
〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年)
BC0シリーズ 1975～1979 〇形態

    ・床ハーフ
    ・浴槽のみ
〇サイズ
   ・1216（和）
   ・1116（洋）

BC3シリーズ 1973～1979 〇形態
    ・床ハーフ
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
〇サイズ
    ・1014
    ・1116
    ・1216

BD3シリーズ 1976～1979

-

〇形態
    ・床ハーフ
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
    ・高級タイプ

LC0シリーズ 1989～1995 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216
    ・ 1218
    ・ 1616

GE０，GP０,
GS0シリーズ

1985～1997

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

BH0シリーズ 1979～1980 〇形態
   ・床ハーフ
   ・浴槽のみ
〇サイズ
   ・1116

BH3シリーズ 1979～1980 〇形態
    ・床ハーフ
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
〇サイズ
    ・1014
    ・1116
    ・1216

外観イメージ・商品情報

修理サービス終了商品　　バスルーム：マンション・アパート向けバスルーム



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
NBH0シリーズ
NBH3シリーズ

1976～1979 形態
    ・床ハーフ
    ・NBH0 浴槽のみ NBH3 浴槽・トイレ・洗面のユニット
    ・BH０，３シリーズの設計変更モデル(床パンプレス化）
〇サイズ
    ・1014
    ・1116
    ・1216

HE0シリーズ 1983～1987 〇形態
   ・床ハーフ
   ・浴槽のみ
〇サイズ
   ・0816
   ・1014
   ・1116
   ・1216

HE1シリーズ 1984～2001 〇形態
    ・床ハーフ
    ・浴槽、トイレのユニット
〇サイズ
    ・1014

HE２シリーズ 1976～1979 〇形態
    ・床ハーフ
    ・浴槽、洗面のユニット
〇サイズ
    ・1014

HE3シリーズ 1983～1997 〇形態
   ・床ハーフ
   ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
〇サイズ
   ・1014

HP3シリーズ 1986～1997 〇形態
    ・床ハーフ
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
〇サイズ
    ・1014
    ・1116
    ・1216

BE0シリーズ 1973～1978

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

BE3シリーズ 1973～1978

-

〇形態
   ・床パン
   ・浴槽・トイレ・洗面のユニット



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
NBE0,3シリーズ 1977～1978

-

〇形態
    ・床パン
    ・BE0,3シリーズの設計変更モデル
〇サイズ
    ・1116

BA０シリーズ 1978～1980 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ
〇サイズ
    ・1116(和) (洋)
    ・1216(和) (洋)
    ・1218(洋)

BA1シリーズ 1978～1980 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽、トイレのユニット
〇サイズ
    ・1116
   ・ 1216

BA２シリーズ 1978～1980 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽、洗面のユニット
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216

BA3シリーズ 1978～1980 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216
    ・ 1218
    ・ 1418

BG3シリーズ 1978～1980 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216
    ・ 1218
    ・ 1418

NBA０,1,2,3
NBG3シリーズ

1977～1978 〇形態
    ・床パン
    ・BA0,1,2,3、BG3シリーズの設計変更モデル



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
BP3シリーズ 1989～1991

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

SP3シリーズ 1973～1978

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット

FC0シリーズ 1984～1986

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

FD０シリーズ 1985～1990 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽
〇サイズ
    ・ 1218
    ・ 1418

FD3シリーズ 1983～1991 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット

FS0シリーズ 1989～1990 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216

FS3シリーズ 1976～1979 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽・トイレ・洗面のユニット
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216

LC0シリーズ 1989～1995 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216
    ・ 1218
    ・ 1616



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
LD0シリーズ 1989～1995

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

GS０シリーズ 1985～1997

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

LC0シリーズ 1989～1995 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ
〇サイズ
    ・ 1116
    ・ 1216
    ・ 1218
    ・ 1616

LD0シリーズ 1989～1995

-

〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

GE０，GP０,
GS0シリーズ

1985～1997 〇形態
    ・床パン
    ・浴槽のみ

トイレユニット
BLユニット

1973～1993

-

〇対象シリーズ
    ・TH,TA,TE,BJE,BLA,BLF,BLFG

SU1014Bタイプ 1987~1990 〇形態
　　・松下製で天井点検口が四角
　　・浴槽のみのベーシックタイプ
　　・水栓MYM(シャワーヘッド長方形)
　　・照明が浴槽側パネルに取付
〇サイズ
   ・1014



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
SUA1014Bタイプ 1990~1995 〇形態

　　・松下製で天井点検口が四角
　　・浴槽のみのベーシックタイプ
　　・水栓MYM(シャワーヘッド丸形)
　　・照明がシャワーフックパネルに取付
〇サイズ
   ・1014

SU1116Bタイプ 1987~1990 〇形態
　　・松下製で天井点検口が四角
　　・パネルセンターの継ぎ方　センターパッキン使用
　　・水栓KVK　吐水口の先端断熱キャップ(白)有
　　・照明位置　浴槽側パネルに取付
〇サイズ
   ・1116

SUA1116Bタイプ 1990~1995 〇形態
　　・松下製で天井点検口が四角
　　・パネルセンターの継ぎ方　コーキング処理
　　・水栓KVK　吐水口の先端断熱キャップ　無
　　・照明位置　シャワーフックパネルに取付
〇サイズ
   ・1116

SU1116Nタイプ 1987~1990 〇形態
　　・パネルセンターの継ぎ方　センターパッキン使用
　　・収納パネル付き(鏡の横に棚)
　　・水栓KVK　吐水口の先端断熱キャップ　無
〇サイズ
   ・1116、1216

SUA1116Nタイプ 1990~1995 〇形態
　　・パネルセンターの継ぎ方　コーキング処理
　　・鏡の横に棚なし
　　・水栓KVK　吐水口の先端断熱キャップ　無
〇サイズ
   ・1116、1216

SU1014Mタイプ 1987~1990 〇形態
　　・浴槽、洗面のユニット
　　・洗面器　JANIS製(L422)
　　・水栓MYM　シャワーヘッド　長方形
〇サイズ
   ・1014

SUA1014Mタイプ 1990~1995 〇形態
　　・浴槽、洗面のユニット
　　・洗面器　HOKUYO製
　　・水栓MYM　シャワーヘッド　丸形
〇サイズ
   ・1014

SU1116Mタイプ 1987~1990 〇形態
　　・浴槽、洗面のユニット
　　・パネルセンターの継ぎ方　センターパッキン使用
　　・洗面器　JANIS製
　　・水栓KVK　吐水口の先端に白い断熱キャップ有
〇サイズ
   ・1116、1216



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
SUA1116Mタイプ 1990~1995 〇形態

　　・浴槽、洗面のユニット
　　・パネルセンターの継ぎ方　コーキング処理
　　・洗面器　HOKUYO製
　　・水栓MYM　吐水口の先端に白い断熱キャップ無
〇サイズ
   ・1116、1216

SU1014Sタイプ 1987~1990 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット
　　・便器(C710)・ロータンク・洗面器(L422)　JANIS製
　　・水栓MYM　シャワーヘッド長方形
〇サイズ
   ・1014

SUA1014Sタイプ 1990~1995 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット
　　・便器・ロータンク・洗面器　HOKUYO製　※便器マーク入り
　　・水栓MYM　シャワーヘッド丸形
〇サイズ
   ・1014

SU1116Sタイプ 1987~1990 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット
　　・パネルセンターの継ぎ方　センターパッキン使用
　　・便器(C710)・ロータンク・洗面器(L422)　JANIS製
　　・水栓KVK　吐水口の先端に白い断熱キャップ有
〇サイズ
   ・1116、1216

SUA1116Sタイプ 1990~1995 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット
　　・パネルセンターの継ぎ方　コーキング処理
　　・便器・ロータンク・洗面器　HOKUYO製　※便器マーク入り
　　・水栓KVK　吐水口の先端に白い断熱キャップ無
〇サイズ
   ・1116、1216

SU1116Eタイプ
(洗面カウンター付)

1987~1990 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット
　　・パネルセンターの継ぎ方　センターパッキン使用
　　・便器(C710)　JANIS製
　　・水栓KVK　吐水口の先端に白い断熱キャップ有
〇サイズ
   ・1116、1216

SUA1116Eタイプ
(洗面カウンター付)

1990~1995 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット
　　・パネルセンターの継ぎ方　コーキング処理
　　・便器　HOKUYO製（マーク入り)
　　・水栓KVK　吐水口の先端に白い断熱キャップ無
〇サイズ
   ・1116、1216

SU-1116(1216)
Cタイプ、Dタイプ

1984~1986 〇形態
    ・品番1116(1216)XWL(R）であれば床はこのタイプ
　　・床カラー　アイボリー、ベージュ、ブラウン
　　・浴槽横のカウンターに水栓取り付
　　・水栓KVK
〇サイズ
   ・1116、1216



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
SU-1116(1216)
R．Vタイプ

1984~1986 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット、カウンタータイプ(V)の3点セット
    ・床カラー　アイボリー、ベージュ
　　・水栓KVK
〇サイズ
   ・1116、1216

SU-1116(1216)
BPIA

1980~1982 〇形態
　　・床カラー　アイボリー、洗い場模様　小判形状
    ・排水蓋の横に洗面置台有
    ・水栓KVK
〇サイズ
    ・1116、1216

SU-1116(1216)
BPW(T)

1982~1985 〇形態
　　・床カラー　アイボリー、ブラウン　洗い場模様　小判形状
　　・排水蓋の横に洗面置台有
　　・水栓KVK
〇サイズ
    ・ 1116、1216

SU-1116(1216)
(1317)GETW

1982~1984 〇形態
　　・床カラー　アイボリー、ブラウン　洗い場模様　小判形状
　　・排水蓋の横に洗面置台有
　　・水栓KVK
〇サイズ
    ・ 1116、1216、1317

SU-〇〇〇〇SPL
タイプ

1981~1984 〇形態
　　・浴槽と洗面器が1体成型、便器付。
　　・洗面器下に大きな点検口あり。
　　 点検口品番：1014サイズ　KJY034XAA
 　 　 　　　　　　　　 1116　1216　1218　KPY025YBA
　　・水栓KVK
〇サイズ
    ・1014、1116、1216、1218

SU-1116BPNA
水栓壁付タイプ

1978~1981 〇形態
　　・床カラー　アイボリー
　　・洗い場模様　直径103mmの丸
　　・浴槽から洗い場に三角のカウンター有　その下に点検口
　　・水栓KVK　壁付タイプ
〇サイズ
    ・1116

SU-1116BPNA
水栓台付タイプ

1978~1981 〇形態
　　・床カラー　アイボリー
　　・洗い場模様　直径103mmの丸
　　・浴槽から洗い場に三角のカウンター有　その下に点検口
　　・水栓KVK　水栓台付タイプ
〇サイズ
    ・1116、1317



〇サイズ：1216=内径の幅120cm×内径の奥行160cm(規格の目安標記になります)

シリーズ 販売時期(年) 外観イメージ・商品情報
SU-1317タイプ 1987~1993 〇形態

　　・床　洗い場模様　直径103mmの丸
　　・1978~1981年のタイプと似ているが、ドア、パネルの高さが違う
　　・浴槽から洗い場に三角のカウンター有　その下に点検口
　　・品番：SU-1317BE、SU-1317NEにわかれる
〇サイズ
    ・1317

SU-1218タイプ 1987~1993 〇形態
　　・浴槽・トイレ・洗面のユニット
　　・1978~1981年のタイプと似ているが、ドア、パネルの高さが違う
　　・品番：SU-1218SPE、SU-1218SCEにわかれる
〇サイズ
    ・1218

SU-1616BKタイプ 1981~1992 〇形態
　　・床カラー　アイボリー、ブラウン
　　・浴槽が五角形
　　・水栓TOTO製
〇サイズ
    ・1616
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