
専用開き戸
有効開口幅：
682㎜
出入り口段差：
20㎜
フレーム： アルミ製 
面材（擦りガラ
ス調）： PS樹脂製 
カラー：ホワイト
のみ

専用ガラス開き戸
有効開口幅：
682㎜
出入り口段差：
20㎜
フレーム： アルミ製 
面材：透明強化ガ
ラス（飛散防止
フィルム付き）
カラー：ホワイト
のみ

専用折戸
有効開口幅：
650㎜
出入り口段差：
20㎜
フレーム： アルミ製 
面材（擦りガラ
ス調）： PS樹脂製 
カラー：ホワイト
のみ

●ドア位置バリエーション

ハーフバス08

2つの浴槽、3つのドアで自由設計
●浴槽

●ドア　全タイプ緊急着脱機能付き

タイプ8（ハチ）タイプ0（ゼロ）

ドア位置
A B C D

PYP160AAJK#NW1注2週 CAD 3D-C  希望小売価格 ¥498,000
洗い場水栓用エルボ・フランジ付き　集合トラップ付き（ヘアキャッチャー・トラップカバー）　浴槽内
ステップ付き　凹凸パターン付き　ワンプッシュ排水栓式　※ドア付き品番は下表をご参照ください。

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP160A□JK注2週 CAD 3D-C なし なし なし ¥４９８，０００
PYP160B□JK 注2週 折戸 なし なし ¥548,000
PYP160C□JK 注2週 開き戸 なし なし ¥578,000
PYP160D□JK 注2週 ガラス開き戸 なし なし ¥638,000

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP161A□JK注2週 CAD 3D-C なし なし なし ¥４９８，０００
PYP161B□JK注2週 折戸 なし なし ¥548,000
PYP161C□JK注2週 開き戸 なし なし ¥578,000
PYP161D□JK注2週 ガラス開き戸 なし なし ¥638,000

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP200A□JK注2週 CAD 3D-C なし なし なし ¥648,000
PYP200B□JK注2週 折戸 なし なし ¥698,000
PYP200C□JK注2週 開き戸 なし なし ¥728,000
PYP200D□JK注2週 ガラス開き戸 なし なし ¥788,000

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP201A□JK注2週 CAD 3D-C なし なし なし ¥648,000
PYP201B□JK注2週 折戸 なし なし ¥698,000
PYP201C□JK注2週 開き戸 なし なし ¥728,000
PYP201D□JK注2週 ガラス開き戸 なし なし ¥788,000

※□にはドア位置記号A／B／C／Dをご指定ください。

※□にはドア位置記号A／B／C／Dをご指定ください。

自由設計・ラクラク施工の「ハーフバス08」。
壁・天井をひのきやタイルなどで自由自在にコーディネートできるハーフバ
スルーム。シンプルで美しいデザインはまわりの仕上げを引き立て、浴室を
個性的に設計できます。防水工事が不要のため、施工もラクラクです。

ハーフバスルーム専用ドア
オプションのドアを取り付ければ、入
り口段差をわずか20㎜にできます。

ハーフ2分割
壁や脱衣所を壊さず搬入できる浴
槽・洗い場2分割式。リモデルや階上
設置にも適した、施工性に配慮した
設計です。

カラリ床
床表面に刻まれたパターンが水の
流れを誘導。水の表面張力を壊すこ
とで、確実な排水を実現し、翌朝には
床が乾きます。
特許 3508761

専用カタログを用意し
ています。
当社各支社営業セン
ターへご請求ください。
（カタログNo.8808）

浴槽湯量
　満水（深さ100%）：300L
　深さ70%：180L

1600×1600サイズ 1600×2000サイズ

浴槽湯量
　満水（深さ100%）：300L
　深さ70%：200L

1600×1600サイズ 1600×2000サイズ

【ご購入前に】
●ふろふたセットの場合は品番末尾にFを付けてください（例：PYP160AAJKF）。
●ふろふたの単品品番やふろふたフック 〉〉〉 420ページ
● 本商品は腰壁より下の浴槽・洗い場・ドアなどがセットされています。シャワー金具や化粧
鏡、腰壁から上の壁・天井・窓などの部材はすべて現場手配ください。

※カラー：ホワイト（#NW1）のみ ※カラー：ホワイト（#NW1）のみ

1坪 サイズ（1600×1600）　タイプ0 基本セット

1.25坪 サイズ（1600×2000）　タイプ８ 基本セット

1.25坪 サイズ（1600×2000）　タイプ0 基本セット

1坪 サイズ（1600×1600）　タイプ８ 基本セット

別売品 シャワー金具 TMNW40JCS ¥79,300
耐食鏡 YM3560F  ¥8,800
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※注●週は受注生産品です。納期は約●週間（大型連休除く）かかります。※追いだき付き給湯機（穴あけあり）を使用し、浴槽
への穴あけが必要になる場合、長辺側の穴あけ加工は＋¥12,500（水受けトレイが付くため）、短辺側の穴あけ加工は
＋¥2,500です。その場合の品番・穴あけ位置 〉〉〉 419ページ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。 655～667

資料集ページ

PYP160EAJK#NW1注4週 CAD 3D-C  希望小売価格 ¥1,452,000
集合トラップ付き（ヘアキャッチャー・トラップカバー）　浴槽内ステップ付き　凹凸パターン
付き　ワンプッシュ排水栓式

PYP161EAJK#NW1注4週 CAD 3D-C  希望小売価格 ¥1,452,000
集合トラップ付き（ヘアキャッチャー・トラップカバー）　浴槽内ステップ付き　凹凸パターン
付き　ワンプッシュ排水栓式

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP160E□JK注4週
CAD 3D-C なし 水栓付カウンター

オーバーヘッドシャワー
インテリア・バー

（YHR600K1 １本付属）

専用平天井
（浴室埋め込み
LED照明 3個付）

¥1,452,000

PYP160F□JK注4週 折戸 ¥1,502,000
PYP160G□JK注4週 開き戸 ¥1,532,000
PYP160H□JK注4週 ガラス開き戸 ¥1,592,000

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP161E□JK注4週
CAD 3D-C なし センターポール

（中央手すり）
ベンチカウンター

オーバーヘッドシャワー

専用アーチ天井
（浴室埋め込み
LED照明 3個付）

¥1,452,000

PYP161F□JK注4週 折戸 ¥1,502,000
PYP161G□JK注4週 開き戸 ¥1,532,000
PYP161H□JK注4週 ガラス開き戸 ¥1,592,000

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP200E□JK注4週
CAD 3D-C なし 水栓付カウンター

オーバーヘッドシャワー
インテリア・バー

（YHR600K1 １本付属）

専用平天井
（浴室埋め込み
LED照明 3個付）

¥1,622,000

PYP200F□JK注4週 折戸 ¥1,672,000
PYP200G□JK注4週 開き戸 ¥1,702,000
PYP200H□JK注4週 ガラス開き戸 ¥1,762,000

品番 ドア 器具 天井 希望小売価格
PYP201E□JK注4週
CAD 3D-C なし センターポール

（中央手すり）
ベンチカウンター

オーバーヘッドシャワー

専用アーチ天井
（浴室埋め込み
LED照明 3個付）

¥1,622,000

PYP201F□JK注4週 折戸 ¥1,672,000
PYP201G□JK注4週 開き戸 ¥1,702,000
PYP201H□JK注4週 ガラス開き戸 ¥1,762,000

※□にはドア位置記号A／B／C／Dをご指定ください。 ※□にはドア位置記号A／B／C／Dをご指定ください。
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PYP160AAJK／PYP200AAJK

※（　）内は1.25坪サイズ
※浴槽は1坪サイズ、1.25坪サイズ共通

※（　）内は1.25坪サイズ
※浴槽は1坪サイズ、1.25坪サイズ共通

PYP161AAJK／PYP201AAJK
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※（　）内は1.25坪サイズ
※浴槽は1坪サイズ、1.25坪サイズ共通
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※（　）内は1.25坪サイズ
※浴槽は1坪サイズ、1.25坪サイズ共通

PYP161EAJK／PYP201EAJK
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φ60
天井分割部

天井点検口 
□450

天井分割部

天井点検口 
□450

PZ6031
木造用脚固定金物

希望小売価格 ¥270
● 木造建築の階上にハーフバス
ルームを設置する場合に、脚の受
けとしてご使用ください。1坪サ
イズは8個、1.25坪サイズは9個
必要です。

PZ6125注2週
希望小売価格 ¥89,000

二分割式平天井（点検口付）
1657×1658

PZ6134注2週
希望小売価格 ¥26,000

φ118×90
取付穴：φ100㎜
昼白色
全光束：約280lm
消費電力：4.6W　

PZ6126注2週
希望小売価格 ¥109,000

二分割式平天井（点検口付）
1657×2058

【ご購入前に】
● ふろふたセットの場合は品番末
尾にFを付けてください。
（例：PYP160EAJKF）
● ふろふたの単品品番やふろふた
フック 〉〉〉 420ページ
● セットに含まれない壁・窓などの部
材はすべて現場手配が必要です。
● 水圧が低いと吐水量が十分に得ら
れない場合があります。0.2MPa
以上の水圧（水栓根元、流動時）で
使用してください。
● 快適な吐水温度を確保するため、
50℃～60℃給湯で使用してくだ
さい。
● 急に熱湯が出ることを防ぐため、
最高温度45℃の出湯温度制限付
きです。
● 凍結が予想される場所では使用で
きません。

【ご購入前に】
● ふろふたセットの場合は品番末
尾にFを付けてください。
（例：PYP161EAJKF）
● ふろふたの単品品番やふろふた
フック 〉〉〉 420ページ
● セットに含まれない壁・窓などの部
材はすべて現場手配が必要です。
● 水圧が低いと吐水量が十分に得ら
れない場合があります。0.2MPa
以上の水圧（水栓根元、流動時）で
使用してください。
● 快適な吐水温度を確保するため、
50℃～60℃給湯で使用してくだ
さい。
● 急に熱湯が出ることを防ぐため、
最高温度45℃の出湯温度制限付
きです。
● 凍結が予想される場所では使用で
きません。

YHR600K1 CAD 3D-C
インテリア・バー（コンテンポラリタイプ）

希望小売価格 ¥23,100
 ステンレス製［鏡面仕上げ］ 
耐荷重： 垂直荷重1.5kN

水平荷重800N
※ 別途固定金具（別売品）が必要な場合
があります。詳細 〉〉〉 551ページ「建
築構造別固定金具」

浴室用天井 浴室用埋め込みLED照明 オプション

1坪 サイズ（1600×1600）　タイプ0 フルセット 1坪 サイズ（1600×1600）　タイプ8 フルセット

1.25坪 サイズ（1600×2000）　タイプ0 フルセット 1.25坪 サイズ（1600×2000）　タイプ8 フルセット
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