exclusive bathtub
vol.01

Contents

DURAVIT

DuraSquare
Shower + Bath
Paiova 5
Cape Cod

LAUFEN

Val
Laufen Pro

KALDEWEI

Meisterstück Incava
Meisterstück Centro Duo Oval
Meisterstück Conoduo
Centro Duo free-standing
Conoduo free-standing
Mega Duo Oval free-standing

Information

P.02
P.03
P.04
P.05
P.06 / P.07
P.08
P.09
P.10
P.10
P.11
P.11
P.11

P.12

01

デザインを諦めないユニバーサル対応のバスタブ
マットホワイトの人造石素材とガラス製パーツのコンビネーションで清潔感あふれるデザインがスタイリッ
シュな、ユニバーサル対応のバスタブ。画期的なポイントは、エプロンの一部に設けられたドアを開くことで、
たった 16 センチという階段 1 段ほどの跨ぎで出入り可能なこと。サイズは 1700x750、内部もスクエア形
で広いため、比較的体格のよい男性でもゆとりを感じられます。付属のソフトパネルを背もたれとして使う
と入浴姿勢が調整できるので、小柄な女性にも安心です。さらに、ガラス製の間仕切りが水撥ねを受け

1. バスタブ
FAA72-3802
幅1700･奥行750･全高2105
材質：人造石/クリアガラス
￥1,786,000
専用バス用排水金具/
専用ソフトパネル付属

るため、ドライエリアと隣接したシャワーブースとしても使用可能です。ユニバーサル仕様のバスタブで
はこれまで妥協せざるをえなかったデザイン性を叶えることが出来るのです。

Shower +Bath

by EOOS

2. バスタブ
FAA72-3801
幅1700･奥行750･全高2105
材質：人造石/クリアガラス
￥1,786,000
専用バス用排水金具/
専用ソフトパネル付属

シンプルで美しい造形のフリースタンドバス
直線と曲線をシームレスに組み合わせたシンプルで美しいフォルム。新開発の人造石素材 "DuraSolid® A" の
上質な素材感によるあたたかみを湛えた、独特の存在感を持ちながらもミニマルなデザインのため、様々
なテイストの空間にマッチします。サイズは 1850×850 と長さ、幅とも余裕たっぷり、非常にゆったりとした
入り心地です。左右対称な形状のため二人で向かい合って、または背もたれの方向を変えることで窓越し
の景色など違った視界を味わうこともできます。フリースタンドタイプのため、壁との間にゆとりを持たせ
られるホテルのスイートルームやペントハウスなど広々とした特別な空間にこそ相応しいバスタブとなってい
ます。

DuraSquare
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1. バスタブ
FAA72-1030
幅1850･奥行850･深さ460
材質：人造石
￥1,248,000
バス用ポップアップ排水金具付属

by DURAVIT

安心・安全、たった 16 センチの跨ぎ

週末にはゆったり浸かってリフレッシュ

将来の入浴スタイルまでも見据えて

足腰が心配な高齢の方、
ハンディキャップをお持ちの方に

都心暮らしで現代的志向のシングルや DINKsの方に

今はまだ健康で元気でも、そろそろ先が気になる方に

エプロンに備えられたガラスドアを開ければ、わずか

洗い場を設けず洗面とひと続きのコンパクトな浴室で

ホワイトの人造石にガラスがアクセントのデザインは、

16 センチと階段一段分よりも低い段差だけ。一人でも

も、ガラスの間仕切りは視覚的に開放感をもたらしま

スタイリッシュでモダンな空間を演出し、 ルックスに

スムーズに出入りしやすく安心です。ドアは排水口と連

す。平日はさっとシャワーだけ、週末は付属のクッショ

妥協しない浴室が実現します。いざとなればバリアフ

動するロック式。新開発の人造石素材は表面がマット

ンパネルを背もたれにゆったりお湯につかりバスタイム

リーバスとして活用でき、理想も安心も叶えられます。

な質感のため、足元のすべり止めとしてもはたらきます。

でリラックスというスタイルも。

人造石素材"DuraSolid A®"は滑り止め効果も備えています。
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（三方エプロン付）
1. バスタブ
FAA72-3701
幅1770･奥行1300･深さ440
材質：アクリル
￥988,000
バス用ポップアップ排水金具付属

1. バスタブ
（フリースタンディング）
FAA72-3601
幅1855･奥行885･深さ485
材質：人造石
￥1,368,000
バス用ポップアップ排水金具付属

（三方エプロン付）
2. バスタブ
FAA72-3702
幅1770･奥行1300･深さ440
材質：アクリル
￥988,000

2. バスタブ
（三方エプロン付）
FAA72-3602
幅1900･奥行900･深さ485
材質：人造石
￥1,068,000

バス用ポップアップ排水金具付属

バス用ポップアップ排水金具付属

まるでモダンアートのようなバスタブ

スタルクデザインのラグジュアリーバス

「Paiova 5」は異なる角度の面と面を組み合わせた、五角形の独特なフォルム。これは見ためのインパク

デュラビット社のアイテムを数多く手掛ける世界的デザイナー、フィリップ・スタルクによる新シリーズ

トだけで採用されたのではなく、「心地よい入浴姿勢」「使いやすさ」「プランの自由度」など、機能美も

「Cape Cod」。その名の由来であるアメリカ・ニューイングランドの高級リゾート地ケープコッドは、長い

追求したフォルムなのです。二人横に並びながら入浴することはもちろん、背もたれの位置やポジション

海岸線、透き通った海水、森や湖、湿地帯などの手付かずの自然に溢れています。その美しい風景から

を変えることで、身長や体格に合わせた快適な入浴姿勢がお選びいただけます。この彫刻のような美し

インスピレーションを受け、Cape Cod がデザインされました。オーガニックなフォルムは体を優しく包み

いデザインを手掛けたのは、ウィーン出身のデザインユニット、イーオス。1995 年に設立し、アディダス、ウォ

込み、バスタブ内部にはヘッドレストのくぼみがあり、極上のもたれ心地です。さらに、同社の新素材
「DuraSolid® A」
を採用し継ぎ目のない一体型のフォルムを実現、人造石ならではのシルキーマットな質感が

ルター・ノール、カールハンセン & サン、プルトハウプ、アレッシィなど数多くのブランドから高い評価

高級感を演出します。

を受けています。

Paiova 5
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by EOOS

EOOS

Cape Cod

by Philippe Starck

Philippe Starck
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2. バスタブ
GAR72-2002
φ1300･深さ500
材質：人造石
￥1,268,000
専用バス用排水金具付属

ジャストサイズのフリースタンドバス

日本のバススペースと相性の良い、
直径 1.3 メートルの円形フリースタンドバス

個性的でありながら洗練されたデザインが高く評価され世界の注目を集めるプロダクトデザイナー、コンス
タンチン・グルチッチが手掛ける「Val」シリーズ。コンパクトな 1600mm サイズは、スペースにゆとりを

知的で遊び心のあるグルチッチのデザインセンスと、ヨーロッパにおけるトップサニタリーブランド LAUFEN 社の技術

持たせにくい日本バスルーム空間にもピッタリ。コンパクトなサイズ感ですが、薄いリムと切り立った内部

革新の融合によって単なるミニマリズムとは一線を画した美しさの際立つ円形のフリースタンドバスです。φ1300 ミリ

形状によって、ゆったりとした入り心地を実現し、標準的な体格の男性が充分に足を伸ばして入ることが

のサイズは、1820ミリの柱芯のバススペースに納めても壁との間に清掃のためのスペースを確保しやすく、コンパクト

できます。素材には、LAUFEN 社が独自開発したハイブリッドレジン「SENTEC」を使用することによって、

なサイズ感ながら入り心地はゆったり、たっぷりとした深さ 500 ミリと薄いリムと切り立った内部形状も相まって、2 人

シャープなディテールを織り込んだ洗練されたフォルムを実現しました。

でも快適なバスタイムを過ごすことができます。素材には、LAUFEN 社が独自開発した「SENTEC」が使用され、

マットな質感は、天然石を思わせる美しさと上質な肌ざわりを備えながら、日常のお手入にも優れ、魅力

その堅固な素材によって実現した美しくシャープなディテールにはマットな質感と人工大理石でありながら天然石を思

的なバスタブとなっています。

Val
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1. バスタブ
GAR72-2001
幅1600・奥行750･深さ450
材質：人造石
￥1,076,000

by Konstantin Grcic

専用バス用排水金具付属

わせる上質さと滑らかさを併せ持ちます。

Val

by Konstantin Grcic

Konstantin Grcic
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コンパクトでリーズナブルなフリースタンドバス

ラグジュアリーホテルのようなバス空間の演出に

当社が取り扱うフリースタンドバスの中で、最もコンパクトな 1500 ミリサイズでありながら、欧州の一流

女性デザイナー、アンケ・サロモンによるデザインのエレガントなフォルムのフリースタンドバス。ホーローでありな

サニタリーブランドのフリースタンドバスとしては非常にリーズブルなプライスが魅力です。

がらバスタブとエプロンに継ぎ目のない美しいフォルムは、熟練した職人と優れた製造技術が融合したカルデバイの

壁内寸法が 1600 ミリ程度のことが多いコンパクトな日本のバスルームプランにおいても無理なく収まる外

最上位グレード「マイスターストュック（＝マスターピース、傑作）」だからこそ実現できたものです。

形寸法ながら、スリムなリムと工夫された内部形状を組み合わせることで、外寸からは想像できないほど
に入り心地にゆとりを感じさせるバスタブに仕上がっています。デザインにおいても、スリムでモダンな
美しいフォルムを実現していますので、様々なデザインテイストの空間とマッチングが可能です。その為、
都市部やその近郊などの、面積に余裕のないものの華やかさやスタイリッシュな演出が必要な住宅やホテ
ルなどにおすすめのモデルです。

Laufen Pro
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1. バスタブ
GAR72-0901
幅1500・奥行700･深さ450
材質：人造石
￥748,000

by Laufen

専用バス用排水金具付属

1. バスタブ
FLN72-7005
幅1750・奥行760･深さ425
材質：鋼板ホーロー
￥1,358,000
イージークリーンフィニッシュ付
専用バス用排水金具付属

Meisterstück
Incava

by Anke Salomon

Anke Salomon
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Meisterstück Centro Duo Oval

Centro duo oval free-standing

by Sottsass Associati

by Sottsass Associati

シンプルかつエレガントなオーバルモデル
チェントロデュオオーバルのフリースタンディングモデルです。
ミニマムでクリーンな印象を与える
デザインは、モダン建築のゲストルームなど、
シンプルな中にも演出が必要とされる空間にぴった
りマッチします。ゆったりつかれる深さ46センチです。

バスタブ

FLN72-6013 グリップ無
￥1,316,000
FLN72-6017 グリップ付
￥1,376,000
幅1700・奥行750・深さ460 226L
FLN72-6014 グリップ無
￥1,456,000
FLN72-6018 グリップ付
￥1,516,000
幅1800・奥行800・深さ460 265L
材質：鋼板ホーロー/ポリウレタン樹脂（エプロン部）
アンチスリップ、イージークリーンフィニッシュ付
専用バス用排水金具付属
グリップ付は、受注オーダー品（納期 約 4 〜 6ヶ月）

バスタブ

FLN72-6020 グリップ無
￥1,316,000
FLN72-6022 グリップ付
￥1,376,000
幅1700・奥行750・深さ460 226L
FLN72-6021 グリップ無
￥1,456,000
FLN72-6023 グリップ付
￥1,516,000
幅1800・奥行800・深さ460 265L
材質：鋼板ホーロー
イージークリーンフィニッシュ付
専用バス用排水金具付属
グリップ付は、受注オーダー品（納期 約 4 〜 6 ヶ月）
※アンチスリップ付タイプもございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

高級ホテルの定番モデルの最上グレード

Conoduo free-standing

by Sottsass Associati

シャープなミニマルデザインのフリースタンディングバス

シンプルなデザインながら、洗練されたエレガントな佇まいによって、数多くのラグジュアリーホテルで採用されるチェン
トロシリーズの最上位フリースタンドモデル。エプロンをシームレスに一体とすることで、
ソットサスによるデザインの美

デザイナー、
ソットサスのこだわりを随所にちりばめた、
コノデュオシリーズ。
フリースタンディング

しいオーバルフォルムがより一層際立ちました。

モデルはエプロンもスクエアにデザインされており、
コノデュオシリーズのシャープな印象をより
鮮明に引き立てます。
ミニマルでモダンなバスルーム空間にぴったりマッチするフリースタンディ

Meisterstück Conoduo

ングバスです。

by Sottsass Associati

バスタブ

FLN72-5805 グリップ無
￥1,248,000
FLN72-5815 グリップ付
￥1,308,000
幅1800・奥行800・深さ415 229L
FLN72-5807 グリップ無
￥1,336,000
FLN72-5817 グリップ付
￥1,396,000
幅1900・奥行900・深さ415 290L
FLN72-5808 グリップ無
￥1,448,000
FLN72-5818 グリップ付
￥1,508,000
幅2000・奥行1000・深さ415 330L
材質：鋼板ホーロー/ポリウレタン樹脂（エプロン部）
アンチスリップ、イージークリーンフィニッシュ付
専用バス用排水金具付属
グリップ付は、受注オーダー品（納期 約 4 〜 6ヶ月）

Mega duo oval free-standing

by Sottsass Associati

独特の優しいオーガニックフォルム
メガデュオシリーズのフリースタンディングモデル。バスタブの形状に合わせてデザインされた専

バスタブ

用のエプロンは、
まるでピーナツのようなオーガニックフォルム。チャーミングな中にも気品を感じ

FLN72-5819-N01
幅1700・奥行750･深さ415
材質：鋼板ホーロー
￥1,446,000

させる佇まいは見る者を惹きつけます。
フリースタンディングの優雅さと肘掛け付きの贅沢な入り
心地を同時に味わうことができます。

アンチスリップ、
イージークリーンフィニッシュ付
専用バス用排水金具付属

バスタブ

巨匠ソットサスによるスクエアフォルム

FLN72-2302 グリップ無
￥1,262,000
FLN72-2304 グリップ付
￥1,332,000
幅1800・奥行900・深さ440 256L

ソットサスによるミニマリスティックながら高級感も感じさせるスクエアフォルムが人気のコノデュオシ

材質：鋼板ホーロー/ポリウレタン樹脂（エプロン部）

リーズ。そのシャープなデザインを一層引き立てるべく、バスタブとエプロンを一体成型したシームレス

アンチスリップ、イージークリーンフィニッシュ付
グリップ付は、受注オーダー品（納期 約 4〜6ヶ月）

なスクエアデザインのフリースタンドモデルにアレンジ。
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Sottsass Associati
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[Tform Web Site]

www.tform.jp
ティーフォルムでは、ヨーロッパのサニタリー商品を豊富なラインナップでご用意しております。
本パンフレットに掲載されていない商品も多数ございます。
パンフレットと併せて、当社ウェブサイトをご活用ください。
また、各製品の寸法や必要部品などの情報についても、ウェブサイトでご確認ください。

[Contact]
大洋金物株式会社 ティーフォルム事業部

06 - 6632 - 8777
fax : 06 - 6633 - 7790
tel :

e-mail : info@tform.co.jp
商品に関するご質問、在庫のご確認、見積のご請求、
ご注文などについては、上記までお問い合わせください。

[Showroom]
サニタリーウェアショールーム
〒106-0047 東京都港区南麻布 3 - 3 - 36
tel : 03 - 3444 - 8511
営業時間 火 – 金
土
定休日

10:00 ― 18:00
12:00 ― 18:00
月曜・日曜・祝日

アクセス

南北線／大江戸線 麻布十番駅①出口 徒歩 12分
日比谷線 広尾駅①出口 徒歩 12分
都営バス [橋86] [橋86折返] 仙台坂上停留所 徒歩 1分

完全予約制

※ 駐車場の用意はございません。
お車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。
※ 誠に勝手ながら、
お子様連れでのご入店はお断りしております。
あらかじめご了承ください。

当パンフレットの掲載内容について
●

表示されている価格は 2020 年 10 月現在の消費税別の価格です。価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●

表示されている価格は本体のみの価格です。標準付属品や別途必要なアイテムについては、当社ウェブサイトをご覧いただくか、当社までお問い合わせください。

●

掲載の商品写真は、実際の商品と印刷色が多少異なる場合があります。また、止水栓など実際の施工に必要な部品が写っていない場合があります。

●

当パンフレット掲載の商品の他にも多数取り扱っております。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。

●

仕上げやカラーバリエーションなどの詳細などにつきましては、当社ウェブサイトをご覧ください。

●

当パンフレットに掲載の会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

取扱い商品について
●

当社取り扱い商品は、一部部品類を除き海外輸入品です。

●

給排水管の接続が必要な部品は、付属部品などを使うことにより国内規格の設備配管に適合します。

ご採用・ご注文にあたって
●

取扱い商品は一部を除き、国内在庫品です。納期はご契約成立後、約 1 週間です。ただし、大量発注などにより在庫切れの場合、納期約 3 〜 4 ヶ月となります。納期および在庫の有無については、当社へ
あらかじめお問い合わせください。

●

海外メーカーの事情により、予告なく商品が生産中止となる場合や、仕様が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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