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ＣＧによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

洗面化粧台 エルシィ〈Ｍセレクション〉
本体間口750mm    LCJ2FHT-755SY / MLCJ1-753TXU
本体間口900mm    LCJ2FHT-905SY / MLCJ1-903TXU

キレイも、エコも、収納もスマートに。
シンプルで美しいデザインで実現しました。

｜扉カラー｜ ｜カウンターカラー｜

ハイグレード

選べる取っ手タイプ

※ハンドル仕様の場合、ハイグレード扉は取っ手の色がシルバー、スタンダード扉は取っ手の
  色がホワイトになります。

ハンドル仕様 取っ手レス仕様

タオル掛け兼用にもなるハンドル仕様と、凹凸のないフラットな収まりの
取っ手レス仕様をお選びいただけます。

LD2:ｸﾘｴﾀﾞｰｸLM2:ｸﾘｴﾓｶLP2:ｸﾘｴﾍﾟｰﾙYS2:ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

スタンダード

VR1:ﾌﾞﾗｳﾝVP1:ﾎﾜｲﾄ

H:ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

奥行きコンパクトなスタイリッシュカウンター● ●てまなし排水口

● ●くもり止めコート化粧台本体

●ミラーキャビネット ●３面鏡トレイアレンジ

● ● ● 低ホルムアルデヒド最高級水栓金具エコハンドル

従来のシングルレバー混合水栓

は、レバーハンドル正面の位置で

お湯が出るため、無意識のうちに

無駄なお湯を使っていました。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

従来品

混合

湯 水

お湯が混合する

位置はクリックで

お知らせします。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を出す省エネ設計。

混合

湯

水カチッ

エコハンドル

シングルレバーシャワー水栓

水栓は、お掃除もしやすい

ビルトインタイプ。

引出タイプ

900 500

800

1,060

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し

て、使用面積制限を受けな

い材料Ｆ☆☆☆☆ホルムアル

デヒドの発散速度0.005mg/㎡h

以下を使用しています。
LF-HC397SY-MB

LCJ2HT-905SY

奥行き５００㎜のコンパクト設計でありながら、洗面器容量１６Ｌと、

仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。

洗面器開口

４３５㎜

ハイバックガード

仮置きスペース カウンター奥行

５００㎜

ビルトイン水栓で、ハイバッ

クガードのお手入れしやす

さがアップ。

排水口は水はけのよい大口径サ

イズ。汚れの溜まりやすいフラ

ンジをなくして拭き掃除もカン

タンです。

大口径サイズ

ゴミをキャッチ

ヘアキャッチャー

通水部

フランジあり フランジレス

フランジ

ななめ形状
ヘアキャッチャー

（間口900mm） （間口750mm）

フルスライドタイプ

LCJ2FHT-755SY

3面鏡(全収納・蛍光灯照明)

900
176

904

MLCJ1-903TXU

（間口900mm） （間口750mm）

3面鏡(全収納・蛍光灯照明)

MLCJ1-753TXU

176
750

904

750 500

800

1,060

ヒーター式に比べ待ち時間がなく、

消し忘れもなし。

消費電力ゼロで快適に

使用できます。

５㎝刻みで高さを自由にアレンジ。

入れるものの高さにピッタリ合わせられます。

トレイ３段 トレイ２段

５㎝

背の低いものの場合 背の高いものの場合

PRPSC0-130313-082c

標準仕様

くもり止めコートなし くもり止めコート付



洗面オプション一覧

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

３面鏡 ダウン機構付

本体用 周辺用（間口調整付）

周辺用

ミラーキャビネット アッパーキャビネット

アッパーキャビネット

引出タイプ フルスライドタイプ オープンスライドタイプ 姿見タイプ

ランドリータイプ

間口1000mm
LCJ2H-1005SY

間口750mm
LCJ1U-755C

間口900mm
LCJ1U-905C

間口1000mm
LCJ1U-1005C

間口1200mm
LCJ1U-1205C

間口150mm
LCJU-155C

間口250mm
LCJU-255C

間口300mm
LCJU-305C

間口450mm
LCJU-455C

間口650～710mm
LCJU-655FL(R) 

間口1000mm
MLCJ1-1003TXU

間口750mm
MLCW1-753TXJU

間口900mm
MLCW1-903TXJU 間口900mm

LCJ2U-905W
間口750mm
LCJ2U-755W

間口900mm
LCJ2FH-905SY

間口1000mm
LCJ2FH-1005SY

間口150mm
LCJ2S-155L(R) 

間口250mm
LCJ2S-255

間口300mm
LCJ2S-305

間口450mm
LCJ2S-455

※コンセント2個付・くもり止めコート付

アッパーキャビネットにダウン機構を装備。

取り出しがしやすく、しっかり活用できます。

バーの伸縮で間口を調整。

バーには仮干しなどができて

便利です。
引出しはすべてプッ

シュオープン式。押

すだけで開くので手

がふさがっている時

などに便利です。

軽く下手前に引くと取り出しやすい位置に

※プッシュラッチ扉

※プッシュラッチ扉

※L・R兼用

※プッシュラッチ扉

※図はＬタイプ

間口750～810mm
LCJU-755FL(R) 

※図はＬタイプ

※図はＬタイプ

アッパーキャビネットもダウン機構付でしっかり活用

毎日の洗濯を楽しくするトールキャビネット

※図はＬタイプ

※棚板2枚付

※L・R兼用

※棚板2枚付

サイド収納

スライド収納

ハンガー収納

洗濯収納

ランドリー
収納

体重計収納

※間口450mmのみ

ミラー扉

スライドカゴ収納

間口300mm
LCW1S-305ML(R) ※図はＬタイプ

※棚板2枚付・アミカゴ3個付

間口300mm
LCJ1S-305DL(R)

※図はＬタイプ

※体重計収納付

間口450mm
LCJ1S-455DL(R)

※棚板2枚付

化粧台本体 トールキャビネット

３面鏡(全収納・LED照明)

3面鏡(全収納・LED照明)
MLCW1-1003TXJU

3面鏡(全収納・LED照明)
MLCW1-1203TXJU

PRPSC0-130508-067e

+2,100-(税込)

+6,300-(税込) +11,550-(税込) +13,650-(税込) +47,250-(税込) +49,350-(税込)

+19,950-(税込) +23,100-(税込) +27,300-(税込) +29,400-(税込)

+11,550-(税込) +12,600-(税込) +13,650-(税込) +15,750-(税込) +27,300-(税込) +28,350-(税込) +49,350-(税込) +52,500-(税込)

+43,050-(税込)+39,900-(税込)+39,900-(税込)

+42,000-(税込) +44,100-(税込)

+14,700-(税込)+4,200-(税込)



(株)サーティーフォー　標準仕様

　　　　　　　 　　∥ 「エリシオ」　オリジナルシステム洗面　∥W750タイプELICIO

　■カラーバリエーション

　■標準装備

　■　Feature　of　Takara
■継ぎ目のないボウル一体型　　水アカ汚れがたまりにくく美しさ長持ち

ホワイト

■カウンター　　人造大理石製

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。

◎お掃除ラクラク艶やかさ保持

ここがPOINT♪

■メラミン扉　　（全30色）　 TK51NA

レール引手

左右３Ｒ加工

■扉形状 ■引手形状

・ヘアキャッチャ－
流れた髪の毛や
コンタクトをキャッチ。
すぐに取り外せるので
お掃除も簡単です。

・ワンプッシュ排水栓
ボタン１つで貯水・
排水ができます。

■水栓　シングレバー式シャワー水栓　（クロムメッキ）

天板高さ：H=800

LFA547T12TＴK

取り付け部分に水が溜まらず
汚れがつきにくい壁付タイプ。
ヘッドが伸ばせるので
お手入れがラクです。

※イメージ写真※イメージ写真

ワンプッシュ排水栓
ボタンひとつで貯水・
排水ができます。

ハイバックカウンター

■ベースキャビネット　　木製（二段スライド仕様）

※写真はイメージですので
実際の仕様とは異なります。

便利で収納簡単な2段スライド

2013.04

■ミラーキャビネット　　3面鏡（樹脂製ボックス仕様）

曇り止めヒーター
・コンセント（1200W）
回すと通電する防滴仕様のコンセント。

標準装備
ミラーの裏側は大容量の便利な収納スペース。

歯ブラシスタンド

■台輪カラー

アイボリー ダークブラウン

Takara Standard
　　　　　System Senmen

イメージデータ
写真はイメージですので仕様とは一部異なります

TYU464C TYU469C TJK470C TYU2252C TYU2261C TJK2255C ANU2665CM

LNU2664CM NYU2682CM ANU2684CM AYU2666CM AU-2598CM KU-6118KM HU-7158CM

KU-6522CM ANU2767CMANU274CM

AU-5903CM NYU1932CMANU2580CM ANU2567CMANU2568CM ANU2596CMANU2597CM

QTU7830CM KU-6613CMTYU2250C QU-1604CM

KU-6000CM

KU-6500CM



㈱サーティーフォー ‖オプションプラン 洗面化粧台‖

備考

品番

姿 図

ボウル、キャビネット

アクリル製人造大理石カウンター

価格（税込） +¥23,100

間口90㎝

+¥8,400

アッパーキャビネットW=750H=400

+¥27,300

サイドトールキャビネットW=300

+¥52,500

サイズ（W300×H2350）

アッパーキャビネットW=900H=400

+¥24,150

洗面サイドホーローパネル貼り

施工費込み。サイズW=637H=1900 2300

+¥30,450

ヘルスメーター収納仕様

+¥1,050

備考

品番

御社NET +¥5,250

間口750.900に対応

ホーロー底板仕様

+¥5,250

ソフトクローズ仕様

2段スライド仕様に対応

2013.04

レール引き手用タオルハンガー

￥3,150

タオルリングＫＩＣ



サーティーフォー　標準仕様 水廻り３点セット　【洗面化粧台】
EPOCH ＜エポック＞ 750mm

TS1002 101119

エポック

オールスライドタイプの
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄは下段のケコミ部分も
収納スペースに活用でき、
背の高い物もしっかり収まります。

■ 快適な収納を考えたベースキャビネット

カウンターを

すっきりさせる

便利な小物ポケット

収納力に優れた
スライドキャビネット

キャビネット

※写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。

■ボウル色

ホワイト

引き出すと、すぐにでてくる
小物ポケット。頻繁に使う
ヘアブラシなどが取り出し
やすく設計されています。

一段高い仮置きスペース

凹凸のないなめらかな
曲線が美しいボウル。
水はねしてもお手入れ
しやすいハイバックガード
なので、汚れも拭きやすく
快適です。

ハイバックガードでなめらかなボウル

水栓の根元に水がたまらない
壁出し水栓だから、
お手入れが簡単。
また、引き出せば
ハンドシャワーとして
使えます。

使いやすい壁出し水栓

ボウルの両サイドには、
仮置きスペースを
一段高く設定。
小物などを濡らさずに
置いておくことが出来ます。

キレイがずっとつづく　人造大理石ボウル

1 2 正面からでは見にくい
部分の確認は3面鏡で

5 朝の忙しい時間も二人同時に4 ミラーを見ながら
収納棚が使えます3 手前に引き寄せラクな

姿勢でメイクアップ

広くて取り出しやすい収納スペース。
トレイは取り外しが可能です。
また、高さの調節も出来て便利。

ミラーを開くとワイドな収納棚

フラットにして全体の
シルエットなどを確認

センターのミラーにはくもりにくい
クリアコートを採用。
ヒーターを使わないから、
電気代が不要。
環境にも優しいエコ設計です。

くもりにくいクリアコートミラー

歯ブラシやコップ、石けんなどをすっきり収納。
湿気がこもらないから快適です。
ステンレス製の網棚は簡単に取り外して洗えます。

５つのミラーで使い方いろいろ 機能性が高く、人気のミラー内部

扉 ＆ ボウル　カラーバリエーション

使いやすさと
お手入れのしやすさを
第一に考えた、
機能充実の
洗面化粧台です。

汚れの入る
すき間がない

汚れが
染み込みにくい

細かいキズは
磨いて美しく

衝撃に強く
割れにくい

使い勝手に収納に　機能充実のミラー

さまざまな工夫で充実の収納機能

水切れの良い
歯ブラシ立て

便利な
内部コンセント
（1200Wまで）

通気性に優れた「乾くん棚」

小物ポケット

特許登録済

明るいパステルカラーをやわらかなトーンで仕上げました。
さわやかなキッチン空間を演出します。
（マット仕上げ・シリコーンコートシート扉）

ソフトホワイト

ソフトオレンジ

ソフトブルー

ソフトグリーン

E series

ソフトオレンジ ソフトグリーン ソフトホワイト



　W900 扉色グレードアップ 収納オプション　メディシンボックス

Aシリーズ Sシリーズ Lシリーズ Wシリーズ

建築壁埋め込み型

差額 + 21,000円

+ 12,600円

バー取手、ライン取手が選択可能です

+ 11,550円

トールキャビネット トールウォールキャビネット ウォールキャビネット ウォールキャビネット ｻｲﾄﾞｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

W750：ASLW　+30,450円

Ｅ　+21,000円

W150：ASLW　+74,550円 W150：ASLW　+18,900円 W900：ASLW　+31,500円 W300 ASLW　+22,050円

Ｅ　+58,800円 Ｅ　+14,700円 Ｅ　+24,150円 Ｅ　+17,430円 W300 ASLW　+29,400円

W300：ASLW　+80,430円 W300：ASLW　+22,050円 W450 ASLW　+22,050円 Ｅ　+22,050円

Ｅ　+66,150円 Ｅ　+18,900円 Ｅ　+18,900円 W450 ASLW　+30,450円

W450：ASLW　+67,200円 W450：ASLW　+22,680円 Ｅ　+22,050円

Ｅ　+68,250円 Ｅ　+19,950円

サイドキャビネット ウォールキャビネット ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ASLW　+27,930円 + 17,430円

Ｅ　+21,000円

W300：ASLW　+46,200円

Ｅ　+38,430円

W450：ASLW　+48,300円

Ｅ　+40,950円

サーティーフォー 標準仕様洗面 エポック オプション一覧



アトムワイド455 EIDAI洗面室・トイレフロア

〈レガシーストーン〉 NS-RS/F

〈ファインマーブル〉 NS-FM/F 〈シンプルテラコッタ〉 NS-STC/F

〈セルペルチーノ〉 NS-SP/F
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