SHOWER & POWDER Ⅱ

プランニングメリット

近年のライフスタイルではシャワー浴が増えています

限られた広さのホテルやマンションのプランニングでは、水まわりの大きさが他のスペースに影響を与えます。

シャワー＆パウダーシリーズは、最小のスペースで

居室空間にゆとりが生まれ、ソファやテーブルを置いて寛ぐスペースを確保出来たり、

トイレ（または洗面）の独立が可能な水廻りユニットです

1216・1116・1014のスペースに納まる、
「シャワーとトイレ」や「シャワーと洗面」のユニットで、
リモートワーク用のデスクを置くことが可能になります。
壁造作などで生じるデッドスペースも省けて、様々なプランの可能性がひろがります。
アクセント壁で居室内とのインテリアの調和を図れば、空間のトータルコーディネートも可能です。

リフォームPLAN

バリエーション

既築物件の3点ユニットからのリフォームの場合も
SHOWER & POWDER Ⅱでバリエーション豊富にご提案可能です。

AFTER

BEFORE

Ttype シャワー&トイレ
（手洗い器選択仕様）

3点ユニット

Ttype シャワー&トイレ

Ltype シャワー&洗面

経営メリット
BEFORE

AFTER

省スペースでも、入居者に人気の「バス（シャワー）
・トイレ別」が実現できます。
ユニット施工による工数削減で、大工工事手配の手間やコストを抑えるメリットにも繋がります。
シャワールームは清掃範囲も少なく、浴槽に湯をためないので湯水の使用量が最小限、光熱費削減も期待できます。
賃貸住宅だけではなく、ビジネスホテルや民泊施設、寮などにも効果的です。

ユニット施工による
工数削減
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清掃性UP

浴槽が無く
水道光熱費削減

1

POINT

2021 年、シャワー＆パウダーⅡは、新しいステージへ。

節水型
タンクレス

パナソニック AW エンジニアリング株式会社は、より上質な暮らしや、 新たな価値の創出を追求。
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多様化する業界のニーズの『その先の未来』を見極め、他にはない商品

統一感あるアクセント壁

選択アイテム

２部 屋のアクセントパネルを共 通にでき、
統一感のあるスタリッシュな空間となります。
NEW

2

3

POINT

やソリューションをご提供致します。

POINT

セパレート
1216サイズ

梁欠
全高カット

新登場

タオル棚、タオル掛け標準設定

通常納期化

予備のタオルや着替えを仮置きできるタオル棚。
選択アイテムでメタル仕様に変更可能です。

NEW

シャワー側：フラッグストーンフロア

手洗い付
手洗い無

トイレ強化

節水型・タンクレス化
スゴピカ素 材で、汚れが 付きにくい
人 気のタンクレストイレ『 節 水キレイ
トイレＭＸ』
を標準設定に。節水型でお
掃除しやすいタンク付トイレもご用意。

※1116・1014の場合

標準仕様

節水キレイトイレMX

同一方向のシンプルなグリッドパターン
でお掃除簡単。床表面の微細な凹凸で
乾きやすく、滑りにくい。

セパレート１２１６Lタイプ
洗面化粧台仕様
セパレート1216Lタイプなら、収納たっぷり
の二面鏡洗面化粧台も選定可能。

NEW

トイレ（または洗面）側：岩肌調FRPフロア
岩肌 調の 敷石を思わせるデザインが
上質な空間を演出します。
※トイレ（または洗面）側に排水機能はありません。

NEW

木目柄メープル
（選択アイテム）

セパレート１２１６床パン３分割
シャワー側と、
トイレ（または洗面）側の床が分割
になっているので、狭 い 搬 入 経 路でも
ラクラク搬 入 可 能 。リフォームにお薦め
です。

梁欠・全高カット通常納期化
シャワー&パウダーⅡは、受 注システム
（自動作図・プレゼン）に対応。梁欠、全
高カットが通常納期に。
ホワイト

2部屋とも壁・天井は化粧鋼板
不 燃 認 定 品で安 心 。
トイレ（または 洗 面 ）側の
壁・天井も化粧鋼板なので、
クロス貼りの
壁と異なり、破れや浮きなどによる貼替の
必要がありません。
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高級感漂う大理石柄ＣＦシート貼
※1216のみ。その他はFRPです。

セパレート1 2 1 6 のトイレ（または 洗 面 ）側は
高級感のあるホワイトの石目柄CFシート
で、在来工法のような仕上がり。

外開きドア（ホワイト）
Tタイプ標準仕様

アルマイト
シルバー
（選択アイテム）

さっと排水目皿
標準仕様

室 内インテリア に 調 和 する、上 質 な 髪の毛が集まりやすく捨てやすいので
木質調のドア。選択アイテムで高級感 お掃除楽々。床と調和するフタ付き。
のある木目柄 面 材や 、
レバーハンドル
（アルマイトシルバー）
もご用意しました。

SIZE
NEW CONCEPT
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サイズ・標 準 価 格

TYPE VARIATION

サイズ / タイプ

1014

タンクレストイレ

NEW 【手洗い付き】

バリエーション

節水キレイトイレMX（樹脂製ホワイト）+温水洗浄便座

Tタイプ

タンク付きトイレ

NEW 【手洗い付き】

陶器製SC801０（陶器製ホワイト）+標準便座

最小限のスペースで

浴槽をなくして、

浴槽がなく、

ユニット施工による

広々シャワールームに

水道光熱費削減・清掃性UP

居室空間にゆとりが

間仕切りでトイレ
（洗面）側は、

ホテルや民泊、寮であれば

大工工事手配の手間や

まるごとリフォーム工事も

経営メリット効果も！

コストを抑え、工数削減！

請け負います

生まれます。

ドライな独立空間にできます

工数削減

メーカー責任施工

シャワー・トイレ（洗面）が分離

洗面器仕様
Lタイプ
NEW

洗面化粧台仕様

納期：約3週間

シャワールーム

728,750円
745,250円
756,250円
（税抜662,500円）
（税抜677,500円）
（税抜687,500円）
622,050円
638,550円
649,550円
（税抜565,500円）
（税抜580,500円）
（税抜590,500円）
596,805円
613,305円
643,390円
（税抜542,550円）
（税抜557,550円）
（税抜584,900円）

納期：約2週間

シャワールーム

洗面ルーム

Tタイプ（シャワー＆トイレ）セパレート1216
シャワールーム

トイレルーム

Lタイプ（シャワー＆洗面）セパレート1216
シャワールーム

+

折戸+FIX（不透明な型板ガラス調樹脂）

681,120円
（税抜619,200円）

納期の目安は弊社受注後、
工場出荷まで約2週間です。
おおよその目安ですので、
時期やお届け先により多少異なり
ますので予めご了承ください。

セパレート1216 NEW

Lタイプ（シャワー＆洗面）1014・1116

トイレルーム

セパレート1216

納期の目安は弊社受注後、
工場出荷まで約3週間です。
おおよその目安ですので、
時期やお届け先により多少異なり
ますので予めご了承ください。

1014・1116
Tタイプ（シャワー＆トイレ）1014・1116

1116

NEW

折戸+FIX（不透明な型板ガラス調樹脂）

洗面器仕様

+

折戸+壁パネル（鋼板壁）

洗面化粧台仕様

OR

折戸+壁パネル（鋼板壁）

折戸+FIX（不透明な型板ガラス調樹脂）
で間仕切られています。

折戸W700+壁パネル（鋼板壁） で間仕切られています。

壁がなく、全面がすりガラス調の樹脂ですので明るく開放感があります。

1216は、
ワイドの広い折戸とゆったりサイズが魅力。

・床パンはFRP製一体成形

・床パンは、
シャワールームはFRP製。
トイレ・洗面側は木床CFシート貼
タンクレストイレ

・Tタイプ標 準 仕 様トイレ： NEW

【手洗い付き】

・Tタイプ選択アイテムトイレ： NEW

【手洗い付き】

節水キレイトイレMX（樹脂製ホワイト）+温水洗浄便座
タンク付きトイレ

陶器製SC801０（陶器製ホワイト）+標準便座

タンクレストイレ

・Tタイプ標 準 仕 様トイレ： NEW

【手洗い付き】

・Tタイプ選択アイテムトイレ： NEW

【手洗い付き】

節水キレイトイレMX（樹脂製ホワイト）+温水洗浄便座
タンク付きトイレ

陶器製SC801０（陶器製ホワイト）+標準便座

・Lタイプは、洗面器仕様の他、収納たっぷりの二面鏡の洗面化粧台仕様もご用意。
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