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1969年に発表した2000シリーズにインスピレーションを得、

新たに解釈を加えた新シリーズCYO（サイオ）。

クラシックなルックスながら、パワフルな遊び心をのぞかせる

デザインは、時を超えたデザインのすばらしさを伝える。

典型的なC字型のフォルムを再解釈し「円」と「曲線」を基調にし

たボディは贅沢な輪郭を備え、調和のとれた印象的な空間を演

出する。

CYOー新しいエレガンスの形

NEW CYO
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さまざまな仕上と異なるデザインのハンドルインサート

は、容易に交換が可能。 緻密な彫や天然石を用いた優雅

な装いのハンドルインサートは、X-traサービスとして提

供する。豊富なカラーバリエーションと多種多様なテキス

チャーにより、個性あふれる創造的な空間をつくり出す。

違いを生み出すディテール

外側のリングを回転させ操作するクリックストップ付ハン

ドル。精巧に調整され、使い手に心地の良い感覚と驚きを

与える。

FUNCTION

光沢のある表面とマットな表面。2つの異なる仕上がライ

ンを巧みに印象づける。絶妙なコントラストがC字型のフォ

ルムをより一層際立たせ奥深さを添える。

BI-STRUCTURAL FINISHES

as unique as your wishes
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Lineup

handle insert

オープンでフレキシブルなゾーニングにより、外観との

境界線を取り除き、自然へとつながる開放的で安らぎの

あるオアシスのような空間を演出。

ダークプラチナマット仕上に、コンクリート・小石・植物

などを用い、手触りの良さと自然な色の組み合わせによ

り、五感を活性化させるような開放的な空間へと導く。

THE OASIS
BATHROOM

1穴型シングルレバー洗面用混合栓

33.521.811.00 （143mm）
※ポップアップ機能なし

価格  ¥296,000（税込￥325,600）

2穴型洗面用混合栓

29.217.811.00 （133mm）

＋11.187.811.00 （インサート）
※ポップアップ機能なし

価格  ¥344,300（税込￥367,730）

3穴型2バルブ洗面用混合栓

20.713.811.00 （167mm）

＋11.187.811.00 （x2）（インサート）
※ポップアップ機能なし

価格  ¥412,500（税込￥453,750）

壁埋込型2バルブ洗面用混合栓

36.712.811.00 （190mm）

＋11.187.811.00 （x2）（インサート）

価格  ¥319,400（税込￥351,340）

壁埋込型シングルレバー洗面用混合栓

36.861.811.00 （190mm）

価格  ¥287,900（税込￥316,690）

33.525.811.00 （177mm）
※ポップアップ機能なし

価格  ¥310,800（税込￥341,880）

11.187.811.00
（マークなし）

＊11.188.811/11.189.811は、2穴型水栓のみ対応となります。
＊品番・価格・仕上はすべてChrome（.00）。インサートは11.187.811.00（マークなし）のセットとなります。
＊品番により対応できない仕上があります。また、仕上により納期や価格が異なる場合があります。別途お問合せ下さい。

11.188.811.00
（hot & cold）

11.189.811.00
（red & blue）

11.183.811.00
（hot）

11.184.811.00
（cold）

11.182.811.00
（red）

11.181.811.00
（blue）

11.185.811.00
（H）

11.186.811.00
（C）

29.218.811.00 （167mm）

＋11.187.811.00 （インサート）
※ポップアップ機能なし

価格  ¥354,000（税込￥389,400）
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喧騒を感じさせない特別な癒しを作り出す空間

住まい手の生活の中心となり、睡眠、フィットネス、リ

ラクゼーションとコミュニケーションにつながる場、バ

スルーム。

「円」と「曲線」を基調に、 Dornbrachtのデザイン原則に基

づき創り出されたフォルムが、均衡と調和をもたらす癒

しの空間を演出する。

光沢とマット、2つの異なる表情を併せ持つ印象深い仕

上、バイストラクチャー。大理石・コンクリート・グリー

ンマーブル・バージンウールカーペット・アルミニウム・

人工皮革スエードを用い、異なる素材との相互作用によ

り、華やかな上質さを表現。

METROPOLITAN
BATHROOM

天井吊レインシャワーヘッド

28.689.970.00 （Φ300）

価格  ¥219,500（税込￥241,450）

デッキ型シングルレバーバスシャワーセット
（1/2"）（切替弁付）

27.632.811.00 （167mm）

ホース　1750ｍｍ

価格  ¥599,600（税込￥659,560）

デッキ型バスシャワーセット
（1/2"）（切替弁付）

27.523.811.00 （167mm）

＋11.187.811.00 （x2）（インサート）

ホース　1750ｍｍ

価格  ¥830,300（税込￥913,330）

自立型シングルレバーバスシャワーセット

25.863.811.00 （253mm）

ホース　1250ｍｍ

価格  ¥1,210,800（税込￥1,331,880）

壁出レインシャワーヘッド

28.679.670.00 （Φ300）

価格  ¥292,500（税込￥321,750）

スライドバー付ハンドシャワーセット

36.013.970.00
＋ 28.012.979.00
ホース　1750ｍｍ

価格  ¥286,400（税込￥315,040）

壁出吐水口 （1/2"）（切替弁付）

13.801.811.00 （190mm）

価格  ¥203,500（税込￥223,850）

壁埋込型サーモスタット
（2ルブ止水機能付）

36.503.780.00
＋36.607.811.00 （x2）（バルブ）

＋11.187.811.00 （x2）（インサート）

＋35.521.970.90 （埋込部）

価格  ¥756,700（税込￥832,370）

Color Variation
本体 ハンドルインサート

Chrome （.00） ○ ○

platinum matt （.06） ○ ○

platinum （.08） — ○

Durabrass （.09） — ○

brushed Durabrass （.28） ○ ○

Dark Platinum matt （.99） ○ ○

* Platinum / Platinum matt （.36）

* Durabrass / brushed Durabrass （.38）

※（.36）（.38）は 2穴、3穴型水栓のみ対応となります。
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1997 年発売。今もなお色褪せない存在感を放つ Alape

のロングセラーDish basin

その魅力は、繊細さと堅牢さを兼ね備えた厚さ３ｍｍの

鋼板から形造られたシャープなフォルムと多彩な仕上だ。

琺瑯特有の艶を最大限に活かしたホワイト。

ベルベットのような質感のマットブラック。

水の深度を鮮やかなカラーニュアンスで表現した AQUA

（アクア）。

ミネラル感のあるパウダリーな仕上で、大地や砂漠を表

現した淡いアーストーンの TERRA（テラ）。

色、感触、形状の相互作用により生み出されるユニーク

な色調は、ディーテルを極め、よりインテリア性の高い「贅

沢で豊かな空間」をかたちづくる。

Dish basin

価格　￥94,600 （税込￥104,060）

寸法　H110　φ300
納期　 在庫品  1週間
サイズバリエーション　φ300　φ360　φ450

価格　￥128,300 （税込￥141,130）

寸法　H110　φ360
納期　 在庫品  1週間

SB.K300.GS
置き型手洗器

SB.K360.MB
置き型手洗器
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「地球とその資源を大切に扱うこと」
原材料の選定から製造、そしてリサイクルまで、製品のライフサイクルのす

べての段階において責任を持って行動する事。最も古いリサイクル材の一つ

として汎用性の高い鋼を主原料とし資源の保護に貢献。カドミウム、鉛、化

学溶剤など有害物資を含まない環境に優しい生産プロセスは、社会的責任と

持続可能な行動へのコミットメントを明示している。

使い続けることで、時を経て見えてくる本質。

Alapeの製品には長く使える魅力と確かな価値が存在する。

SB.Aqua300.xx
置き型手洗器

SB.Terra300.xx
置き型手洗器

new

new

deep indigo （.IG）

deep blue （.DB）

deep green （.DG）

oyster matt （.OM）

silk matt （.SM）

nordic matt （.NM）

gravel matt (.GM)

価格　別途お問い合せ下さい。
寸法　H110　φ300
納期　受注生産品　3ヶ月
サイズバリエーション　φ300　 φ360 在庫品

価格　￥135,000（税込￥148,500）

寸法　H110　φ300
納期　 在庫品  1週間
サイズバリエーション　φ300　φ360　

2022年4月発売
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236060 13 00
価格　￥146,000（税込￥160,600）

材質　セラミック
仕上　アンスラサイトマット

236060 61 00
価格　￥146,000（税込￥160,600）

材質　セラミック
仕上　内側 ホワイト
　　　外側 アンスラサイトマット

236060 00 00
価格　￥120,000（税込￥132,000）

材質　セラミック
仕上　ホワイト

「色」と「形」をプラスする
多様なスタイルにマッチするシンプルな形状と薄いリムが特徴的なHappy D.2 Plus。

光の加減で奥深い繊細な色調を放つ新しい仕上アンスラサイト・マットは、空間をシックで

洗練されたイメージに。

内側はグロッシーホワイト、外側はアンスラサイト・マットに仕上られたツートーンカラー

は、バスルームを個性的に演出する。 

NEW

置き型洗面器

寸法　W 600　D 460
納期　約1週間
＊オーバーフロー付
＊プッシュ式ポップアップ排水金具

Happy D.2 Plus
2022年4月発売

Photos©️Duravit AG.
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オーバーカウンター型洗面器
035760 00 27

価格　￥66,000（税込￥72,600）

寸法　W 600　D 435
材質　セラミック
仕上　ホワイト
納期　約1週間
＊オーバーフロー付

壁付型洗面器
236655 00 00

価格　￥50,000（税込￥55,000）

寸法　W 550　D 440
材質　セラミック
仕上　ホワイト
納期　約1週間
＊オーバーフロー付

セラミック素材にとって難しい直線的なデザインを実現させた、職人技が光る

ロングヒットシリーズVero。一貫性のある長方形のデザインは、エレガントで

ありながらタイムレス。　

NEW D-Neo
2022年4月発売

バスルームの新しい在り方を提案するD-Neo

直線的なラインとジオメトリックなシェイプが

印象的で個性輝く空間に仕上る。

Vero
2022年4月発売

価格　￥69,000（税込￥75,900）

寸法　W 485　D 315
材質　セラミック
仕上　ホワイト
納期　約1週間
＊オーバーフロー付

アンダーカウンター型洗面器
033048 00 00

NEW
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O.NOVO
2022年4月発売

どのようなテイストにも馴染む、滑らかで優しいオーバル型のアンダーカウンター型

洗面器Evana。ビレロイ＆ボッホならではの美しいピュアホワイトとミニマルなデザイン、

明確なスタイルが相互に響き合い、洗練されたインテリアとして空間に調和をもたらす。

手を洗いやすく、水じまいのよい壁付型手洗器。

流れるような曲線を基調にしたシンプルなフォルムは、

時を経るほど洗練されるタイムレスなデザイン。

壁付型手洗器
4343.37.01+ 6808.00.01

価格　￥59,400（税込￥65,340）

寸法　W360　D250
材質　セラミック
仕上　ホワイトアルペン
納期　約1週間
＊オーバーフローなし

EVANA
2022年4月発売

アンダーカウンター型洗面器
6147.46.01

価格　￥75,200（税込￥82,720）

寸法　W455　D305
材質　セラミック
仕上　ホワイト
納期　約1週間
＊オーバーフロー付

NEW

NEW
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オーバーカウンター型手洗器
RW202

価格　￥48,000（税込￥52,800）

寸法　W300　D180
材質　人工大理石
納期　約1週間
＊オーバーフローなし

オーバーカウンター型手洗器
RW201

価格　￥48,000（税込￥52,800）

寸法　W485　D315
材質　人工大理石
納期　約1週間
＊オーバーフローなし

2021年11月発売

置き型手洗器
V2230

価格　￥47,200（税込￥51,920）

寸法　W300　D220
材質　人工大理石
納期　約3週間
＊オーバーフローなし

NEW

計算しつくされたシンプルなデザインが、空間を軽やかに仕上る Limited space Collection。

家族だけではなく、ゲストも使う事の多い

手洗いだからこそ、デザインにこだわって。

滑らかな曲線が美しい、オーバーカウンター

型手洗器V2230は、設置する場所を選ばない

ワイド300奥行220のコンパクトなサイズと

シンプルなデザインが魅力。

手洗いの重要性を実感する今。

毎日の暮らしをより清潔に、スタイリッシュ

に演出する。
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手洗いしやすい環境をつくり、住まいを整える。

手洗いカウンターセット
CSV1・CSV2
2021年11月発売

快適な使い勝手となるよう「カウンター・手洗器・水栓・給排水部材」

をパッケージ化したリラインス オリジナルの手洗いカウンターセッ

トは、玄関脇の手洗い空間や2Fの廊下、寝室のセカンド手洗いなど、

ちょっとしたスペースに設置しやすいW600xD250xH125mmのコ

ンパクトなサイズが特徴。

カウンターはコーディネートしやすいホワイト、ウォールナット、グ

レイの３色。手洗器は置き型とオーバーカウンタータイプの２種。信

楽焼の置き型手洗器は、ニュアンスカラーの鈍色やブラックなど6色

から選べる。水栓は単水栓とタッチレスのセンサー付自動水栓から選

択が可能。好きな場所に、好みのアイテムを自由に組合せ、安心で快

適なこだわりの手洗い空間を演出する。

Set price
小型電気温水器(センサー付)+置き型手洗器 
￥220,800（税込￥242,880) 

※ 上記価格は、壁給排水部材を含むセット合計価格と

なります。

※ 床給排水セットもご用意しております。

TU（艶白）

NB（鈍色）

SU（墨染） MO（素白） NE（練色） TA（淡黄）
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Set price
1 センサー立水栓（ブラック） + 置き型手洗器
 ￥213,800（税込￥235,180）

2 センサー立水栓（クロム） + 置き型手洗器
 ￥200,800（税込￥220,880）

3 単水栓+置き型手洗器 
 ￥147,900（税込￥162,690）

4 センサー立水栓（クロム）+オーバーカウンター型手洗器
 ￥192,100（税込￥211,310）

5 単水栓+オーバーカウンター型手洗器 
 ￥144,700（税込￥159,170）

※ 上記価格は、壁給排水部材を含むセット合計価格となります。

※ 床給排水セットもご用意しております。

WHITE　1

GRAY　3

2　WALNUT

4

5
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パーツから導く空間づくり
一日の疲れを癒し、ほっと息をつくバスルームを一つの部屋としてとらえ、

インテリアデザインの観点から空間をつくる。

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リラインス。

そんなリラインスだからこそ実現可能なパーツから導く空間づくり。

モノが多くなりがちな水まわりを清潔感あふれる快適な空間へ。

色やデザインを統一することで、上質な空間に。

長く愛用できるサステイナブルなデザインは、Reliance =「信頼」の証です。

C.

a.

d.

A.
C.

B.

b.

a. タオルスタンド RH4703 ￥52,000（税込￥57,200）

b. タオルパーテーション RH4713 ￥44,000（税込￥48,400）

c. ペーパースタンド RH4705 ￥52,000（税込￥57,200）

d. ペーパーストック RH4715 ￥10,000（税込￥11,000）

自由度の高い置き型タイプのバスルームアクセサリー

A. ニギリバー I 型｜ B. ニギリバー V 型｜ C. タオル掛
* 全て参考商品 ご検討の際は営業窓口へ別途ご相談下さい。

+ Grab bar

写真　左／右

フック R9301-MBK D27　φ30 ￥  4,200（税込￥  4,620）

タオル掛 R9303-MBK W400　D50 ￥13,600（税込￥14,960）

タオル掛 R2303-450 L450 ￥  6,850（税込￥  7,535）

タオルリング R2304 W200　D52 ￥  4,550（税込￥  5,005）

ペーパーホルダー R2305 W146　D75 ￥  5,700（税込￥  6,270）
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より快適で、
衛生的な空間へ

暮 ら し を

美 し く

整 え る

化粧直しや簡単な身支度、気分をリフレッシュする場所

として、多目的化が進むパブリック空間。

誰もが安心して使用できる水まわりアイテムとして、今

再注目されているペーパータオルボックス。

リラインスのペーパータオルボックスは、豊富なバリエー

ションで空間を清潔に保ちます。

a. R2845-WH NEW  ￥  15,000（税込￥  16,500）

b. R2843 ￥  20,700（税込￥  22,770）

c. R1012AL2 ￥    7,000（税込￥    7,700）

d. R1010-S（埋込型） ￥  15,000（税込￥  16,500）

e. R3636（埋込型） ￥  92,300（税込￥101,530）

f. R3605（埋込型）クズカゴ付 ￥135,000（税込￥148,500）

a. タオル棚 R2205 L400　φ19 ￥  10,500（税込￥  11,550）

b. タオル掛 R2203-S L400　φ19 ￥    6,800（税込￥    7,480）

c. タオル掛 R2203-L 特寸可  φ19 受注生産品 納期1.5ヶ月
d. 物干しロープ R2511  ￥    3,450（税込￥    3,795）

e. ワイヤートレーS型 R9102-S W200　D100 ￥    8,100（税込￥    8,910）

f. ワイヤートレーM型 R9102-M W200　D100 ￥  10,300（税込￥  11,330）

g. 化粧棚  R9106 W250　D109 ￥  13,500（税込￥  14,850）

h. 化粧棚  RL233D W233　D122 ￥    7,300（税込￥    8,030）

i. タオルリング S3219TRBN W155　D53 ￥    5,500（税込￥    6,050）

j. タオルリング R1604 W198 ￥    3,800（税込￥    4,180）

k. タオルリング R1704 W185 ￥    3,650（税込￥    4,015）

l. タオルバー R1702 W230 ￥    3,100（税込￥    3,410）

m. タオルウォーマー YAER1250 H1240  L500 ￥322,000（税込￥354,200）
 （特色塗装　クロムシルバー）
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R2845-WH
PaperTowelBox
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東京ショールーム　ル･ベイン
〒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

営業時間：10:00〜17:30
定休日：土曜・日曜・祝日

※ 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。

大阪ショールーム　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

※ 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。

ACCESS
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
JR線 ｢新宿駅｣ 西口 徒歩15分

ACCESS
電車をご利用の場合 車をご利用の場合
大阪市営南港ポートタウン線 阪神高速湾岸線
｢トレードセンター前駅｣下車 神戸・大阪市内方面 「南港北出口」
 泉佐野方面 「南港南出口」

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、2021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

・小型の本格スチームサウナで
  ワンランク上のステイ

・安心感の高いプライベート空間

・ホテル客室内に、自宅、別荘、
  保養所のバスルームに

サウナの第一ブームから半世紀が経過した今、再び「サウナ」

が幅広い層に認知され、注目を集めています。

世界的にも本格的なスパを併設しているラグジュアリーホテル。

プライベートな空間で自己治癒力を活性化するプログラムが設定

されているスパ。各国の特徴的なスパを集めた施設など、様々に

進化しています。

テルマリウムは豊富な情報量と知識、多数な施工経験に基づき、

コンサルティング、基本計画、設計、施行、各種空間演出、温

泉利用のプロデュースまで、こだわりの詰まったご依頼にワンス

トップで対応。最高品質のシステムをベースに｢経年使用しても

快適な温浴空間」を実現します。

熱を操る 
テルマリウムのノウハウで実現する本格サウナ
TEL: 03-5925-8480　FAX: 03-5925-8498

http://www.thermarivm.co.jp
*テルマリウムは株式会社リラインスのグループ会社です。

ナカサ & パートナーズ

ホテル客室にも
プライベートサウナを

至福の時を演出

リラインスグループに新たに加わった

スパ・温浴に特化した

テルマリウム株式会社

NEW


