

14

※写真はイメージです。お選びいただいたメーカーによって商品は変わります。表示価格は材工共、諸経費、消費税込みの価格です。

http://www.toto.co.jp/products/bath/mansion.htm


換気扇は、網を外して中の羽も外して洗浄します。
システムキッチンのコンロ、食器洗浄器も洗浄します。
台所収納庫の中、扉の洗浄、シンク内の水垢取りをします。

浴槽、壁、床の洗浄をします。
換気扇のフィルター又は、羽根の清掃をします。
浴槽のふたが外せる場合、中も洗浄します。
カビ取りをします。

便器、タンクの洗浄をします（頑固な尿石も取ります）
換気扇のおカバー、中の羽根の清掃もします。

洗面台の水垢取り、収納庫内、扉の洗浄をします。

網戸の洗浄、窓ガラスの洗浄をします。
窓枠、カーテンレールの洗浄をします。

照明器具のカバーは、外して拭き掃除をします。
コンセント、スイッチの表面拭きをします
通気口、ガラリは外して洗浄します
熱交換換気扇、エアコンはカバー、フィルターの洗浄をします。

バルコニーがある場合、床の拭き掃除を行います。（冬季間除く）

天井、壁のクロス清掃、物置、ブラインド（カーテン）、残置物などの清掃
床ワックスの剥離、絨毯クリーニング、浴室鏡の輪状痕取り（別途料金）

キッチン

浴室

トイレ

洗面室

窓まわり

設備

その他

オプション

ハウスクリーニング 標準清掃内容
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よくあるご質問にお答えします。

リフォーム ＆

工事は何時から何時まで？ 基本として、9：00～17：00の間で
工事を行います。

工事中に気になることが・・・
誰に言えばいいの？

お客様を担当する工事担当または、
営業担当にお気軽にご連絡ください。

職人さんたちのトイレは
どうしているの？

休憩で現場を離れる際に済ませますので、
お客様宅のトイレをお借りすることは
ありません。

工事中はずっと水が使えないの？
水廻り設備の取外し・取付けの際には、
一時的に使用できない場合がございますが、
一日中使用できないことはありません。

騒音ってどの程度でるの？ 解体や大工工事中などに
騒音が出てしまう場合がございます。

工事期間中に外出しても大丈夫？

可能です。
その際でも朝夕は立会いをお願いして
おります。
※鍵をお預かりする場合もございます。

女性の担当者にお願いしたい。
弊社では、女性スタッフも在籍して
おります。
ご要望の際はお気軽にご相談ください。
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中央支店〒064-0953 札幌市中央区宮の森3条1丁目4-1 TEL 011-622-3750
東支店 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東1丁目3-23 TEL 011-895-5900
西支店 〒006-0805 札幌市手稲区新発寒5条4丁目1-1 TEL 011-688-5719
www.sumitas-re.jp
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