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P16

Surface with depth

従来の白を基調としたシャープで洗練され
たフォルムに、色と質感という新たな価値を
加え、存在感を放つインテリアアイテムへと
進化を遂げたAlapeの皿形手洗器。生命の源
「水」
・広大な「自然」にインスパイアされ誕生
した新色Aqua（アクア）とTerra(テラ)。その
独創的かつ味わい深い色彩と質感は、よりイ
ンテリア性の高い極上の空間へと水まわりを
仕上げる。
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Aqua
2020年1月発売
水の深さによる色の変化を、鮮やかな3色
のカラーバリエーションで表現したAqua
（アクア）
。光や景色を取り込み多様に変
化する表情は、小さな海を眺めているよ
うな印象を与え、空間に深みを加える。

DEEP INDIGO
昏い水の底、深海を思わせるような神秘的な
ディープインディゴ。

置き型手洗器
SB.AQUA360.xx
￥152,250(税抜)
納期 1週間

カラーバリエーション (.x x )
ディープインディゴ (. I G)
ディープブルー
(.DB)
ディープグリーン
(.DG)
サイズバリエーション
在 庫 品 φ360
受注生産品 φ300、φ450

DEEP BLUE
水面より奥深い静謐な水の中を連想させる
ディープブルー。

DEEP GREEN
光をとらえた水の境目。絶妙な青緑が深遠な
調和を生み出すディープグリーン。
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GRAVEL MATT

Surface with a mineral character

NORDIC MATT

GRAVEL MATT

OYSTER MATT

海岸の砂浜のような明るい灰みが優しい雰囲気のグラヴェルマット。

NORDIC MATT
穏やかな青霧の森を歩いているような安らぎをあたえるノルディックマット。

SILK MATT
主張を抑えた素朴な色合いが、気負いのないナチュラルさを演出するシルクマット。

OYSTER MATT
わずかに黄みがかった淡いグレーが落ち着いた印象のオイスターマット。
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SILK MATT

Terra

2020年1月発売

大地や砂漠をイメージし、
ホーローの最大の特徴である
「艶」
を敢えて排除。マットな質感にこだわった Terra( テラ )。
4 色の淡いアーストーンは、他の素材や色と調和し空間に柔らかな表情を添える。
置き型手洗器
SB.TERRA360.xx
￥140,750(税抜)
納期 1週間

カラーバリエーション (. x x )
グラベルマット
(.GM)
ノルディックマット (.NM)
オイスターマット
(.OM)
シルクマット
(.SM)

サイズバリエーション
在 庫 品 φ360
受注生産品 φ300、φ450
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Minimalism
meets
individuality

極限まで無駄を削ぎ落したクリーンなフォルムに、
色の選択肢を加えることで、
空間に個性を表現する自由を与えた Dornbracht の新シリーズ META（メタ）
。
ただ「引き算」をするのではなく、表現において「足し算」をする事で、無駄
を省くシンプルなライフスタイルの中に、自分らしさをマキシマイズする新た
なミニマリズムの方向性を示した。

META

META SLIM

META PURE

手の感触や動作を基に操作性を追求し再構築した
シンプルなハンドル。吐水口の内部にエアレー
ターを納める事でシャープになったボディ。95年
の発表以来、進化と発展を遂げてきたMETA（メ
タ）が、現代的なミニマル・コンテンポラリーな空
間に仕上げる。

色や素材の変化との相互作用により設置する空間
を想定した3つのカラーコレクションと、スリム
なハンドルがアクセントを添えるMeta Slim(メタ
スリム）。吐水・止水はハンドルを動かすだけの簡
潔な動作のみ。シンプルなフォルムは色により個
性を放ち、ビジュアルにオーセンティックさをも
たらす。

水 栓 金 具 の ト ッ プ を 回 転 さ せ 吐 水 す る タ イ プ。
スッキリとしたフォルムに、ハンドルの縦のライ
ンが映えるMeta Pure（メタピュア）
。環境とエネ
ルギーに優しいコールドスタート機能は、使い手
が無意識に使ってしまう湯量を減らし、環境への
配慮をさりげなく表現してくれる。

上質美を追求した比類のない仕上
まるで宝石のような輝きを再現するドイツ・高級水栓金具のリーディ
ング・カンパニーDonrbracht（ドンブラハ）
。その製品は、技術的専門
知識、独自の職人技、最高品質の原材料、妥協のない品質管理の絶妙
なコンビネーションにより作り出され、それらどれか一つが欠けても
Dornbracht Qualityと呼ぶことはできない。その独自の製造プロセスは、
METAの新たなカラーコレクションにより発揮され、上品なシルクタッ
チのマット仕上げ、深みと輝きを備えたメタリックトーンを実現。比類
無きユニークさと、オーセンティックさを空間に醸し出す。

6

Essential Minimalism

Industrial Luxe

コンクリート、ガラス、木。全ての要素が理想的なバランスで

工業的で冷たい印象のコンクリートに、
天然素材の暖かさをプラス。

配置されたベースにクロムを交え、清らかで洗練された印象に。

ビビットな黄色とプラチナマットが、絶妙なコンビネーションを
生み出し、印象的なトーンを空間に添える。

Urban Mythology

Sensual Reduction

鮮やかな青と緑のコントラストに、無彩色のグレーを加わえ、

光沢のあるベージュのフロントパネルとマットブラックの対照的な

アーバンカラーを際立たせ、神秘的で官能的な空間に。

コントラストに、素材の質感に深みを加えるテラゾーを足すことで、
タイムレスで調和のとれた雰囲気に。
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新しい創造の自由を解き放つ、
カラーコレクション。
pastel green (.54)

grey blue (.61)

light rosa (.55)

yellow (.59)

Fashion ｜
空間に個性と主張をもたらすファッションコレクション。爽やかなパステルグ
リーンは、調和を生み出す。親しみやすさと温もりのあるパステルピンクは、
柔らかな印象をプラス。北欧の雰囲気を感じさせるグレーブルーは、洗練され
たナチュラルスタイルに。鮮やかなイエローは、インダストリアルな印象とエ
ネルギッシュで快活な雰囲気を空間に漂わせる。

dark grey (.66)

matt black (.33)

light grey (.63)

Architectual ｜
マットブラックが主流になりつつある水まわりシーンにおいて、モノクローム
のエレガンスさを再定義したアーキテクチュアルコレクション。 エレガント

Dark Platinum matt (.99)

なマット仕上げが加わることでインテリアにバランスをもたらし、スタイリッ

Urban ｜

シュに空間を整える。

現代的な空間にどこか懐かしくてあたたかい印象をあたえるアーバンコレク
ション。軽くブラシをかけたような自然な艶感と、味わい深いダークカラーの
コンビネーションが、空間に明暗のコントラストをつける事で、重厚すぎない
モダンな印象に仕上げる。

META

META SLIM

1穴型シングルレバー洗面用混合栓

1穴型シングルレバー洗面用混合栓

1穴型シングルレバー洗面用混合栓

※ポップアップ機能付
33.501.660.00 (105mm)

33.501.662.xx (125mm)

33.501.664.xx (125mm)

｜クロムメッキ (.00)
¥140,600（税抜）
｜プラチナマット (.06)
¥224,900（税抜）

¥140,600（税抜）｜クロムメッキ (.00)
¥224,900（税抜）｜プラチナマット (.06)

｜ダークプラチナマット (.99)
¥253,100（税抜）
｜ファッション (.54)(.55)(.61)(.59)
¥189,800（税抜）

¥189,800（税別）｜マットブラック (.33)

¥  82,000（税抜）｜クロムメッキ (.00)
材質
納期

真鍮
約1週間

在庫品

※2020年1月発売予定

｜アーキテクチュアル (.33)(.63)(.66)
¥189,800（税抜）
材質 真鍮
納期 約2カ月 クロムメッキ (.00)
※納期 クロムメッキ(.00)仕上以外は、別途お問合せ下さい。
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META PURE

※仕上 上記3色のみ対応
材質 真鍮
納期 約2カ月 クロムメッキ (.00)
※納期 クロムメッキ(.00)仕上以外は、別途お問合せ下さい。

NEW｜Profi
Flexibility in the smallest space

Polished chrome(.00)
クロムメッキ

Platinum matt(.06)
プラチナマット

Dark Platinum matt(.99)
ダークプラチナマット

表現の自由を最大限に引き出すための
ミニマルなデザイン

1穴型キッチン用シングル混合栓

ミニマルなシルエットがキッチンに映えるコンパクトサイズのキッチン用混合水

33.865.895.06（200mm）

栓Profi（プロフィ）。一般的に背の高いスプリングタイプの吊り式キッチン水栓
を、吊戸棚の下でもスッキリと収まる高さ約450mmに設計。機能性にも優れた
スパウトは、弾むようにシンク周りを自在に動き、手元のスイッチで、整流から
シャワー、シャワーから整流にワンタッチで切り替えが可能。スプリング部分の

(シャワー一体型)
33.865.895.00（200mm）
￥308,200（税抜）

￥400,600（税抜）

33.865.895.99（200mm）
￥462,200（税抜）

材質
仕上

真鍮
クロムメッキ (.00)
プラチナマット (.06)
ダークプラチナマット (.99)

納期

約2カ月

シリコンカバーはビロードのように手触りも柔らかく、金属とシリコンの異素材
のコンビネーションが、コーディネートの幅を広げ、様々な表情をキッチンに
添える。

クロムメッキ (.00)

※納期 クロムメッキ(.00)仕上以外は、
別途お問合せ下さい。
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MEMENTO 2.0
2020年1月発売

new
colour

Graphite

空間に表情をつける
主張をおさえたニュートラルなデザインが特徴の
MEMENTO 2.0に、マットトーンの仕上げ「グラファ
イト」が新たに登場。まるでコンクリートの様な無機
質な佇まいは、空間に深みを与え、スタイルをより個
性的に表現。組合せにより幅広いテイストと調和し、
空間に趣を添える。
置き型手洗器
4A0760.I4
W600

H140

D420

価格：¥210,000(税抜)
材質：チタンセラム
仕上：グラファイト
納期：約1週間
※オーバーフロー付
※専用排水金具付
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line up
1. LSM4-SU 置き型手洗器
		¥26,600(税抜) φ326 H120
※受注生産品 納期約2週間
2. LSM6-SU 置き型手洗器
		¥28,500(税抜) φ270 H115
※受注生産品 納期約2週間
3. FCV1700L3-MBセンサー立水栓
		¥91,000(税抜)
4. FCS228K単水栓
		¥33,000(税抜)
5. R9303MBK タオル掛
		¥11,200(税抜) W400 H30 D50
6. R9304MBK タオルリング
		¥8,800(税抜) W200 H25 D50
7. R9102-SMBK ワイヤートレー S型
¥11,900(税抜) W200 H30 D100
8. R9102-MMBK ワイヤートレー M型
¥13,700(税抜) W200 H85 D100
9. R9301-MBK フック
¥4,000(税抜) D27 φ30
10. R9305MBK ペーパーホルダー
		¥11,000(税抜) W141 D88

在るだけで取巻くシーン
を印象的な空間に変える
「黒」
のアイテム

11. R9136MBK 予備ペーパーホルダー
		¥9,000(税抜) W60 H118 D60

ナチュラルにも、シックにも演出でき、アク
セントベースにもなる水まわりの新定番色
「黒」。引き締める、引き立てる、重厚感を持
たせる･･･使い方により多様なインテリア効
果をもつ黒を採り入れ魅力的な空間を演出す
るリラインスの黒のアイテム。

12. R9305-2MBK 2連ペーパーホルダー
¥19,400(税抜) W281 D88

バスルームアクセサリー全て浴室対応可能
材質：ステンレス

仕上：マットブラック
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2019年11月発売
オーバーカウンター型洗面器
HV3852

シャープなリムのディテールと滑らかな曲線を基調にした、優しい

W520

された水まわりを演出する。

D380

価格：¥73,400 (税抜)
材質：人工大理石
仕上：ホワイト
納期：約1ヶ月
※オーバーフロー付
※専用排水金具付
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表情を併せ持つミニマルなデザイン。
ほどよい存在感が、空間のテイストを損ねることなく引き締め、洗練

2019年11月発売
置き型洗面器
EG3550
W500

H136

角度により表情を変える緩やかな曲線。
水を優しくつつみ込む一味違ったオーガニックなフォルムが、
日常に遊び心と自由な楽しみをもたらす。

D357

価格：¥78,200 (税抜)
材質：人工大理石
仕上：ホワイト
納期：約1ヶ月
※オーバーフロー付
※専用排水金具付
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Next mode...

趣向を凝らした色使いで
個性を生み出す

従来のゴールドとは一味違う控えめで爽やかな印象のブ
ラッシュド・ゴールド マット。紫がかった奥行のあるダー
クカラーが特徴的なブラッシュド・ブラック マット。その
独特な質感は、異素材との組合せにより無限大にコーディ
ネートの幅を広げ個性的な空間を創り出す。様々な質感の
タイルや木と組合せれば、光や壁の景色を映し、エレガン
トで調和のとれた空間のアクセントに。
ニュートラルカラー
のグレーやナチュラルカラーと組み合わせれば、落ち着い
た雰囲気を醸し出す。ネイビーやフォレストグリーン等の
色と組合せれば、それらの色は一層と際立ち空間全体を華
やかな印象へと導く。
機能としての水まわりを、贅沢に趣のある空間へと生まれ
変わらせる色使いが、新しい水まわりの可能性を予感させ
てくれる。

※
※
※
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 間に合わせたオリジナルの色を1台より対応致します。
空
上写真は参考商品の為、ご検討の際は営業窓口に別途ご相談下さい。
印刷の為、写真と実際の製品の色が多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
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シックさと上品さを兼ね備えた
ホテルライクな空間
すっきりと美しく、居心地のよい快適な空間。
そんなホテルライクに洗練された雰囲気を感じさせるリラインスのバスルーム
アクセサリー。ロングセラー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。耐蝕性と機能美を追求した、自由度の高い置き型タイプのアクセサ
リーBath Accent。使うほどに上質感と愛着を感じさせるリラインスのサスティ
ナブルなバスアクセサリーがスタイリッシュな空間を演出する。

NEW

1

NEW

3

7

4

5
2

6
9

10

11

NEWーR3265棚付2連ペーパーホルダー¥12,500(税抜)｜材質
NEWーRL3026

拡大鏡¥18,000(税抜) ※浴室不可
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真鍮/亜鉛ダイキャスト カッター：ステンレス 棚板：ガラス

仕上：クロムメッキ ※浴室不可

※2020年1月発売予定  

1.R4605-500 タオル棚 ¥29,000(税抜)ーサイズバリエーション：400/500 2.R4603-450 タオル掛 ¥17,000(税抜)ーサイズバリエーション：450/600/800 3.R4601-S フック ￥3,600(税抜)
4.R4601-M フック ¥4,600(税抜) 5.R9102-M ワイヤートレーM ¥9,800(税抜) 6.RL233D 化粧棚 ¥7,300(税抜) 7. R4607-600 ニギリバー ¥26,900(税抜)ーサイズバリエーション：

I型600/800/1000 L型700ｘ500 8. R4608 ガラス扉用取っ手セット ¥64,800(税抜) 9. RH4703 タオルスタンド ¥50,000（税抜） 10. RH4713 タオルパーテーション ¥42,000(税抜)
11. RH4705 ペーパースタンド ¥50,000（税抜） 12. RH4715 ペーパーストック ¥9,700（税抜）※浴室対応可ー材質：ステンレス  仕上：研磨(6を除く）
｜6.材質ステンレス 仕上クロムメッキ

税務署通り

青梅街

道

新大阪

淀橋

新宿国際ビル新館1F
ショールーム ル・ベイン

新宿
オーク
シティ

宿駅

コスモスクエア

新宿西口駅

至京都

阪

新

徒歩5分
徒歩10分
徒歩15分

駅

東京メトロ丸の内線 ｢西新宿駅｣ C8出口
都営大江戸線
｢都庁前駅｣ E4出口
JR線
｢新宿駅｣ 西口

宿

ACCESS

本

弁天町

森ノ宮

町

地下鉄
中央線

なんば

大江戸線

首都高
新宿出口

梅田

JR線

安田火災ビル

新宿野村ビル
新宿センタービル

※当ショールームには駐車スペースはございません。
お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングを
ご利用下さい。

都庁前駅
東京都庁

京王プラザ
ホテル

営業時間：10:00〜17:30
定休日：日曜・月曜・祝日

公園通り

通り
十二社

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目6番3号
新宿国際ビル新館１階
TEL:03-5909-0534

新宿中央公園

ル･ベイン

新宿三井ビル

ハイアット
リージェンシー
東京

東京ショールーム

内線

警察署

新宿中央公園北

西梅田

丸ノ

新宿アイランド
タワー
新宿住友ビル

宿
西新 目駅
五丁

大

西新
東京医科大学病院

ヒルトン
東京

グリーン
タワービル

JR線

至神戸

成子天神下

大阪ショールーム

トレード
センター前

ル･ベイン

〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10
ATCビル ITM棟 9F
ATC輸入住宅促進センター内
［世界のキッチン・バス・洗面E zone］
営業時間：10:00〜18:00
定休日：水曜

地下鉄
四ツ橋線

長田

生駒

JR環状線
大国町

天王寺
ニュートラム
中ふ頭

住之江公園

地下鉄御堂筋線

ACCESS

※弊社スタッフは常駐しておりません。
商品に関するお問合せは、ショールーム ル・ベイン
TEL：03-5909-0534までご連絡下さい。

電車をご利用の場合
大阪市営南港ポートタウン線
｢トレードセンター前駅｣下車

車をご利用の場合
阪神高速湾岸線
神戸・大阪市内方面「南港北出口」
泉佐野方面
「南港南出口」

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。

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

※本紙掲載の価格は、2019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
2019.10

