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汗を流し、疲れを癒し、明日への鋭気を養う。

時には笑ったり、歌ったり、泣いたり。

自分が素直になれるかけがえのない場所。

お使いになる誰もがリラックスでき、

使いやすさを感じていただけるバスタイムをご提供するために、

JFEは、サイズも素材もカラーもバリエーション豊かに、

ココロとカラダにやさしい浴槽を取り揃えています。
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ココロとカラダに
やさしいバスタイム。

Relax
Soothe to the mind and the body

Life style
Provide for comfort
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Sta in less ステンレスバスSta in less
Sta in lessBas ic  in format ion

浴槽を選ぶ前に知っておきたいこと

間口サイズ

理想のバスタイムを演出する鍵となるのが浴槽です。浴槽の大きさは浴室の広さによって限定されますが、ゆったりとくつろぐた�
めには大きめをおすすめします。JFEバスでは間口80サイズから、140サイズまでをご用意。間口サイズが大きいタイプには、背
もたれに最適な角度がついています。

エプロンと設置方法

・�浴槽の設置方法は大きく分けて5タイプあります。浴槽の前
面や側面のカバーをエプロンと呼び、埋込はエプロンなしと
なります。排水口は、浴槽の左右どちらのタイプもあります
が、設置時は水栓のある方に排水口をもってくるのが一般
的です。
・�2方半エプロン・2方全エプロンの排水位置にエプロンは付き
ません。

ストレートタイプ 背もたれタイプ

間口80〜120 間口110〜140

エプロンなし・埋込
洗い場との段差が小さい埋込は、空間に広がりが生まれ、仕上がりもきれいで
す。また入浴時に足を高く上げてまたぐ必要がなく、高齢者も楽に入れます。

2方半固定エプロン・半埋込
浴槽の半分が埋込になっており、なおかつ2面に半分の高さのエプロンをつける
設置方法です。お子さんや高齢者も浴槽の出入りが無理なく行え、安心です。

2方全固定エプロン・据置
浴槽を床面にそのまま置き、2面にエプロンをつける設置方法です。大がかりな
工事の必要がなく、浴槽のリフォームなども交換だけで手軽に行えます。

1方全固定エプロン・据置、1方全着脱エプロン・据置
浴槽を床面にそのまま置き、前面にエプロンをつける設置方法です。大がかりな
工事がいらず、設置や交換が手軽に行えるので、浴槽のリフォームにも好適。

1方半固定エプロン・半埋込
浴槽の半分が床に埋込まれ、前面に半分の高さのエプロンをつける設置方法で
す。浴槽の出入りが無理なく行えます。
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Sta in less

保温力を高める構造。
断熱材として、保温効果に優れたポリウレタンフォームを浴槽の外
側に吹き付けています。冷めにくく、いつまでも温かいお湯が保て
る、経済的な構造となっています。

CHECK2
施工性もスムーズです。
ステンレス浴槽は軽量で、運搬がスムーズ。
施工性にもすぐれています。

CHECK6

さびにくく長持ちします。
ステンレスはStain（汚れ）が、Less（少ない）の名の通り、さびにく
く耐久性のある素材です。特にステンレスは、ひび割れや変色に
強く、過熱による劣化が少ないため、美しい光沢を保ったまま、長
持ちします。

CHECK5

お手入れ容易で衛生的。
ステンレス浴槽は、脂肪や湯あかなどの汚れや細菌がつきにく
く、お手入れが容易で清潔感が保て、衛生的です。

CHECK4

地球にやさしい素材です。
ステンレスは、100％リサイクル可能な地球にやさしい素材です。

CHECK3
S

ta in less

ステンレスバス
ステンレス浴槽のトップメーカーとして、幅広いデザインを揃えるJFE。
官公庁などの公共住宅にも広く使用され、高い信頼性を誇っています。

CHECK1

ステンレス鋼板（SUS304)

ポリウレタンフォーム

Sta in less

保温効果がバツグンです。
熱伝導率が低いステンレス浴槽は、熱を逃がしにくく、素材そのものが保温効果に優れています。

温水循環ろ過殺菌装置 （24時間バス）にも対応できます。

ス
テ
ン
レ
ス
バ
ス
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型番 9mm型 13mm型

対応機種 80～110
（110Xは除く）

120～140
（110Xを含む）

価格 ￥4,800
（税込¥5,280）

￥4,800
（税込¥5,280）

ストレートタイプ

KS100

ストレートタイプ（底面エンボス有り）

高齢者対応タイプ（底面エンボス有り）背もたれタイプ

KS80

KS110
KS110TL
KS120
KS120TL
KS120NL
KS140

KS110TN KS120TN

KS120SV
KS140SV

なでしこ （N） ヘアーライン （HL）

KS110TN KS120TN

KS120TL KS140SV

楚 と々した “なでしこ”がさりげなく咲き誇る
JFEのベストセラー。

温水循環濾過殺菌装置（24時間バス）をお使いになる時のご注意
●温水循環濾過殺菌装置を使用されますと浴槽表面の荒れ、退色等の変化が早まる場合が 

ありますので特にご注意ください。
●温水循環濾過殺菌装置をお使いになる場合は、温水循環濾過殺菌装置（24時間バス）対応の

表示をしている浴槽をお選びください。
●排水栓等ゴム部材の耐用年数が短かくなる場合がございます。
●上記に価格記載がない場合でも、製作可能な場合がございます。お問い合わせください。

●表示希望小売価格は給湯式です。穴あけ加工費は￥3,000（税別）加算してください。
● は受注生産品です。通常在庫しておりませんので、納期についてはご相談ください。
● は限定商品です。在庫がなくなりしだい販売中止とさせていただきます。
●このカタログに記載の価格は本州を除く地域では変わることがあります。
　詳しくは、代理店または取扱販売店までお問い合わせください。
●金属に影響を与える洗剤・薬剤の使用は避けてください。
　（例えば、塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤等）
●温泉水・井戸水等、水道関係法令に定める基準に適合しない水の使用は避けてください。

仕様
 

型番

外寸法（mm）
間口×奥行×高さ

エプロンなし 1方半エプロン
固定タイプ

1方全エプロン 2方半エプロン
固定タイプ

2方全エプロン
固定タイプ 浴槽フタ

アイボリー
ブルー

（p.20参照）

固定タイプ 簡易着脱タイプ
埋込 埋込 据置 据置 埋込 据置
左右兼用 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水

1号 3号 4号 5号 6号 5号D 6号D 7号 8号 9号 10号

KS80 800×700×650
ストレートタイプ

￥113,800
（税込￥125,180）

￥123,000
（税込￥135,300）

￥124,700
（税込￥137,170）

￥169,000
（税込￥185,900）

￥126,400
（税込￥139,040）

￥132,800
（税込￥146,080）

TWB-80
￥9,400

（税込￥10,340）

KS80-H550 800×700×550
ストレートタイプ ― ― ￥154,700

（税込￥170,170） ― ― ￥162,800
（税込￥179,080）

TWB-80
￥9,400

（税込￥10,340）

KS90 900×700×650
ストレートタイプ

￥119,000
（税込￥130,900）

￥129,300
（税込￥142,230）

￥135,600
（税込￥149,160）

￥185,700
（税込￥204,270）

￥136,200
（税込￥149,820）

￥143,100
（税込￥157,410）

TWB-90
￥10,600

（税込￥11,660）

KS90-H550 900×700×550
ストレートタイプ ― ― ￥165,600

（税込￥182,160） ― ― ￥173,100
（税込￥190,410）

TWB-90
￥10,600

（税込￥11,660）

KS100 1000×700×650
ストレートタイプ

￥131,600
（税込￥144,760）

￥142,000
（税込￥156,200）

￥150,000
（税込￥165,000）

￥188,500
（税込￥207,350）

￥150,600
（税込￥165,660）

￥156,300
（税込￥171,930）

TWB-100
￥11,800

（税込￥12,980）

KS100-H550 1000×700×550
ストレートタイプ ― ― ￥180,000

（税込￥198,000） ― ― ￥186,300
（税込￥204,930）

TWB-100
￥11,800

（税込￥12,980）

KS110 1095×700×590
背もたれタイプ

￥154,800
（税込￥170,280）

￥157,600
（税込￥173,360）

￥165,100
（税込￥181,610）

￥184,700
（税込￥203,170）

￥173,200
（税込￥190,520）

￥176,000
（税込￥193,600）

TWB-110
￥13,000

（税込￥14,300）

KS110X 1100×720×650
ストレートタイプ

￥154,800
（税込￥170,280）

￥160,500
（税込￥176,550）

￥168,000
（税込￥184,800）

￥184,100
（税込￥202,510）

￥170,900
（税込￥187,990）

￥179,500
（税込￥197,450）

TWB-110
￥13,000

（税込￥14,300）

KS110TL 1095×700×550
背もたれタイプ

￥203,600
（税込￥223,960）

￥214,600
（税込￥236,060）

￥215,700
（税込￥237,270）

￥223,200
（税込￥245,520）

￥224,900
（税込￥247,390）

￥225,500
（税込￥248,050）

TWB-110
￥13,000

（税込￥14,300）

KS110TN 1095×700×525
ストレートタイプ（底面エンボス）

￥217,400
（税込￥239,140）

￥219,700
（税込￥241,670）

￥219,700
（税込￥241,670）

￥237,000
（税込￥260,700）

￥234,700
（税込￥258,170）

￥234,700
（税込￥258,170）

TWB-110
￥13,000

（税込￥14,300）

KS120 1200×740×650
背もたれタイプ

￥164,000
（税込￥180,400）

￥177,200
（税込￥194,920）

￥199,600
（税込￥219,560）

￥210,000
（税込￥231,000）

￥204,200
（税込￥224,620）

￥216,300
（税込￥237,930）

TWC-120
￥14,600

（税込￥16,060）

KS120X 1200×740×650
ストレートタイプ

￥164,000
（税込￥180,400）

￥177,200
（税込￥194,920）

￥200,200
（税込￥220,220）

￥209,400
（税込￥230,340）

￥203,100
（税込￥223,410）

￥206,500
（税込￥227,150）

TWC-120
￥14,600

（税込￥16,060）

KS120TL 1195×700×550
背もたれタイプ

￥203,100
（税込￥223,410）

￥212,800
（税込￥234,080）

￥229,500
（税込￥252,450）

￥234,700
（税込￥258,170）

￥231,800
（税込￥254,980）

￥238,100
（税込￥261,910）

TWB-120
￥14,200 

（税込￥15,620）

KS120TN 1195×700×525
ストレートタイプ（底面エンボス）

￥220,900
（税込￥242,990）

￥225,500
（税込￥248,050）

￥243,900
（税込￥268,290）

￥251,400
（税込￥276,540）

￥261,100
（税込￥287,210）

￥260,000
（税込￥286,000）

TWB-120
￥14,200

（税込￥15,620）

KS120NL 1195×700×590
背もたれタイプ

￥189,800
（税込￥208,780）

￥199,000
（税込￥218,900）

￥208,800
（税込￥229,680）

￥211,700
（税込￥232,870）

￥212,300
（税込￥233,530）

￥227,200
（税込￥249,920）

TWB-120
￥14,200

（税込￥15,620）

KS140 1400×750×570
背もたれタイプ

￥206,300
（税込￥226,930）

￥220,700
（税込￥242,770）

￥230,500
（税込￥253,550）

￥276,500
（税込￥304,150）

￥246,000
（税込￥270,600）

￥258,100
（税込￥283,910）

TWC-140
￥17,800

（税込￥19,580）

■KSシリーズ（エッチングなでしこ）

※ヘアーラインエプロン（HL）も製作可能です。（受注生産、別途費用がかかります）
※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガー同梱品です。

※詳細は，p.8、9をご覧ください。

■ステンレス浴槽用バスハンガー（2個セット）

温水循環ろ過殺菌装置 （24時間バス）にも対応できます。

KS シリーズ

KS90
KS100
KS110X
KS120X

※掲載写真は1方全エプロン左排水です。

＊ホールインワン（GAN）仕様は p.10、11に掲載

＊ホールインワン（GAN）仕様は p.10、11に掲載

ス
テ
ン
レ
ス
バ
ス

Sta in less Sta in less
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Sta in lessSta in less
Sta in less ステンレスバスSta in less
Sta in lessSta in less

高齢者対応ステンレスバスが
ココロとカラダにやさしいワケ。

55cm

■高齢者対応型 （エッチングなでしこ）

温水循環ろ過殺菌装置 （24時間バス）にも対応できます。

※ 掲載写真は1方全簡易着脱エプロン
左排水です。

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガー同梱品です。

ス
テ
ン
レ
ス
バ
ス

国土交通省の「長寿社会対応住宅設計指針」は、高齢により身体機能の低下や障害が生じた場
合にも住み続けることができる、住居のあり方を示したものです。JFEの高齢者対応型ステンレ
ス浴槽シリーズは、この指針に基づき開発した浴槽です。高齢者はもちろんのこと、これからの
お風呂として快適さや安心を求める方々のニーズにお応えします。

「長寿社会対応住宅設計指針」に基づき設計。

POINT4
アジャスター付だから、浴槽が水平に保てます。
浴槽の安定感をアップさせるアジャスターが付いています。浴槽の底面に
アジャスターを取り付け、回すだけで高さが調節できます。だから微妙に
凹凸がある浴室でも、しっかりと水平に浴槽を設置できます。
（調整寸法±5mm）。

保温性・耐久性にすぐれたステンレス製。
浴槽は保温性や耐久性にすぐれたステンレス製です。さびにく
く、ひび割れや変色にも強いステンレス浴槽だから、長期間にわ
たって快適にご利用いただけます。

CHECK6楽々またげる高さ55cm
高さは平均より10cm低い、55cmに設計。だから
高齢者の方も、小さなお子様を抱えて入浴する方も、
無理なく楽々またげます。

CHECK1

ゆっくり入浴できる腰掛けスペース
浴槽に入る際、一度腰掛けてから入浴するなど、腰掛けスペースがあることで、浴槽の出入りがスムーズに行えます。
入浴する方も入浴をサポートする人にも、やさしい安心設計です。

CHECK5

転倒を防止する
エンボス加工。
滑りやすい湯底と腰掛けスペースには、凹凸がある
エンボス加工を施しています。凹凸が滑りにくくし、転倒を
防止。足腰の弱い方もより安心してお使いいただけます。

CHECK2

安心して移動できる手すり付。
手すり付なので浴槽内の姿勢保持が簡単に行えます。また、浴槽
の出入りも、手すりを使ってスムーズに行えます。

CHECK3

24時間風呂にもベストマッチ。
ステンレス素材なので、24時間風呂に使用され
るオゾン式や紫外線式の殺菌装置を設置して
も、浴槽を傷めにくく、長期にわたり耐久性を発
揮します。

CHECK7

CHECK8
汚れにくく、清掃し易く、衛生的。
風呂で面倒なのはなんといっても掃除です。ステンレ
ス浴槽は、脂肪や湯あかなどの汚れや雑菌がつきに
くいので、お手入れが容易で清掃もスムーズに。

※ ヘアーラインエプロン（HL）も製作可
能です。（受注生産、別途費用がかかり
ます）

仕様

型番

外寸法（mm）
間口×奥行×高さ

エプロンなし 1 方半エプロン
固定タイプ

1 方全エプロン 2 方半エプロン
固定タイプ

2 方全エプロン
固定タイプ

浴槽フタ

アイボリー

（p.20参照）

固定タイプ 簡易着脱タイプ
埋込 埋込 据置 据置 埋込 据置

左右兼用 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水
1号 3号 4号 5号 6号 5号D 6号D 7号 8号 9号 10号

KS120SV
1195×740×550

高齢者対応タイプ
（底面エンボス）

￥261,500
（税込￥287,650）

￥301,200
（税込￥331,320）

￥301,200
（税込￥331,320）

￥313,800
（税込￥345,180）

￥313,800
（税込￥345,180）

￥329,900
（税込￥362,890）

TWC-100
￥12,600

（税込￥13,860）

KS140SV
1395×750×550

高齢者対応タイプ
（底面エンボス）

￥315,600
（税込￥347,160）

￥331,700
（税込￥364,870）

￥331,700
（税込￥364,870）

￥350,100
（税込￥385,110）

￥348,900
（税込￥383,790）

￥371,300
（税込￥408,430）

TWC-120
￥14,600

（税込￥16,060）
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ステンレスバス特別仕様
ホールインワン（GAN）仕様浴槽

ホールインワン

簡単な工事で、大きく快適な浴槽に大変身！
もっとワイドな浴槽がほしい。そんな方のご要望にお応えするのが、ホールインワン仕様浴槽です。風呂釜を壁の内側に収めるホールイン
ワン仕様なら、例えば団地サイズの800mm浴槽しか置けなかった浴室でも、1100mmの浴槽がすっきり設置できます。
設置工事はとても簡単。 大きく快適な浴槽を、その日からお楽しみいただけます。

1方全エプロン簡易着脱タイプ
※循環口用穴あけ加工がしてあります。
　（φ50×１穴）
※シャワー水栓は給湯器の付属品です。
　（当社では取り扱っていません）

ホールインワン（GAN）仕様浴槽

温水循環ろ過殺菌装置 
（24時間バス）にも対応できます。

※掲載写真はKS110GAN 1方全簡易着脱エプロン左排水です。

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガー同梱品です。

カラン（水栓）部分にあわせてカットして
あるので、フタがきちんと閉まり、保温性
を高めます。ステンレスバスのホールイン
ワン浴槽専用蓋には、1100型と1200型
の2種類があります。

ホールインワン（GAN）浴槽専用蓋

※掲載写真はTWB-110F・Lです。

ス
テ
ン
レ
ス
バ
ス

●ホールインワン対応商品

仕様

型番
外寸法（mm）

間口×奥行×高さ

1 方全エプロン
簡易着脱タイプ

混合水栓取付穴
浴槽フタ

アイボリーのみ
据置

左排水 右排水
5号D 6号D

KS110    GAN 1095×700×590
背もたれタイプ

￥200,200
（税込￥220,220）

混合水栓取付孔 
ピッチ　140mm 

TWB-110F・R/L
￥13,400

（税込￥14,740）

KS110X    GAN 1100×720×650
ストレートタイプ

￥210,000
（税込￥231,000）

KS110TL    GAN 1095×700×550
背もたれタイプ

￥233,000
（税込￥256,300）

KS110TN    GAN 1095×700×525
ストレートタイプ（底面エンボス）

￥251,400
（税込￥276,540）

KS120    GAN 1200×740×650
背もたれタイプ

￥226,100
（税込￥248,710）

TWB-120F・R/L
￥15,000

（税込￥16,500）

KS120X    GAN 1200×740×650
ストレートタイプ

￥225,500
（税込￥248,050）

KS120TL    GAN 1195×700×550
背もたれタイプ

￥251,400
（税込￥276,540）

KS120TN    GAN 1195×700×525
ストレートタイプ（底面エンボス）

￥266,300
（税込￥292,930）

KS120NL    GAN 1195×700×590
背もたれタイプ

￥227,800
（税込￥250,580）

Sta in less Sta in less
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オプション加工

❶胴詰め

●胴（高さ）詰め対応商品
対応機種 加工範囲（mm） 加工費

KS80

内のり深さ400 ／全高450

￥30,000
（税込￥33,000）

KS100

KS110X

KS90

内のり深さ400 ／全高455KS110TN

KS120TN

KS120X 内のり深さ400 ／全高470

KS120SV
内のり深さ450 ／全高500

KS140SV

浴槽の高さを調整したい場合には胴詰めをいたします。

JFEバスのステンレス浴槽は、さまざまな加工やパーツの取り付けが可能です。例えば、ストレートタイプの浴槽の高さを低
くしたり、フランジ（手すり）の幅を握りやすく、コンパクトに加工したり、お年寄りや体の不自由な方のために握りバーを設け
るなど、いろいろな要望にお応えできます（すべて受注生産となります）。

❷フランジ（手すり）詰め
「あと3cm小さければ大きい浴槽が入るのに……」「浴槽のふちが広すぎてつかみづらく、立ち上が
りにくい」、そんな時はフランジ詰めをおすすめします。浴槽によりフランジ幅は異なりますが、最小
40mmまで対応します。

【加工費 ￥60,000（税込¥66,000）】
※4辺共最小40mmまで加工可能です。
※浴槽一台につき1辺から4辺まで、一律の加工費です。
※浴槽の内寸法の変更はできません。
※着脱エプロン取り付け面は、40mmに加工できません。
※�背もたれタイプは、最小40mmに加工できません。加工可能寸法は、お問い合わ
せください。

40mm

※背もたれ付浴槽には対応できませんのでご注意ください。�
※浴槽サイズにより脚高さが異なりますのでご確認下さい。

握りバー（ステンレス製）（φ25　L＝400）
【部品代 ￥20,000（税込￥22,000）、  取付費 ￥3,000（税込￥3,300）】

お年寄りや体の不自由な方の立ち上がりをサポートするため、
フランジ（手すり）に握りバーを設置できます。

❸握りバー

※安心して入浴していただくため、浴槽の内側、
　洗い場側など、出入りする箇所には取り付けできません。
※壁との隙間を考慮の上、ご採用ください。

➡

排水直結ソケット

排水管

内ネジ

外ネジ

排水受金具

❹脚部着脱タイプ
脚の一部がボルトで簡単に取 
り外せ、高さが590mmに縮ま 
ります。浴槽の増改築の際にも 
600mm幅のドアを壊すことな 
く浴槽を入れることができます。 
80、90、100、110X、120Xタイ 
プの5種類をご用意。ご注文の際 
は、「KS80S」のように型式の 
後に「S」を記入してください。

【加工費 ￥12,000（税込¥13,200）】
●浴槽搬入前に脚と排水金具をお外しください。
●脚部は安全のため、ウレタンが吹き付けてあります。
●斜めバランス穴をあける場合は、通常穴位置より20mm上にあけてください。

❺排水直結ソケット
排水金具を排水管へ直結する場合は、別途排水
直結ソケット（25A）が必要になります。

【￥4,000（税込￥4,400）】

２方エプロン

❽排水側エプロン加工
通常は浴槽の排水側にエプロンは付いていませんが、浴室の排水
口位置等の関係で必要な場合には、浴槽の排水側にエプロンを
変更する事が可能です。
納期・価格はお問い合わせ下さい。

イメージ図

ス
テ
ン
レ
ス
バ
ス

加工前

加工後

Sta in less Sta in less

エプロン高さ詰め加工後

❻エプロン高さ詰め加工
浴槽設置位置と洗い場と段差があり、エプロンが当たってしまう
場合、エプロン高さを変更し設置することができます。
納期・価格はお問い合わせ下さい。

３方エプロン ４方エプロン

❼3方・4方エプロン加工
浴槽を浴室の中央に設置する場合に、3方、4方エプロン付の浴
槽が必要になります。そのようなときには、3方半・3方全・4方半・
4方全エプロンの浴槽を作ることが出来ます。（エプロン材の都合
上、側面部分に継ぎ目が入ります。）
納期・価格はお問い合わせ下さい。
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型番 3mm型 スライド型

対応機種 全機種対応 全機種対応

価格 ￥4,800
（税込¥5,280）

￥7,400
（税込¥8,140）

仕様

型番

外寸法（mm）
間口×奥行×高さ

１方全エプロン ２方全エプロン
固定タイプ

３方全エプロン
固定タイプ 浴槽フタ

アイボリー
（p.20参照）

固定タイプ 簡易着脱タイプ
据置 据置 据置 据置

左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水
5号 6号 5号D 6号D 9号 10号 13号

KFP80 795×695×645 ￥53,400
（税込￥58,740） ― ￥55,300

（税込￥60,830）
￥57,800

（税込￥63,580）

TWB-80
￥9,400

（税込￥10,340）

KFP90 895×695×645 ― ― ￥67,800
（税込￥74,580）

￥69,900
（税込￥76,890）

TWB-90
￥10,600

（税込￥11,660）

KFP100 1000×700×645 ― ￥70,800
（税込￥77,880） ― ―

TWB-100
￥11,800

（税込￥12,980）

KFP105 1050×720×640 ― ￥73,700
（税込￥81,070） ― ￥78,300

（税込￥86,130）

TWB-105
￥12,600

（税込￥13,860）

KFP110 1095×715×600 ― ￥76,000
（税込￥83,600） ― ―

TWB-110
￥13,000

（税込￥14,300）

KFP110T 1095×720×540
（底面エンボス） ― ￥80,000

（税込￥88,000） ― ―
TWB-110
￥13,000

（税込￥14,300）

KFP120 1195×720×575 ― ￥89,000
（税込￥97,900） ― ―

TWB-120
￥14,200

（税込￥15,620）

KFP120T 1195×690×540
（底面エンボス） ― ￥93,000

（税込￥102,300） ― ―
TWB-120
￥14,200

（税込￥15,620）

KFP140 1395×750×570 ― ￥145,300
（税込￥159,830） ― ―

TWC-140
￥17,800

（税込￥19,580）

ホールインワン
KFP105 GH2 1050×720×640 ― ￥76,000

（税込￥83,600） ― ―
TWB-110F・R/L
￥13,400

（税込￥14,740）

ホールインワン
KFP110 GH2 1095×715×600 ― ￥78,100

（税込￥85,910） ― ―
TWB-110F・R/L
￥13,400

（税込￥14,740）

ホールインワン
KFP110T GH2

1095×720×540
（底面エンボス） ― ￥82,200

（税込￥90,420） ― ―
TWB-110F・R/L
￥13,400

（税込￥14,740）

ホールインワン
KFP120 GH2 1195×720×575 ― ￥91,100

（税込￥100,210） ― ―
TWB-120F・R/L
￥15,000

（税込￥16,500）

ホールインワン
KFP120T GH2

1195×690×540
（底面エンボス） ― ￥95,200

（税込￥104,720） ― ―
TWB-120F・R/L

￥15,000
（税込￥16,500）

Fiber  g lass  re in forced p las t ic

温水循環ろ過殺菌装置（24時間バス）には対応できません。

iber glass

Fiber  g lass  re in forced p las t ic

FRPバス
reinforced plastic

◎エプロンの取り外しが
可能です。
KFP100、KFP105、KFP110、
KFP110T、KFP120、KFP120T、
KFP140には、エプロンの取り外
しができるタイプがあります。工事
の際の運び入れがスムーズで、浴
槽の下の掃除や物を落とした時に
も便利です。

軽く、強く、価格も手頃と、三拍子揃ったFRPは、
多くの人に愛される浴槽のスタンダードな素材です。

F

滑らかな肌触りと保温力が魅力。
FRPは保温性があり、すべすべとした
その肌触りも快適です。

CHECK2

●KFＰシリーズ（カラー：アイボリー）

KFP120KFP110KFP105 KFP110T

KFP140KFP120T

KFP90KFP80 KFP100

写真の商品は、現在廃盤品です。

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガー 3mm型同梱品です。

F
R
P
バ
ス

●左排水と右排水があります
１方全エプロン ２方全エプロン

左排水 右排水 左排水 右排水

壁　 エプロン

●FRP浴槽用バスハンガー（2個セット） ●FRP浴槽用スライドハンガー（2個セット）

FRPバスには、限られたスペースでも
よりワイドな浴槽が設置できる、ホー
ルインワン仕様の浴槽もあります。
ホールインワン仕様には、循環口用穴
あけ加工がしてあります。（φ50×1穴）
※ シャワー水栓は当社では取り扱っていま

せん。
※ 掲載写真は1方全簡易着脱エプロン右排

水です。

◎ホールインワン（GH2）仕様の浴槽もあります

混合水栓取付穴ピッチ

（KFP110T GH2） （KFP105 GH2、KFP110 GH2、
KFP120 GH2、KFP120T GH2）

 ※壁と浴槽とのすき間が多い場合は、スライドハンガーをお使いください。

CHECK1
軽くて、強くて、価格も手頃。
FRPとは、ガラス繊維強化プラスチックのことです。
軽く、強く、価格が手頃な素材として知られています。耐薬品性、耐衝撃性にもすぐれています。
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仕様

型番

外寸法（mm）
間口×奥行×高さ

１方全エプロン
浴槽フタ

アイボリー
（p.20参照）

簡易着脱タイプ
据置

左排水 右排水
5号D 6号D

KFP110T 1095×720×540
（底面エンボス）

￥80,000
（税込￥88,000）

TWB-110
￥13,000

（税込￥14,300）

KFP120T　　　　  1195×690×540
（底面エンボス）

￥93,000
（税込￥102,300）

TWB-120
￥14,200

（税込￥15,620）

ホールインワン
KFP110T GH2

1095×720×540
（底面エンボス）

￥82,200
（税込￥90,420）

TWB-110F・R/L
￥13,400

（税込￥14,740）

ホールインワン
KFP120T GH2

1195×690×540
（底面エンボス）

￥95,200
（税込￥104,720）

TWB-120F・R/L
￥15,000

（税込￥16,500）

※エプロン着脱式浴槽は、埋込式の設置方法には適しません。
※バスハンガー 3ｍｍ型同梱品です。

型番 3mm型 スライド型

対応機種 全機種対応 全機種対応

価格 ￥4,800
（税込￥5,280）

￥7,400
（税込￥8,140）

FRPバスには、限られたスペース
でもよりワイドな浴槽が設置でき
る、ホールインワン仕様の浴槽も
あります。ホールインワン仕様に
は、循環口用穴あけ加工がしてあ
ります。（φ50×1穴）
※ シャワー水栓は当社では取り扱って

いません。
※ 掲載写真は1方全簡易着脱エプロン

右排水です。

●FRP浴槽用バスハンガー（2個セット） ●FRP浴槽用スライドハンガー（2個セット）

◎ホールインワン（GH2）仕様の
　浴槽もあります

混合水栓取付穴ピッチ

（KFP110T GH2） （KFP120T GH2）

 ※壁と浴槽とのすき間が多い場合は、スライドハンガーをお使い下さい。

●KFＰシリーズ（カラー：アイボリー）

KFP110T

KFP120T

（図は右排水）

Fiber  g lass  re in forced p las t icFiber  g lass  re in forced p las t icFiber  g lass  re in forced p las t icFiber  g lass  re in forced p las t ic

ユニバーサルデザインタイプ
KFP110T

KFP120T
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楽々またげる設計で、
高齢の方もお子様も安心。
またぎ込みを54cmと低めに設計した、
出入りしやすい浴槽です。高齢の方もお子
様も浴槽の出入りがスムーズです。

POINT1

底面は、
滑りにくい凸凹加工。
底面には安全に配慮した凸凹模様の加工
を施しています。転倒を防ぎ、快適に入浴
いただけます。

POINT3

安心して入浴いただける、
肘掛付き。
立ち上がる時に便利なアームレスト（肘掛）
付きで、足腰が弱い方も安心です。また、入
浴中の姿勢保持も補助します。

POINT2

エプロンの取り外しが
可能で、掃除にも便利。
取っ手付きのエプロンなので、お掃除のと
きや、浴槽の下に物を落とした時にも便
利です。取付工事時の運び入れもスムーズ
です。

POINT4

F
R
P
バ
ス

（図は右排水）

型番 外寸法（mm）
（長×幅×高）

重量
（kg） 満水容量（L）

エプロン
仕様 固定金具

KFP110T 1095×720×540 23.0 235 1方全 着脱式 スプリング式

型番 外寸法（mm）
（長×幅×高）

重量
（kg） 満水容量（L）

エプロン
仕様 固定金具

KFP120T 1195×690×540 24.0 250 1方全 着脱式 スプリング式
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Sta in lessBa thtub coverSta in lessSystem Ba th
Sta in lessFree  Sty le  Ba th Sta in lessFree  Sty le  Ba th

フリースタイルバス
フリーサイズ ステンレスバス

浴室環境をさらに安心・快適に。
●高品質・高耐久性を備えたステンレス製大型浴槽です。あらゆる浴室にオーダーメードで対応します。（一体物での製作に限ります）
●浴槽のサイズだけでなく、バリアフリーに対応した手すり・ステップなども取り付け可能です。
●ＳＵＳ材の裏面へのウレタン吹き付けにより、優れた保温性能を発揮します。

当社では高品質のステンレス鋼を使用。角パイプ及び板金などの加工技術を活かし、オーダーメイド対応として、ステンレス大
型浴槽を製造しております。特殊形状のご相談も承っております。

キーワードは「高品質」＆「高性能」使用感が違います。

　高品質
●プレス、板金、溶接工法のため、複雑な形状にも対応可能。設計通りに製作できます。
● SUS 304 を採用しているため、亀裂や腐食がなく、耐久性抜群。
●ステンレス表面は＃ 400 バフ研磨仕上げ。いつまでも清潔さを保ち、日頃のお手入れも簡単です。
●プレス、板金製作により、優れた加工精度を実現いたしました。

　高性能
● SUS 材の裏面にウレタンを吹き付けることで、優れた保温性を発揮します。
●バリアフリーに対応したエプロン、手すり、ステップなどの付属設備の設置も極めて簡単。

フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
バ
ス

Ｃ
Ａ
Ｄ
入
力

溶
接
部
検
査

排
水
栓
取
付

エ
プ
ロ
ン
取
付

保
温
材
吹
付

出
　
　
　
荷寸

法
検
査

エプロン加工

溶接部研磨

研磨工程板金溶接工程

全体仕上研磨

レーザーカット

プレス曲げ

各部溶接・板金

歪　取　り

品　名 材　質 寸　法 備　考

本　体 SUS 304

間口　　W 700〜8000m/m

#400 バフ研磨仕上げ

奥行　　D 700〜2200m/m
深さ 600〜700m/m
高さ　　H 700〜800m/m
フランジ巾 80〜200m/m
フランジ厚さ 40〜100m/m
板厚　　t 1.2〜3.0m/m

エプロン SUS 304 #400 バフ研磨 1.5〜2.0m/m
#180 ヘアーライン 1.5〜2.0m/m

保温材
硬質発砲
ウレタン

厚さ５〜30 ㎜吹付
固定エプロン（工場製造時取付）タイプ
※ エプロンと浴槽の間充填

後付エプロン（現地取付）タイプ

脚 SUS 304
プレス加工材 2.0m/m
アングル材 L-50×50×3

排水金具 SUS 304

40A シングル共栓（合成ゴム）
50A ダブル共栓（合成ゴム＋ステンレス）
75A ダブル共栓（合成ゴム＋ステンレス）

100A ダブル共栓（合成ゴム＋ステンレス）

品　名 仕　様
1. ステップ 巾寸法 250〜300 ㎜

2. エンボス プレスによる
エンボス加工

3. 手摺取付 浴槽本体へ溶接付

4. 温水循環装置取付 吐出、
吸込み金具取付

■製造工程

■仕様 ■オプション
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Sta in lessBa thtub cover
Sta in lessBathtub cover  & Bathroom vanity

関連商品

組フタ
※TFタイプは脚ストッパータイプ、TWタイプは薄型ゴムストッパータイプ

浴槽フタ

型番 サイズ 価格 対応機種

TFB-80 801×700 3枚組 ￥9,000
（税込￥9,900） KS80

TWB-80 780×690 2枚組 ￥9,400
（税込￥10,340） KS80　KFP80

TWB-90 880×690 2枚組 ￥10,600
（税込￥11,660） KS90　KFP90

TWB-100 980×690 2枚組 ￥11,800
（税込￥12,980） KS100　KFP100

TWB-105 1030×690 3枚組 ￥12,600
（税込￥13,860） KFP105

TWB-110 1071×690 3枚組 ￥13,000
（税込￥14,300）

KS110　KS110X　KS110TL　KS110TN
KFP110　KFP110T

TWB-120 1170×690 3枚組 ￥14,200
（税込￥15,620） KS120TL　KS120TN　KS120NL　KFP120　KFP120T

TWC-100 980×730 2枚組 ￥12,600
（税込￥13,860） KS120SV

TWC-120 1170×730 3枚組 ￥14,600
（税込￥16,060） KS120　KS120X　KS140SV

TWC-140 1380×730 3枚組 ￥17,800
（税込￥19,580） KS140　KFP140

ポリプロピレン製　カラー：アイボリー／TFB-80、TWB-80・90・100のみブルー色有り

TFB

TWB・TWC・TWD

組フタ（ホールインワンGAN・GH2用）

型番 サイズ 価格 対応機種

TWB-110F・R／ L 1030×690 3枚組 ￥13,400
（税込14,740）

KS110 GAN　KS110X GAN　KS110TL GAN　KS110TN GAN
KFP105 GH2　KFP110 GH2　KFP110T GH2

TWB-120F・R／ L 1170×690 3枚組 ￥15,000
（税込16,500）

KS120 GAN　KS120X GAN　KS120TL GAN　KS120TN GAN
KS120NL GAN　KFP120 GH2　KFP120T GH2

ポリプロピレン製　カラー：アイボリー

TWB-110F・L
※掲載写真はTWB-110F・Lです。

排水栓（クサリ付き）

￥1,800
（税込￥1,980）

ステンレスバス
(品番：KS-25)

￥2,200
（税込￥2,420）

ＦＲＰバス
(品番：KFP-23)

￥3,000
（税込￥3,300）

ＦＲＰバス
(品番：KFP-140用)
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Sta in lessBath chair & Bathroom vanity
Sta in lessBathtub dimensional drawing

関
連
商
品
・
浴
槽
寸
法
図KS110TL

満水容量：211L　本体重量：19kg

KS80
満水容量：240L　本体重量：16kg

KS80-H550
満水容量：200L　本体重量：14kg

機種別
浴槽寸法図

単位はmm。■は循環口孔あけ可能範囲を示す

ステンレスバス　P.4-13

KS90
満水容量：280L　本体重量：17kg

KS90-H550
満水容量：233L　本体重量：15kg

KS100
満水容量：320L　本体重量：19kg

KS100-H550
満水容量：265L　本体重量：16kg

KS110
満水容量：240L　本体重量：19kg

KS110X
満水容量：320L　本体重量：21kg

KS110TN（固定タイプエプロン）
満水容量：232L　本体重量：19kg

KS110TN（簡易着脱タイプエプロン）
満水容量：232L　本体重量：19kg

KS120
満水容量：300L　本体重量：20kg
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KS140
満水容量：297L　本体重量：22kg

KS140SV（簡易着脱タイプエプロン）
満水容量：290L　本体重量：33kg

S ta in lessBathtub dimensional drawingSta in lessBathtub dimensional drawing
Sta in lessBathtub dimensional drawing Sta in lessBathtub dimensional drawing

ステンレスバス　P.4-13
KS120X

満水容量：350L　本体重量：22kg
KS120TL

満水容量：218L　本体重量：20kg

KS120NL
満水容量：234L　本体重量：26kg

KS120TN（固定タイプエプロン）
満水容量：225L　本体重量：20kg

KS120TN（簡易着脱タイプエプロン）
満水容量：225L　本体重量：20kg

KS120SV（固定タイプエプロン）
満水容量：250L　本体重量：31kg

KS120SV（半エプロン）
満水容量：250L　本体重量：31kg

KS120SV（簡易着脱タイプエプロン）
満水容量：250L　本体重量：31kg

KS140SV（半エプロン）
満水容量：290L　本体重量：33kg

浴
槽
寸
法
図

KS140SV（固定タイプエプロン）
満水容量：290L　本体重量：33kg

KFP140
満水容量：285L　本体重量：23kg

KFP105
満水容量：300L　本体重量：18kg

3方全エプロンの場合はエプロン高さが565です。

KFP100
満水容量：270L　本体重量：23kg

KFP80
満水容量：230L　本体重量：13kg

KFP90
満水容量：245L　本体重量：15kg

FRPバス　P.14-17

KFP110
満水容量：270L　本体重量18kg

KFP110T
満水容量：235L　本体重量：23kg

KFP120
満水容量：270L　本体重量：22kg

KFP120T
満水容量：250L　本体重量：24kg
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●KSシリーズ（エッヂングなでしこ）� ●表示希望小売価格は給湯式です。穴あけ加工費は￥3,000加算してください。�

大きさ
仕様 エプロンなし 1方半エプロン

固定タイプ

1方全エプロン
2方半エプロン
固定タイプ

2方全エプロン
固定タイプ固定タイプ 簡易着脱タイプ ホールインワン仕様

簡易着脱タイプ
埋込 埋込 据置 据置 据置 埋込 据置

型番 左右兼用 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水
1号 3号 4号 5号 6号 5号D 6号D 5号D 6号D 7号 8号 9号 10号

800型
KS80 ￥113,800

（税込￥125,180）
￥123,000

（税込￥135,300）
￥124,700

（税込￥137,170）
￥169,000

（税込￥185,900） ─ ￥126,400
（税込￥139,040）

￥132,800
（税込￥146,080）

KS80-H550 ─ ─ ￥154,700
（税込￥170,170） ─ ─ ─ ￥162,800

（税込￥179,080）

900型
KS90 ￥119,000

（税込￥130,900）
￥129,300

（税込￥142,230）
￥135,600

（税込￥149,160）
￥185,700

（税込￥204,270） ─ ￥136,200
（税込￥149,820）

￥143,100
（税込￥157,410）

KS90-H550 ─ ─ ￥165,600
（税込￥182,160） ─ ─ ─ ￥173,100

（税込￥190,410）

1000型
KS100 ￥131,600

（税込￥144,760）
￥142,000

（税込￥156,200）
￥150,000

（税込￥165,000）
￥188,500

（税込￥207,350） ─ ￥150,600
（税込￥165,660）

￥156,300
（税込￥171,930）

KS100-H550 ─ ─ ￥180,000
（税込￥198,000） ─ ─ ─ ￥186,300

（税込￥204,930）

1100型

KS110 ￥154,800
（税込￥170,280）

￥157,600
（税込￥173,360）

￥165,100
（税込￥181,610）

￥184,700
（税込￥203,170） ─ ￥173,200

（税込￥190,520）
￥176,000

（税込￥193,600）

KS110 GAN ─ ─ ─ ─ ￥200,200
（税込￥220,220） ─ ─

KS110X ￥154,800
（税込￥170,280）

￥160,500
（税込￥176,550）

￥168,000
（税込￥184,800）

￥184,100
（税込￥202,510） ─ ￥170,900

（税込￥187,990）
￥179,500

（税込￥197,450）

KS110X GAN ─ ─ ─ ─ ￥210,000
（税込￥231,000） ─ ─

KS110TL ￥203,600
（税込￥223,960）

￥214,600
（税込￥236,060）

￥215,700
（税込￥237,270）

￥223,200
（税込￥245,520） ─ ￥224,900

（税込￥247,390）
￥225,500

（税込￥248,050）

KS110TL GAN ─ ─ ─ ─ ￥233,000
（税込￥256,300） ─ ─

KS110TN ￥217,400
（税込￥239,140）

￥219,700
（税込￥241,670）

￥219,700
（税込￥241,670）

￥237,000
（税込￥260,700） ─ ￥234,700

（税込￥258,170）
￥234,700

（税込￥258,170）

KS110TN GAN ─ ─ ─ ─ ￥251,400
（税込￥276,540） ─ ─

1200型

KS120 ￥164,000
（税込￥180,400）

￥177,200
（税込￥194,920）

￥199,600
（税込￥219,560）

￥210,000
（税込￥231,000） ─ ￥204,200

（税込￥224,620）
￥216,300

（税込￥237,930）

KS120 GAN ─ ─ ─ ─ ￥226,100
（税込￥248,710） ─ ─

KS120X ￥164,000
（税込￥180,400）

￥177,200
（税込￥194,920）

￥200,200
（税込￥220,220）

￥209,400
（税込￥230,340） ─ ￥203,100

（税込￥223,410）
￥206,500

（税込￥227,150）

KS120X GAN ─ ─ ─ ─ ￥225,500
（税込￥248,050） ─ ─

KS120TL ￥203,100
（税込￥223,410）

￥212,800
（税込￥234,080）

￥229,500
（税込￥252,450）

￥234,700
（税込￥258,170） ─ ￥231,800

（税込￥254,980）
￥238,100

（税込￥261,910）

KS120TL GAN ─ ─ ─ ─ ￥251,400
（税込￥276,540） ─ ─

KS120TN ￥220,900
（税込￥242,990）

￥225,500
（税込￥248,050）

￥243,900
（税込￥268,290）

￥251,400
（税込￥276,540） ─ ￥261,100

（税込￥287,210）
￥260,000

（税込￥286,000）

KS120TN GAN ─ ─ ─ ─ ￥266,300
（税込￥292,930） ─ ─

KS120NL ￥189,800
（税込￥208,780）

￥199,000
（税込￥218,900）

￥208,800
（税込￥229,680）

￥211,700
（税込￥232,870） ─ ￥212,300

（税込￥233,530）
￥227,200

（税込￥249,920）

KS120NL GAN ─ ─ ─ ─ ￥227,800
（税込￥250,580） ─ ─

KS120SV ￥261,500
（税込￥287,650）

￥301,200
（税込￥331,320）

￥301,200
（税込￥331,320）

￥313,800
（税込￥345,180） ─ ￥313,800

（税込￥345,180）
￥329,900

（税込￥362,890）

1400型
KS140 ￥206,300

（税込￥226,930）
￥220,700

（税込￥242,770）
￥230,500

（税込￥253,550）
￥276,500

（税込￥304,150） ─ ￥246,000
（税込￥270,600）

￥258,100
（税込￥283,910）

KS140SV ￥315,600
（税込￥347,160）

￥331,700
（税込￥364,870）

￥331,700
（税込￥364,870）

￥350,100
（税込￥385,110） ─ ￥348,900

（税込￥383,790）
￥371,300

（税込￥408,430）

希望小売価格表
ステンレスバス

Sta in lessPrice list
S ta in lessPrice list

温水循環濾過殺菌装置（24時間バス）をお使いになる時のご注意
●温水循環濾過殺菌装置を使用されますと浴槽表面の荒れ、退色等の変化が早まる場合があ

りますので特にご注意ください。
●温水循環濾過殺菌装置をお使いになる場合は、温水循環濾過殺菌装置（24時間バス）対応の

表示をしている浴槽をお選びください。
●排水栓等ゴム部材の耐用年数が短かくなる場合がございます。

●表示希望小売価格は給湯式です。穴あけ加工費は￥3,000（税別）加算してください。
● は受注生産品です。通常在庫しておりませんので、納期についてはご相談ください。
● は限定商品です。在庫がなくなりしだい販売中止とさせていただきます。
●このカタログに記載の価格は本州を除く地域では変わることがあります。詳しくは、代理店

または取扱販売店までお問い合わせください。
●金属に影響を与える洗剤・薬剤の使用は避けてください。（例えば、塩素系の洗浄剤、漂白

剤、ヌメリ取り剤等）
●温泉水・井戸水等、水道関係法令に定める基準に適合しない水の使用は避けてください。

希
望
小
売
価
格
表

温水循環濾過殺菌装置（24時間バス）をお使いになる時のご注意
●温水循環濾過殺菌装置を使用されますと浴槽表面の荒れ、退色等の変化が早まる場合があ

りますので特にご注意ください。
●温水循環濾過殺菌装置をお使いになる場合は、温水循環濾過殺菌装置（24時間バス）対応の

表示をしている浴槽をお選びください。
●排水栓等ゴム部材の耐用年数が短かくなる場合がございます。

● は受注生産品です。通常在庫しておりませんので、納期についてはご相談ください。
● は限定商品です。在庫がなくなりしだい販売中止とさせていただきます。
●このカタログに記載の価格は本州を除く地域では変わることがあります。詳しくは、代理店

または取扱販売店までお問い合わせください。
●金属に影響を与える洗剤・薬剤の使用は避けてください。（例えば、塩素系の洗浄剤、漂白

剤、ヌメリ取り剤等）
●温泉水・井戸水等、水道関係法令に定める基準に適合しない水の使用は避けてください。

●KFPシリーズ�  

大きさ
仕様

カラー

1方全エプロン
2方全エプロン
固定タイプ

3方全エプロン
固定タイプ固定タイプ 簡易着脱タイプ ホールインワン仕様

簡易着脱タイプ
据置 据置 据置 据置 据置

型番 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 左排水 右排水 ―
5号 6号 5号D 6号D 5号D 6号D 9号 10号 13号

800型 KFP80

アイボリー

￥53,400
（税込￥58,740） ― ― ￥55,300

（税込￥60,830）
￥57,800

（税込￥63,580）

900型 KFP90 ― ― ― ￥67,800
（税込￥74,580）

￥69,900
（税込￥76,890）

1000型 KFP100 ― ￥70,800
（税込￥77,880） ― ― ―

1050型
KFP105 ― ￥73,700

（税込￥81,070） ― ― ￥78,300
（税込￥86,130）

KFP105 GH2 ― ― ￥76,000
（税込￥83,600） ― ―

1100型

KFP110 ― ￥76,000
（税込￥83,600） ― ― ―

KFP110 GH2 ― ― ￥78,100
（税込￥85,910） ― ―

KFP110T ― ￥80,000
（税込￥88,000） ― ― ―

KFP110T GH2 ― ― ￥82,200
（税込￥90,420） ― ―

1200型

KFP120 ― ￥89,000
（税込￥97,900） ― ― ―

KFP120 GH2 ― ― ￥91,100
（税込￥100,210） ― ―

KFP120T ― ￥93,000
（税込￥102,300） ― ― ―

KFP120T GH2 ― ― ￥95,200
（税込￥104,720） ― ―

1400型 KFP140 ― ￥145,300
（税込￥159,830） ― ― ―

FRPバス

Sta in lessPrice list
S ta in lessPrice list



※当カタログ記載のデザイン、仕様等は改良のため予告なしで変更することがあります。
※製品写真の色は印刷物のため、現物とは異なります。

このカタログは2022年12月現在のものです。

安全に関するご注意
●商品選定の際には、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。	 ●設置工事をされる場合は「施工説明書」を必ずお読みください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上お使いください。	 ●取扱いを誤りますと、故障や事故の恐れがあります。
●このカタログに載っていない商品や部品をお選びのときには、ご購入先にご相談ください。商品や部品によっては使用できないものがあります。

住 設 商 品 室	 〒108-0075	 東京都港区港南1丁目2番70号（品川シーズンテラス）	 TEL	03-5715-6740	 FAX	03-6692-1990
西日本住設商品室	 〒550-0002	 大阪市西区江戸堀1丁目9番1号（肥後橋センタービル）	 TEL	06-6131-4873	 FAX	06-6131-4876

ホーロー・住設商品営業部
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