
2020年12⽉2⽇ 株式会社ハウステック

【壁柄】⽣産中⽌に伴う代替品切替 ※在庫状況により切替時期が変動いたします。営業所に仕様確認をお願いいたします。
項⽬（アイテム） 現パンフレット 訂正内容

壁柄

ユニグリッド  ユニマーブル セイントフロアー

【オプション】価格改定に伴う価格・型式の訂正
項⽬（アイテム） 現パンフレット 訂正内容

換気扇

VD-10ZUC-HTN

13,000円

I形握りバー

TB113-NB-400WN
14,000円

TB113-NB-600WN
17,000円

TB113-NB-800WN
22,000円

窓接続枠
（スーパー
 ホワイト）

FVA-0607N
17,000円

FVA-0412N
20,000円

FVA-1515W300N
49,000円

【オプション】価格改定以外の変更箇所
項⽬（アイテム） 現⾏ 変更

カベピタ⽤⽔栓

シングルレバー・
ワンストップ機能付
（吐⽔なし）

VSM-31DL/R VSM-33DL/R

【正誤表】2018年7⽉改訂版ユニッテリア 訂正とお詫び
壁柄 ・ オプション品

⽇頃はハウステック製品に格別のお引き⽴てを賜わり、⼼よりお礼申し上げます。
2020年12⽉より壁柄の⽣産中⽌に伴う段階的な代替品切替、2019年4⽉1⽇実施の価格改定に伴い、本パンフレット（AC-002L1）掲載内容を訂正
いたします。正誤表を参照頂けますよう、何卒よろしくお願いいたします。

在庫状況により

段階的に切替



●お客様ご相談窓口のご案内
商品のお問い合わせは（お客様相談窓口） 修理のご用命は

0120-801-761
0570-001-761

0570-071-761

補修部品のご購入は（代引き販売窓口）

●受付時間　平日9:00～17:30（12:00～13:00を除く）

個人のお客様

販売・施工など業者様

※携帯電話の場合 （有料）

（有料）

土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませて
いただきます。

0120-455-621
0570-002-621

0570-022-350
●受付時間　平日9:00～17:30（12:00～13:00を除く）

個人のお客様

販売・施工など業者様

※携帯電話の場合 （有料）

（有料）

土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませて
いただきます。

0120-102-471
0570-002-471

0570-022-471
●受付時間　365日　24時間

個人のお客様

販売・施工など業者様

※携帯電話の場合 （有料）

（有料）

（修理訪問は日中、地域により休日あり）

Printed in JAPAN（Ｈ） AC-002L1

改訂版2018.07

ユニッテリア 浴室リフォーム用商材

ご相談、ご用命は 
 

●ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。 
●取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。 
●このカタログに記載の内容は2018年7月1日現在のものです。 
●このカタログの記載価格には、消費税は含まれておりません。 
●商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 
●本カタログの記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。 
　取付・設置費、使用済みの商品の引き取り費などは含まれておりません。 
●商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。 

●商品のご購入時には機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用の前にお読みの上、正しくお使いください。 
　詳細はご購入先またはユニッテリア取扱店にご相談ください。 

安全に関するご注意 

本商品にはアスベストは含まれておりません。 

110・120cm

●マキフタ（PP製オフホワイト） 
●1100サイズ浴槽用 
 ・ 690×1075　　　　 YSCFT-YTA-11       
 ・690×1075（切欠付）YSCFT-RN-11 
   各+6,000円（税抜） 
●1200サイズ浴槽用 
 ・700×1175　　　　 YSCFT-YTA-12       
・700×1175（切欠付）YSCFT-RN-12  
   各+6,000円（税抜） 

 ※点検口を取付ける場合、当補強材が1セット必要と 

　なります。点検口と換気扇を取付ける場合、当補強 

　材が2セット必要となります。 

●天井パネル補強材 

●共用水栓 
 ・ 壁付2ハンドル水栓 
   （吐水パイプL240） 
　  SK11-F24HT 
    +22,600円（税抜） 
  

 ・ 壁付サーモ水栓 
   （吐水パイプL300） 
　  KF3000HTR3 
    +31,900円（税抜） 

・ シングルレバ－・ワンストップ 
   機能付（吐水なし） 
  VSM-31DL/R 
   +45,000円（税抜） 
※写真はRタイプ 

●出巾木カバー 
 ・ 足元の出巾木をすっきり
　化粧できます。 
   YD-CS  
   +28,400円（税抜） 

●スライドシャワーフック（ホワイト） 

●鏡 
●縦長ミラー 
 （290×490）      
　MR-10    
　+4,500円（税抜） 

●棚 

 

●ワイドシェルフ 
 ・ ホワイト2個セット 
　T-WSW-X2 
　+4,000円（税抜） 
 ・ ホワイト3個セット 
　T-WSW-X3 
　+6,000円（税抜） 
 

●鏡・棚セット 
 ・ 縦長ミラー290×490 
　ワイドシェルフ（ホワイト） 
　2段 
　MR-WSWX2 
　+8,500円（税抜） 
 ・ 縦長ミラー300×900 
　ワイドシェルフ（ホワイト） 
　2段 
　MRLN-WSWX2 
　+14,000円（税抜） 
 ・ 縦長ミラー300×900 
　ワイドシェルフ（ホワイト） 
　3段 
　MRLN-WSWX3 
　+16,000円（税抜） 

●浴槽脚スペーサー 
・ H＝50 YASP-50 
   +7,600円（税抜） 

  YTEN-HOKYO 
 +4,400円（税抜） 

●天井点検口 
   YTEN5W4  

    +12,500円（税抜） 

●窓接続枠（スーパーホワイト） 
・0607サイズ（奥行200） 
  FVA-0607 
  +13,000円（税抜） 
・0412サイズ（奥行200） 
  FVA-0412 
  +16,000円（税抜） 
・1515サイズ 
  （奥行300・フリーサイズ）     
  FVA-1515W300 
  +45,000円（税抜） 

 ・ I形握りバーにスライド 
   方式のシャワーフック 
   を追加できます。 
   HG-30W-K 
    +4,500円（税抜） 

●Ⅰ形握りバー 

・ L=400（ホワイト） TB113-NB-400W 
  +12,000円（税抜） 
・ L=600（ホワイト） TB113-NB-600W 
  +15,000円（税抜） 
・ L=800（ホワイト） TB113-NB-800W 
  +20,000円（税抜） 

●ドア額縁・巾木セット 
・ドア巾700用 YPRT-EM700  
  +33,700円（税抜） 
・ドア巾750用 YPRT-EM750  
  +34,600円（税抜） 
※ドア高さH1700のみの対応となります。 

●浴槽エプロンアジャストカバー 
・1100サイズ浴槽用（サンドホワイト）       
  YAC-1100SW  
  +13,200円（税抜） 
・1200サイズ浴槽用（サンドホワイト）       
  YAC-1200SW  
  +14,500円（税抜） 

※TOTO製、KVK製水栓兼用タイプです。 
※シングルレバー・ワンストップ機能付（吐水なし） 
　には使用できません。 

オプション 

●「カベピタ」外壁貫通設置型ガス給湯機器 

「カベピタ」なら、ひとまわり大きな浴槽にすることができます。 
環境にやさしい　　　　　　タイプ（潜熱回収型）もあります。 

従来のバランス型風呂釜 「カベピタ」バスルーム 

●「カベピタ」用水栓 

・ 一時止水機能あり 

　VSM-22DL/R 

   +27,800円（税抜） 
※写真はRタイプ 

・ 一時止水機能なし 

   VSM-20L/R  

 +19,500円（税抜） 
※写真はRタイプ 

 16号　フルオートタイプ 
 WF-1612AT 
 +257,300円（税抜） 
 （浴室リモコン付） 

80・90cm

●浴槽袖カウンター 

・ 浴槽と壁とのすき間をすっぽりカバーします。 
   YS-CS 
   +15,000円（税抜） 

写真はT-WSW-X2

写真はMRLN-WSWX2

●換気扇 
 ・ 換気扇（標準タイプ） 

   VD-10ZUC-HT 
   +10,000円（税抜） 

※換気扇は、電気用品安全法で標準使用期間等の表示を

義務付けされております。 

　詳細は各商品にはられているシール等で確認いただけます。 

●「カベピタ」 



グレー 
系 

ベージュ 
系 

ユニットバスが入らない浴室の 
リフォームに最適です。 

ハウステックが生んだ浴室リフォーム 

技能士 

ウチの浴室には 
ユニットバスが 
入らないの？ 

なにか良い方法は 
ないのかしら？ 

技能士 

お宅の浴室に 
ピッタリの浴室リフォーム 
が開発されました。 

バスルームの 
悩みを解決！ 
みためも 
キレイに！ 

浴
室
リ
フ
ォ
ー
ム
を 

お
考
え
の
方
へ 

お客様の浴室は 
一般の 
ユニットバスでは 
寸法的に 入りません。 ※ 

※浴室の壁は構造物（共用部） 
　の為、区分所有法および 
　管理規約により個人で壊す 
　事が禁止されています。 

ユニットバスは 
寸法的に入らない 

ユニットバスが 
入ったとしても狭くなる 

技能士 

ユニットバスさな がらの美しい仕上がりです。 

選べる2つのカラーイメージ 

乾きが早くお掃除が簡単な 
フロア「翌朝快床」を 
搭載したニュータイプを加え、 
魅力アップ。 

ベーシックな岩肌調床タイプ。 

独自構造の床パターンが水の
表面張力を弱めることで、床の
水はけをぐーんとよくしました。
だから、乾きが早く、汚れがつき
にくくカビやヌメリの発生も 
抑えられるので、お掃除ラクラク。 

フィール 
グレー 

フィール 
ベージュ 

フィール 
グレー 

フィール 
ベージュ 

岩肌
調床
 

岩肌
調床
 

洗場側床・・・排水コーナー付ＦＲＰ防水パン「翌朝快床」 
浴槽側床・・・ＦＲＰフレークライニング＋トップコート 
壁・・・・・・・・・樹脂パネル（ユニグリッド） 
天井・・・・・・・アルミポリエチ複合板（アイボリー系） 
浴槽・・・・・・・ＦＲＰ浴槽（１１００サイズ） 
浴槽フタ・・・マキフタ 
ドア・・・・・・・・折戸 
照明・・・・・・・モチ形（LED） 
排水フタ・・・FRP製 
 
※写真の鏡・棚セット、握りバー、カベピタ、水栓は 
　オプションです。 
 

標準仕様 
 

カタログと実物では、色柄が異なります。サンプルなどでご確認ください。 

セット写真はユニッテリアでの浴室リフォーム例です（実際と異なる場合がございます）。 

2 3

既
存
の
タ
イ
ル
壁 

いまの広さをそのまま 

翌朝
快床
 

翌朝
快床
 

壁：ユニグリッド　床：フィールグレー 壁：ユニマーブル　床：フィールベージュ 



接続部はシリコンコーキング＆専用の化粧カバーで 
美観もすっきり。 
アルミ複合板を使い、天井も明るくなりました。 
 

汚れにくい 
専用ジョイナーで 
コーナーすっきり。 

現在の浴室の壁をそのまま下地として利用し、 

上から樹脂パネルを貼る方法なので、 

ほとんど浴室の広さは変わりません。 

変則的な間取りや窓の位置、柱の出っ張りにも対応できます。 

樹脂パネル 

両面接着テープ 

既存のタイル壁 

シリコン系接着剤 

専用ジョイナー 

新たに防水加工を施し、ドアまわりも一新。 
 

お掃
除 

ラク
ラク
 

浴槽側床防水 
（FRPフレークライニング） 

さらにFRPトップコート 

トップコート層 トップコート層 

既存のコンクリート床 

プライマー層 

既存の一次防水シート 

FRPフレークライニング層 FRPフレークライニング層 

なら… 

水漏れを何重にも 
シャットアウトするために 

浴室用フレークライニングを 
開発しました。 

ひときわ防水性の高い 
高級バスルームに変身 

●階下への水漏れの心配のない、高い防水性能で安心● 

浴槽 
側床 

プライマー層 

FRPフレークライニング層 

トップコート層 

既存のコンクリート床 

業界
初 

業界
初 お掃

除 

ラク
ラク
 

洗い 
場床 

岩肌調の洗い場防水パン 
岩肌調の美しいパターン模様。 
タイルの冷たさから 
解放されます。 

排水コーナー付 
FRPフリーサイズパン使用 
専用の樹脂フタ付でお掃除も 
カンタン。清潔&快適です。 

●高い防水性能で安心・乾きが早くお掃除も簡単● 

なら… 

ポリエステル系接着剤 

プライマー層 

既存の洗い場床 

下地板 

排水コーナー付FRPフリーサイズパン 

翌朝快床を採用した 
洗い場防水パン 
独自構造の床パターンで、乾きが 
早く、汚れがつきにくくお掃除も 
ラクラクの防水パンです。 

業界
初 

業界
初 

4 5

なら… 
●今までの浴室の広さを生かせるので、ゆったり広々● 

壁と 
天井 



なら… 

リフォーム満足度８５％、 
入浴快適度９７％以上。 

「ユニッテリア」の 
リフォームや仕上がりについて 

「ユニッテリア」の 
入浴感について 

「ユニッテリア」を 
知人に推薦したいと思いますか 

大変満足 
（25％） 

大変快適 
（27.5％） 快適 

（70.0％） 

その他 

推薦したいと思う 
（95％） 

その他 

満足 

すでにたくさんの公団分譲住宅にお住まいの 
お客様から大好評をいただいております。 

 

タイルの冷たさがなくなって、 

主人も喜んでいます。 

ひとふきでキレイになるので、 

お掃除がすごくラクになりました。 

子供が喜んで一番に 

お風呂に入ってます。 

見違えるような明るい浴室になって、 

ご近所の評判です。 

 

ユニッテリアならサッと洗い流すだけ きれいなお風呂で子供もおお喜び 

「ユニッテリア」ご愛用者アンケート（2004年5月実施） 

満足 
（60％） 

その他 

入船中央エステート  F様 若葉台団地  Ｓ様 

車返団地  Ｋ様 小室団地  Ｓ様 

なら… 

古い浴槽・釜の撤去 壁・天井パネル取付 

 ユニッテリアをマスターした 
「ユニッテリア技能士」がリフォームに伺います。 
お客様の浴室リフォームの万全を期すため、ユニッテリア学校において 
研修を行っています。 
ユニッテリアの知識・技術を習得した「ユニッテリア技能士」が 
リフォームを行います。 

リフォーム期間 

安 心 

リフォーム前 

大がかりな解体作業の必要がありません。 

環境にやさしく、 
ご近所にも迷惑をかけない浴室リフォームです。 

だから２～３日の短期間でリフォームが完成します。 

●リフォームにともなう騒音や振動がほとんどありません。 
●廃材をほとんど出しません。 
●リフォーム作業中の塵埃、臭気がほとんどありません。 

なら… 

組立 

リフォーム後 

6 7

浴槽側床防水 
（FRPフレークライニング） 

さらにFRPトップコート 洗い場FRPパン取付 
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