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2017-2018
NEW Products

Dornbracht
VAIA P02-05

between
traditional
elegance

and
contemporary

cool

P06-07 harmonious contrasts
P08-09 new finish Metalic Dark Iron

P12-13 timeless beauty stainless
P14-15 new standard matt black
P16 acrylic mirror

P10-11 individual style statement



2

リンドン・ネリとロザンナ・フーの二人からなる
デザインユニット。建築、プロダクト、インテリア、
グラフィック等、活躍の場は広く、華々しい受賞
歴の数々から注目があつまり、世界を股にかけて
活躍。異文化、社会的課題への理解と、徹底的な
リサーチに基づいたデザインを行う。
「ポルトローナ・フラウ」や「デ・ラ・エスパー
ダ」といった世界的ブランドとの協働では、上質
な素材を駆使して現代の中国社会と西洋が融合
したプロダクトを提案し、高評価を得る。2014
年Wallpaper Magazine デザイナー･オブ･ザ･イ
ヤー受賞。2013年U.Sインテリア・デザイン殿
堂入りを果たす。

プラチナマット仕上げと、大理石・コンクリート・真鍮・陶器・オーク材・ウー
ルなどを用い、静寂と寛ぎが織り成すバランスを表現。伝統的な東洋建築の要素
と組み合せる事により、新たな美と癒しを生み出した。

HEALING
EFFECTS

Neri&Hu Design and Research Office
ネリ＆フー デザイン・アンド・リサーチ

VAIA
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Create a new balance
時代の文化や背景などを取り込んだ形を具現化し、暮らしを演出

するDornbracht（ドンブラハ）。新シリーズVAIA（ヴァイア）発

表にあたり新たな試みとして、同社は2名の著名デザイナーを起

用。さまざまな素材とのコーディネートを提案した。

Rafael de Cárdenas
ラファエル・デ・カルデナス ：建築家

1974年ニューヨーク・マンハッタン生まれ。
ロードアイランド･スクールオブデザインにて
ファッションを学び、1996年よりカルバン・ク
ラインのメンズウェアデザイナーを3年務める。

1999年UCLA修士課程にて建築を学び、教官を
務めていた建築家兼アーティストのグレッグ・リ
ンの目に留まり、協働で世界貿易センタービル跡
地のコンペに参加、高い評価を得る。2006年アー
キテクチャー・アット・ラージを設立。NIKEバ
ワリースタジアム、バーニーズのウィンドーディ
スプレイ、バカラの旗艦店等の商業空間デザイン、
インテリアや家具、住宅など幅広いデザインを手
がける。

ダークプラチナマット仕上げと、レンガ・大理石・スモークドグラス・オーク材・
レザー・苔など、異素材との象徴的なコントラストと融合により、伝統と革新
を再現。建築と自然に境界を設けず、廻りあわせることにより、時の移り変わ
りを感じる流麗な空間を創り出した。

FROM PAST 
TO
PRESENT
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あらゆる要素を交えることにより生み出されるデザイ
ンの化学反応。VAIA（ヴァイア）は、天然石や木材を
使用したカウンターや壁、さまざまな素材や質感との
融合によりその表情を変え、ジャンルにとらわれない
コーディネートの可能性を感じさせてくれる。

既成概念を覆す
新たなイコノグラフィー
単なる実用品であった蛇口に、初めて「デザイン」という付加価値を
つけたドンブラハ社。独自のデザイン原則 ５Ps： Proportion（比
率）、Precison（精 度）、Progressive（革 新）、Personality（個 性）、
Performance（性 能）により創り出される逸品は、水まわりに必要な
機能をもたらすと共に、洗練された上質な空間をもたらしてくれる。

新シリーズVAIA（ヴァイア）は、クラシックとコンテンポラリーとい
う相反するデザインをバランスよく融合させたフォルムと、シャープ
な印象の中にもどこかオリエンタルで温かみのある、絶妙な雰囲気が
漂う新色ダークプラチナマット仕上げが特徴。

柔らかな輪郭を備えた円錐型のボディから先端へとスマートに流れる
吐水口。伝統的な形状を現代的な印象へと進化させたクロスハンドル。
伸びやかで主張しすぎない形状のレバーハンドル。それらは、空間に
閑雅な雰囲気を漂わせると共に、現代的な印象を与える。

Dornbracht
VAIA
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品名 １穴型シングルレバー洗面用混合栓
品番 33.500.809.00（167mm）
価格 ¥211,700（税込 ¥228,636）

 ※ポップアップ機能付

品番 33.521.809.00（167mm）
価格 ¥195,300（税込 ¥210,924）

 ※ポップアップ機能なし

品名 １穴型シングルレバー洗面用混合栓
品番 33.534.809.00（201mm）
価格 ¥274,600（税込¥296,568）

 ※ポップアップ機能なし

品名 ３穴型２バルブ洗面用混合栓
品番 20.713.809.00（168mm）JWWA
価格 ¥324,300（税込¥350,244）

 ※ポップアップ機能付

品名 壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓
品番 36.812.809.00（190mm）
 ＋35.806.970.90（埋込部）JWWA
価格 ¥276,400（税込¥298,512）

品名 壁埋込型2バルブ洗面用混合栓
品番 36.712.809.00（190mm）
 ＋35.707.970.90（埋込部）JWWA
価格 ¥302,000（税込¥326,160）

品名 デッキ型バスシャワーセット（1/2"）
品番 27.532.809.00
価格 ¥533,200（税込¥575,856）

品名 壁埋込型サーモスタット
 （3バルブ止水機能付）
品番 36.416.979.00
 ＋36.310.809.00（×3）（バルブ）
 ＋35.546.970.90（埋込部）JWWA
価格 ¥736,400（税込¥795,312）

品名 壁埋込型バルブ（1/2"）
品番 36.310.809.00
  ＋35.622.970.90（埋込部）JWWA
価格 ¥80,000（税込¥86,400）

品名 壁出レインシャワーヘッド
品番 28.649.970.00（φ220）
価格 ¥224,300（税込¥242,244）

品名 スライドバー付
 ハンドシャワーセット
品番 26.403.809.00
 ホース　1700mm
価格 ¥227,800（税込¥246,024）

品名 シャワー取り出し口
品番 28.450.809.00
価格 ¥31,300（税込¥33,804）

品名 タオル掛
品番 83.060.809.00
価格 ¥93,600（税込¥101,088）

品名 タオル掛
品番 83.030.809.00
価格 ¥86,800（税込¥93,744）

品名 ペーパーホルダー
品番 83.510.809.00
価格 ¥70,800（税込¥76,464）

品名 予備ホルダー
品番 83.590.809.00
価格 ¥54,800（税込¥59,184）

洗面用水栓

バス&シャワー用アイテム

アクセサリー

闇をとらえ
粛として放たれる
神秘的な黒。
｢宝石のように美しい｣と評される水栓金具のトッ
プブランドDornbracht（ドンブラハ）。2017年 
新シリーズVAIA（ヴァイア）のために開発された
新色ダークプラチナマットは、奥行きのある艶や
かなその色合いと味わい深い仕上げが特徴。無機
質になりがちな水栓金具に、色の選択肢を加える
事で、｢個性｣を表現する新たな機会をもたらして
くれる。

Dark Platinum Matt

Chrome

Color variation
Dark Platinum Matt ダークプラチナマット（99） ※2018年3月発売
Platinum Matt プラチナマット（06） ※2017年10月発売
Chrome クローム（00） ※2017年10月発売

材質　真鍮
仕上　クロムメッキ
納期　約2ヶ月

2018年
3月発売

2 0 1 7年
10月発売
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品名　置き型手洗器
品番　SB.CO375
H 115 φ375

価格　¥150,000（税込¥162,000）
材質　鋼板
仕上　ホーロー
※目皿カバー付(欧州仕様)
※オーバーフローなし

Design File:1

Scopio 2018年4月発売

SB.CO375 Inspiration
Telescope（望遠鏡）から発想を得た、ドイツAlape（アラペ社）の新作Scopio（スコーピオ）は、
テーパーがついた外観と、丸みを帯びたボウル内の柔軟で鮮やかなフォルムが特徴。従来の手洗
器の形状を現代的に再構築することに挑み作り出されたスコーピオ。その凛とした佇まいは、隠
棲的で透明感のある趣を湛える。

ヨーロッパで最も有名な総合デザイ
ン事務所のひとつ、ジーガー・デザ
イン。80年代より、ドンブラハ、ア
ラペ社との協働により、バスルーム
デザインに新風を吹き込む。機能と
デザインにおいて妥協を許さない独
創的な作品の数々は、歴史を刻むと
共に進化し、人々を魅了し続ける。

ジーガ・デザインの創設者ディータ･ジーガの二人の息子
経営専門家：クリスチャン（右）、
デザイナー：マイケル（左）

NEW

Sieger design
ジーガー･デザイン
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品名　置き型手洗器
品番　AB.SO450.1-BC
H 119 φ450

価格　¥198,000（税込¥213,840）
材質　鋼板
仕上　外側：マットブラック
 内側：ホワイト
※目皿カバー付（欧州仕様）
※オーバーフローなし

Bicolor 2018年4月発売

AB.SO450.1-BC

Design File:2

エッジが効いた白と黒のコントラストが美しい、二色
使いのBicolor（バイカラー）。φ450のゆったりとし
たサイズは、カウンターも汚れにくい大きさで、使い
勝手も良い。 ボウルの内側はAlape社（アラペ）特有の
艶感に富んだ美しい白により、スペースを透明感のあ
る佇まいへ。外側のマットブラックは、トレンドの木
や石などのインテリア素材それぞれの存在を妨げるこ
となく全体を調和へと導く。
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Design File:3

Metallic
Dark Iron
2018年4月発売

SB.K360.DI

Alape（アラペ社）のロングセラーの
1つ皿型手洗器に、マットグレー、
マットブラックに続き、メタリック
ダークアイアン色が新たに登場。無
彩色で光沢のある落ち着いた表面
は、光や壁面、カウンターなどの景
色を取り込み、多彩に表情を変え空
間と共鳴する。

品名　置き型手洗器
品番　SB.K360.DI
H 130 φ360

価格　¥168,000（税込¥181,440）
材質　鋼板
仕上　ダークアイアン
※目皿カバー付（欧州仕様）
※オーバーフローなし

Die warme, metallische Veredelung unserer 
neuen Oberfläsche Dark Iron reflektiert die 
umgebenden Materialien und fügt sich so in 
jedes Badezimmer ein.
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2 3

4 5

6 7

1

他素材の製品と比較し、非常に軽量
なホーローは、１プロジェクトあた
りの人員・時間・輸送コストも削減

金属にガラスの釉薬を焼きつける
ホーローは、耐熱性、耐久性、耐薬
品性、耐摩耗性や耐衝撃性に優れ、
省メンテナンス

1896

1930
バケツシンク発売

1980
ヨーロッパ屈指の独・デザイナー
DieterSiger（ディータ・ジーガー）と
初のコラボレーションにより、工業デ
ザインに新風を巻き起こす

2001
水栓金具メーカー
ドンブラハと合併

1970
世界初のホーロー製洗面器、
EW3発売

2009
従来活用されていなかった、
手洗器の中空間部に機能を
もたらす

最大公差±1mmの高い寸法精度を
誇る。施工条件に沿った、自由度の
高い独自の工法を確立

リサイクル材として汎用性の高
い鋼を主原料とし、強化チタン、
低炭素鋼を使用。カドミウム、鉛、
化学溶剤などの有害物質を含ま
ない環境に優しい生産プロセス
を実現

汚れの粒子や、微生物を蓄積しない
細孔のない硬質な表面仕上げは、衛
生的。オプションで、抗菌表面仕上
げも選択可能

僅か1.5～3mmの極薄な特殊鋼板に
より形成される製品は、セラミック
製の手洗器と比較し、約4倍も軽量

Adolf Lamprecht
（アドルフ･ランプレヒト）によりドイ
ツPenig（ペーニッヒ）にて創業
創業者の頭文字をとりAlape社と命
名された

革新的な理想の空間を創造す
るAlape（アラペ社）の製造メ
ソッド

1. 2. 3. 特殊鋼をプレス。レーザーで
精密に切り取り、角を研磨。表面を
滑らかに仕上げる。
4. 5. 表面に釉薬しスムースな表面仕
上げを確認。トリプルグレイズ。釉
薬を3回施し、焼きつける。6. 約830
度の熱で焼成。化学反応が起こり、
銅と釉薬が融合し、硬質で滑らかな
表面に仕上げる。7.有資格技術者、
専門家の管理の元生産され、品質検
査に合格した製品だけが世界各国に
輸出される。

Behind 
the 
Scenes

Environment+/-1mm
precision

Anti
bacteria

Impact
and
Scratch resistant

Glassed Steel
VS
Ceramic

History

Lightness

glassed
steel

ceramic
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MEMENTO 2.0
メメント2.0 2018年4月発売

一貫した直線によるエレガンスを湛えた上質なデザインに、ビレ
ロイ＆ボッホの美学が漂う逸品、MEMENTO2.0が登場。昨今
主流のミニマルデザインとは一線を画すシンプルな中にも温もり
を感じさせるデザインが特徴の洗面器。独自の新素材チタンセラ
ムにより陶磁器では実現する事ができなかった｢薄さ｣を可能にし
た。ワイド600ｍｍとゆったりとしたサイズは、住宅の洗面器と
しても使い勝手が良い。主張をおさえたニュートラルなデザイン
は、様々なテイストの空間に溶け込み、住まい手の個性を表現し
てくれる。

品名　置き型手洗器
品番　4A07.60.01
W 600　H 140　D 420

価格　¥130,000（税込¥140,400）
材質　チタンセラム
仕上　ホワイトアルペン色
※オーバーフロー付
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INNOVATIVE
TITANCERAM 
MATERIAL

TitanCeram :チタンセラム
長石、クオーツ、粘土、二酸化チタンなどの天然原材料を調合する
ことにより生まれた特殊化合素材。硬質で耐久性に優れ、汚れもつ
きにくく、清掃性に富む。

高品質・プレミアムデザインを実現するため、ドイツのマイス
ター精神が創りだした革新的な素材チタンセラム。従来のセラ
ミック素材と比較し、収縮率が低いチタンセラムは寸法精度を
向上。陶磁器では表現する事が難しかった ｢明確なエッジ｣ と
｢薄さ｣ を再現。デザインの自由度を広げた。

Artis
アルティス

重厚感のあるボディから、軽やかな輪郭へと変化するフォルム。
普遍的な美しい｢円｣と、｢正方形｣の手洗器は、空間を洗練された
印象に仕上げる。

Villeroy&Boch（ビレロイ＆ボッホ）
創業1748年。ヨーロッパ最古の伝統と格式をもつ陶磁器メーカー。飾り物としての陶磁器はなく、機能や品質、デザイン性に優
れ、日常で長く使えることを目指してきた製品は、手作りの温もりと優しさを大切にするドイツのマイスター精神を今に受け継ぐ。
｢One Brand. No Limits’=枠にとらわれず、人と時代がもとめる様々なスタイルを提案していく｣という信念の基に築き上げられ
た様々なスタイルは、クラシック、カントリー、カジュアル、そして21世紀を象徴するコンテンポラリーに至る。伝統に甘んじる
事なく、既成概念にとらわれることのないヨーロッパの歴史と美意識が融合したデザインは、生活空間に優雅な時をもたらす。

Blue Responsibility ー 限られた水資源を次世代に残す ー
2010年より、継続的に環境問題へ取り組むため、独・サニタリーメーカー26社が中心となり、商品開発の段階からコンセプトを
反映させる試みがスタート。ヨーロッパを代表する陶磁器メーカーであるビレロイ＆ボッホも、ユーザーの一人ひとりが｢水の大
切さ｣を感じ、スタイリッシュなバスライフを過ごせるような商品の提案を続ける。

品名　置き型手洗器
品番　4179.43.01
H125　φ430

価格　¥133,000（税込¥143,640）

材質　チタンセラム
仕上　ホワイトアルペン色
※オーバーフローなし
※専用排水金具

品名　置き型手洗器
品番　4178.43.01
W 410　H 125　D 410

価格　¥129,000（税込¥139,320）
材質　チタンセラム
仕上　ホワイトアルペン色
※オーバーフローなし
※専用排水金具
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4600 series

普遍的な美しさが存在する
ステンレス製の
バスルームアクセサリー
バスルームや洗面室、水まわりは毎日使い、住宅設備の中でも最も肌に触れるもの。
だからこそ、ライフスタイルや家族構成、趣向を反映させ、使い勝手や清掃性を
考慮して選びたい。ロングセラーである、オリジナルのホテル向けアクセサリー
をリデザインした「4600シリーズ」。使うほどに上質感と愛着を感じさせるステ
ンレス製のバスルームアクセサリーがスタイリッシュに空間を彩る。

Towel bar タオル掛
サイズバリエーション　L 450/600/800　D61 φ19
R4603-450　¥17,000（税込¥18,360）
R4603-600　¥23,500（税込¥25,380）
R4603-800　¥28,800（税込¥31,104）

Shelf タオル棚
サイズバリエーション L 400/500　D211.5 φ19
R4605-400　¥28,000（税込¥30,240）
R4605-500　¥29,000（税込¥31,320）

Grab bar ニギリバー
サイズバリエーション　I型　600/800/1000　L型　700x500 φ32
※マットブラック仕様は、I型600のみ対応。
R4607-600 ¥26,900（税込¥29,052）
R4607-600MB ¥32,500（税込¥35,100）
R4607-800 ¥29,000（税込¥31,320）
R4607-1000 ¥36,000（税込¥38,880）
R4607L/R-700x500 ¥95,300（税込¥102,924）

Hook フック
R4601-S ¥3,600（税込¥3,888）　D35 φ16
R4601-M ¥4,600（税込¥4,968）　D70 φ20

Showerbooth Handle ガラス扉用取っ手セット
R4608 ¥64,800（税込¥69,984）　W600 L600 φ32
  ガラス厚 10ｍｍ仕様

※タオル掛、タオル棚、ニギリバーは、ご注文時にネジタイプAまたはBをご指定ください。
　A＝六角タッピンネジ （6mm）　躯体：コンクリート下地等
　B＝タッピンネジ （4mm）　躯体：木材等

Line Up 材質　ステンレス
仕上　研磨
※浴室内対応可
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毎日使える安心のステンレス
バリエーションが豊富だから
もっと水まわりが面白くなる

1 タオルスタンド RH4703　 W772 H840 D202 ¥50,000（税込¥54,000）

2 タオルパーテーション RH4713　 W900（外寸） H840 ¥42,000（税込¥45,360）

3 ペーパースタンド RH4705　 W310 H700 D160　 ¥50,000（税込¥54,000）

4 ペーパーストック RH4715　 H371 φ132　 ¥ 9,700（税込¥10,476）

5 ペーパーホルダー R9315　 W141 D88　 ¥ 5,500（税込¥5,940）

6 予備ペーパーホルダー R9136　 W60 H118 D60　 ¥ 4,950（税込¥5,346）

7 2連ペーパーホルダー R9305-2　 W281 H88　 ¥11,900（税込¥12,852）

8 タオル掛 R9303　 W400 H30 D50 ¥ 6,300（税込¥6,804）

9 フック R9301-S（左：切削） D27 φ30 ¥ 1,900（税込¥2,052）

  R9301-K（右：研磨） D27 φ30 ¥ 2,200（税込¥2,376）

10 化粧棚 R9106 W250 H57 D109（96） ¥12,800（税込¥13,824）

11 化粧棚 R9101-300　 W300 H65 D100　 ¥11,000（税込¥11,880）

12 ワイヤートレーコーナー深型 R9102-CM　 W200 H85 D200　 ¥ 9,800（税込¥10,584）

13 ワイヤートレーM型 R9102-M　 W200 H85 D100　 ¥ 9,800（税込¥10,584）

14 収納バスケット付タオル掛 R9113-SB W400 H25 D120 ¥13,000（税込¥14,040）

15 タオルリング R9104PG W200 H25 D50 ¥18,500（税込¥19,980）

16 ペーパーホルダー R9115PG W141 D90 ¥30,300（税込¥32,724）

17 フック R9001-KPG D27 φ30 ¥ 4,800（税込¥5,184）

18 ワイヤートレーS型 R9102-SPG W200 H30 D100 ¥31,800（税込¥34,344）

※ホテルプロジェクト等は、特寸法・特仕上承ります。

Line Up 材質　ステンレス
仕上　研磨
※浴室内対応可
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静寂を宿した墨黒が
空間に知性をつれてくる

水まわりの新定番色
「 黒 」 

置き型手洗器 SB.K360.MG（マットグレー） ¥108,500（税込¥117,180）

1穴型シングルレバー混合栓 33.537.845.00 ¥186,200（税込¥201,096）

ボトルトラップ（欧州仕様φ32） FCBT ¥ 12,000（税込¥12,960）

アングル止水栓（国内仕様） FCP-C ¥ 11,800（税込¥12,744）（×2）

合計  ¥330,300（税込¥356,724）

※1台あたりのセット合計価格となります。
※床排水の場合は欧州仕様Sトラップ（φ32）をご指定ください。
　FCST　¥10,000（税込¥10,800）
※セット合計価格にカウンターは含まれません。
※カウンター：Fiore Quartz Counter（フィオレクォーツ・カウンター）　受注生産品　
　色：SH（サンディーヘイズ）　材質：水晶93％、樹脂　仕上：研磨　納期：約3週間

Premium R-Series
プレミアム Ｒ・シリーズ
1954年の創業以来、数々のホテルやユニットバスメーカーへ製品を納めてきたバスルームアクセサリーの専門メーカー、リラインス。素材や
質感を重視するインテリアトレンドを受け、新たに打ち出したのは「色」。流れるようなラインと面で構成された都会的なデザインが人気の「プレミ
アム・Ｒシリーズ」に、墨のような艶消しの黒を施した。錆びにくいステンレス製の同シリーズは、全て浴室内への設置が可能。洗練された大人の
空間を演出する。
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01：タオルリング  R9304MB  W200 H25 D50  ¥7,900（税込¥8,532）　02：タオル掛  R9303MB  W400 H30 D50  ¥9,600（税込¥10,368）
03：ワイヤートレーM型  R9102MMB  W200 H85 D100  ¥12,800（税込¥13,824）　04：ワイヤートレーS型  R9102SMB  W200 H30 D100  ¥11,000（税込¥11,880）
05：フック  R9301-MB  D27 φ30  ¥3,900（税込¥4,212）　06：ペーパーホルダー  R9305MB  W141 D88  ¥11,000（税込¥11,880）
07：ペーパーホルダー  R9315MB  W141 D88  ¥11,000（税込¥11,880）　08：2連ペーパーホルダー  R9305-2MB  W281 D88  ¥18,500（税込¥19,980）　

Matt
Black

Line Up 材質　ステンレス
仕上　マットブラック
※浴室内対応可
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43
1　アクリルミラーS（4台セット）
 MITATE-DMS4
 W180 H180 t32（単品サイズ）
 ¥72,000（税込¥77,760）

2　アクリルミラーL （1台）
 MITATE-DML1
 W280 H280 t32
 ¥32,000（税込¥34,560）

3　アクリルミラーM （2台セット）
 MITATE-DMM-2
 W180 H380 t32（単品サイズ）
 ¥55,000（税込¥59,400）

4　アクリルミラーS（3台セット）
 MITATE-DMS3
 W180 H180 t32（単品サイズ）
 ¥54,000（税込¥58,320）

※納期別途お問合せください。
※ 通常のガラスに比べ、材質が柔らかい
為、キズがつきやすくなっています。

※ アクリルミラーの特性上、映る像が歪
んで見える場合があります。
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リラインス　ショールーム　ル･ベイン
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3
新宿国際ビルディング新館１F
TEL:03-5909-0534
FAX:03-5909-0537
営業時間：10：00~18：00
定休日：水曜・祝日

ACCESSS
東京メトロ丸の内線｢西新宿駅｣C8出口　徒歩5分
都営大江戸線｢都庁前駅｣E4出口　徒歩10分
｢新宿駅｣西口　徒歩15分
※当ショールームには駐車スペースはございません。
車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。

東京都新宿区西新宿6丁目6番3号　新宿国際ビル新館9階
TEL：03-5909-0503　FAX：03-5909-0518
営業時間：月～金　9:00～17:30　土日祝日休

日本初のバスルームアクセサリー専門メーカーとして、オリジナルから世界の逸品まで、水まわり空間を演出する製品の企画・製造・
販売を手掛けています。大手ユニットバスメーカー、ホテル、住宅、公共施設などにも納入実績多数。様々な水まわりシーンを知
るリラインスは、水と人の関係を様々な角度から見つめ、五感を豊かに刺激する新しいバス空間とライフスタイルを提案します。
※本紙掲載の価格は、2017年10月現在の価格です。　価格は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

http://www.le-bain.com

株式会社リラインスは、より多くのお客様に実際の商品をご覧いただくため、大阪・ATC輸入住宅
促進センターに、新たに常設展示ブースをオープンいたします。

11月オープン予定 ＊詳しくは、弊社HPにてご案内申し上げます。

OSAKA SHOWROOM OPEN

Acrylic Mirror
空間全体の印象を決定づける重要なアイテムの1つ、ミラー。
シンプルな1つ使いで、ミニマルに。
ランダムに組み合わせ、リズム感をもたせて楽しく。
贅沢なボリューム感と透明感あふれるアクリル製のミラーが
遊び心のある自由な雰囲気に仕上げます。


