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トイレカウンターTS  部材一覧／sオーダー／仕様
トイレ手洗い・収納

手洗いボール一体型カウンター 水栓金具 2連ペーパーホルダー（ワンハンドカット機能 ）

姿図

図はL：左ボール

326

95

94

＜取付穴＞φ28（手締め用）

品名 幅1200用 幅1650用 幅1800用 ハンドル式
手動単水栓（スワン型） 自動単水栓 2連ペーパーホルダー

品番 ＊CHC12CDHWKR(L) ＊CHC16CDHWKR(L) ＊CHC18CDHWKR(L) CHD9T15A CHD9T26U CHA25○

希望小売価格 77,000円
（税抜 70,000円）

82,500円
（税抜 75,000円）

88,000円
（税抜 80,000円） 16,500円（税抜 15,000円） 49,500円（税抜 45,000円） ホワイト 8,030円（税抜 7,300円）

シルバー 11,660円（税抜 10,600円）

仕様

●現場カットが可能です。
● ボール側のカウンター木口化粧は標準でBタイプです。
ボールと反対側は木口化粧されておりません。Bタイプの
木口化粧は、オープンにした場合に、木桟が見えてしまう
ため、必ず壁につけて施工してください。
●木口処理が必要な場合はsオーダー対応となります。

注）寒冷地仕様は品番末尾に7を付けてください。価格は同じ
　 （手動単水栓は一般地、寒冷地共通です）。
注）床給水の場合、品番末尾AをSにしてください
 　(自動単水栓は床給水・壁給水兼用です)。
注）床給水の場合、床までの直管は現場手配となります。
●ハンドル式手動単水栓（スワン型）の吐水口は左右に回転します
　（回転止めなどの角度規制はありません）。

●画像はP.141をご参照ください。
●ペーパーホルダーの単独での使用はできません。
　カウンターの下に取り付けてご使用ください。
●ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。
●使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、
　外径φ120mm以下、内径φ38mmです。
●ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

本体キャビネット フロアキャビネット 固定金具 排水トラップ タオル掛け
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品名 本体キャビネット
600

サイドオープン
タイプ150

カウンター
固定金具

金属製直管Sトラップ
（床排水用）

金属製Pトラップ
（壁排水用）

ボトルトラップ
（壁排水用）

樹脂製Pトラップ
（壁排水用） タオル掛け

品番 ＊CHC6FA1HWKK ＊CHC1FFHWK CHB2TL16 GHC910S GHC910P GHC910B GL903P GQCR53 

希望小売価格 61,600円
（税抜 56,000円）

20,900円
（税抜 19,000円）

4,840円
（税抜 4,400円）

8,690円
（税抜 7,900円）

8,690円
（税抜 7,900円）

23,320円
（税抜 21,200円）

2,970円
（税抜 2,700円）

6,050円
（税抜 5,500円）

仕様

取っ手仕様

アルミライン取っ手

●左右兼用
● 側面は化粧さ
れていません。
必ず壁に付け
て施工してくだ
さい。

● オープンスペー
ス1050mm
毎に1個必要
です。

●標準では樹脂製直管Sトラップ（床排水用）を同梱しています。
●ボトルトラップ（壁排水用）とPトラップ（壁排水用）は
   壁排水ですが、排水位置が異なりますのでご注意ください。　　　

CHC6FA1HWKKに取り付け可能です。

部材一覧

手洗いボール一体型カウンター ポリエステル系人造大理石 ボール容量3.5L
ボール深さ 最深部：105mm　最浅部：98mm

給水栓 ハンドル式手動単水栓（スワン型）（止水栓付）
自動単水栓（100V 消費電力：一般地用6W、寒冷地仕様9W）

キャビネット 木製（化粧パーチクルボード、化粧MDF）
扉 化粧パーチクルボード
排水管 樹脂製直管Sトラップ（封臭栓付）

仕様

品番の○にはWSホワイト、SVシルバーを入れてご注文ください。

（単位：mm）

1200・1650・1800

100

120

200

内容 カウンターの長さカット カウンター木口化粧 Aタイプ カウンター木口化粧 Bタイプ
可能部材 カウンター ボール逆側端面 ボール逆側端面

変更可能範囲・
条件

1200・1650・1800
600 カット範囲

ボールと反対側のカ
ウンター端部が壁に
接さない場合で、カウ
ンター下にキャビネッ
トがない場合。

ボールと反対側のカ
ウンター端部が壁に
接さない場合で、カウ
ンター下に本体キャ
ビネットがある場合。

sオーダー品番・
希望小売価格

CHC8X
6,380円（税抜 5,800円）

CHC8X
6,050円（税抜 5,500円）

納期 約15日

sオーダー

●ボール側のカウンター木口化粧は、標準でBタイプです（カウンター同質）。
●ボール逆側端面の木口化粧は樹脂シート仕上げ（シボ加工）です。
●オープンにする場合、Bタイプの木口化粧は木桟が見えてしまうため、ボール側は必ず壁に付けて施工してください。
　ボール逆側端面は、壁に付けて施工していただくか、Aタイプの木口化粧にしてください。

143

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ
アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリー

ストール
小便器

温水
洗浄便座

FUNレスト
テーブルα

設計
資料編

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

ご購入前に
●  このカタログに掲載の商品は、すべて一般住宅用の屋内用で
す。屋外、屋側、および浴室内部など、水のかかる場所・湿気の多
い場所には設置できません。また、水洗い掃除できる床には設置
できません。仕様用途や場所などが限定されています。また、専門
施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。ご
購入にあたっては、販売店または専門施工店にご相談ください。

●  使用可能な温度は0℃～40℃となります。ただし、室温が30℃を
超えると人体検知しにくい場合があります。

●  直射日光や殺菌灯投光機やダウンライトの光があたる場所での
ご使用は、褪色やそりの原因になりますのでお避けください。

●  機能を維持するために必要な部品は、製造打ち切り後、最低7年
間保有しております。

●  手洗器のボールの外観には、成形による凹みや段差が発生します。
●  樹脂成形品は、使用環境や使用期間により、変色する場合があ
ります。

●  水質、水温などによって、手洗器のボール内に微生物による汚れ
（ピンク色などの汚れ）が発生する場合があります。
●  吐止水用カートリッジは消耗部品です。定期的な交換が必要で
す。止水不良や水漏れや吐水量の減少の原因となります。

●  直射日光が直接センサー部に当たると自動水栓が作動しない場
合があります。

●  インバータ照明をご使用されている場合、トイレの環境条件により
トイレの自動水栓のセンサーが誤作動することがあります。購入
前に特殊な照明のご使用有無を必ずご確認ください。

●  商品の前方に窓ガラスや鏡などの反射物が設置されていると誤
作動する場合があります。

●  手洗器のボールやカウンターや扉の表面に生じた傷や打こんは
補修することができません。

使用上のご注意
●  清掃するとき、シンナー・ベンジン等の有機溶剤、強酸、強アルカ
リ性洗剤やトイレ洗剤は使用しないでください。トイレ用洗剤や毛
染液、化粧品（特に除光液）、殺虫剤、液体うがい薬等が付着し
た場合は、すぐに水か台所用中性洗剤を薄めたものでふき取って
ください。表面がおかされたり、変色、扉、キャビネットの扉ヒンジ部
の破損のおそれがあります。

●  研磨剤入りの洗剤、汚れた布、硬い布、ナイロンタワシなどは使わ
ないでください。傷がついてとれなくなります。

●  異常高温の状態にならないようにしてください。ハロゲンヒーター
などの暖房器具を近づけないでください。

●  アルコール分を含む消臭剤や芳香剤を使用しないでください。商
品が破損してけがをしたり水漏れの原因となったりします。

●  手洗器のボール内に造花等の飾り物を置かないでください。排水
の妨げになります。

●  洗い方や水圧によっては、周囲に水が飛び散る場合があります。
●  便器洗浄時やその他、浴室や台所で水を使用している場合、手
洗の水量が少なくなる場合があります。

●  手洗器のボールに熱湯を注いだり、衝撃を与えたりしないでくださ
い。ボールが破損することがあります。

●  キャビネットや扉に、水、熱湯、汚水、トイレ用洗剤をかけないでくだ
さい。商品の故障や変色、割れのおそれがあります。水などの液
体がかかったときは、すぐにふき取ってください。基材に木質素材
を使用しているため、水分によって、腐食や膨潤するおそれがあり
ます。

●  乾いたタオルを掛けてください。基材に木質素材を使用しておりま
す。水分を含むと腐食や膨潤や面材のはがれがおこる場合があ
ります。

●  カウンターの耐荷重は392N｛40kgf｝です。
●  直射日光が商品に当たる場合、カーテンなどを使用してください。
商品の誤作動、変色、変形等のおそれがあります。

●  寒冷地地区でのご使用の場合、凍結には十分にご注意くださ
い。凍結破損で漏水し、家財等を濡らす原因となります。

●  ミラーに水などの液体がかかった時はすぐにふき取ってください。
鏡が腐食するおそれがあります。

●  水抜き機構は装備しておりません。凍結のおそれのある場合は取
扱説明書に従い水抜き等の凍結防止処理を施してください。

●  自動水栓・連動水栓のコントローラ（制御BOX）には電気回路が
組み込まれています。コントローラ部および配線部が水・液体など
で濡れている状態では使用しないでください。また、配線部を引っ
張らないでください。感電や発火のおそれがあります。

●  定期的に給排水管から水が漏れていないかをご確認ください。水
漏れにより家財に損害をあたえるおそれがあります。

■アラウーノカウンター
＜リモコン＞
●  リモコン発信部に物を置かないでください。

■アラウーノ専用手洗い
＜キャビネットタイプ＞
●  キャビネットに背板はありません。

＜背面タイプ＞
●  収納の扉は、便ふたを閉じた状態で開閉してください。また、便ふた
オート開閉タイプのアラウーノを設置する場合、利用時以外は収
納の扉を閉じてください。扉と便ふたが干渉するおそれがあります。

●  手を洗う際は、アームレストをはね上げて手洗いを使用されること
をおすすめします。

●  キャビネットに背板はありません。

手洗いシリーズ Q＆A／ご注意

スイッチ操作で水を出したときでも、自動で水が止まるようにできるの？
初期設定では、1 分後に自動で水が止まるようになっています。
連動時と同じ時間（7・20・35 秒）で水を止める設定への変更も可能です。

Q
A
手洗いの水が出るタイミングが合わない。変更できるの？
便器洗浄と同時に手洗いの水が出るため、便器側で、自動便器洗浄の時間設定を変更することで合わせることが可能です。
初期設定は10 秒で、5 秒、15 秒に変更できます。

Q
A
座った状態で便器洗浄したときも水が出てもったいないのですが。
着座時に便器洗浄ボタンを押しても連動しない設定に変更が可能です。
その場合、着座時でもスイッチ操作で水を出すことは可能です。

Q
A

ご購入前に確認いただきたいこと/使用上の注意
手洗いシリーズ

1.アラウーノ専用手洗い　連動水栓について




