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SENSIA ARENA
スパレット一体型便器

（床排水仕様）
FHT71-0302-002
幅377・奥行675
￥380,000

SENSIA ARENA

汚れがつきにくい
ついた汚れを落とすのではなく、水アカや汚れの付着
を防ぐという発想から生まれた新素材。水となじみや
すい性質なので、汚れの下に水が入り込んで、付着す
る前に浮かせて流します。

キズに強い
アクアセラミックは表面に高硬度のジルコンを含んで
いるため、キズそのものがつきにくく、汚れの付着を
軽減します。

抗菌仕様
汚れを洗い流したあと、釉薬に含まれる銀イオンのパ
ワーで細菌の繁殖を抑制し、水アカだけでなく、におい
も軽減します。

洗浄前

洗浄

洗浄後

AQUA CERAMIC
あり

AQUA CERAMIC
なし

AQUA CERAMIC
あり

AQUA CERAMIC
なし

（床上排水仕様）
FHT71-0303-002
幅377・奥行675
￥400,000

床排水と床上排水の2タイプをご用意。
プランに合わせて選択可能。

item

日本が世界に誇る最先端のシャワートイレ技術と、ドイツ・GROHE 社の洗練されたデザインの融合。
極限まで薄さを極めたメカニック部やシートデザイン、そして、柔らかな曲線を描く美しい筒型の陶器部。
それは、デザインと技術のハイレベルな挑戦によって実現したこだわりの美しさ。その研ぎ澄まされたフォ
ルムが上質なプライベート空間を演出します。

妥協なき美しさの追求。

ドイツデザイン×日本のシャワートイレ技術。最高傑作のトイレ「センシアアリーナ」がグローエより新登場。

リモートコントロール

いつまでも新品の輝きを保つ新素材
「アクアセラミック」
水アカや汚れがつきにくいトイレのための画期的な新素材。
センシア アリーナは、このアクアセラミックをボディに採用しました。
トイレの水を流すだけで、いつまでもいつもキレイ。
毎日のお掃除が格段に楽になります。

水の力で汚れをつきにくく
「プレウォッシュ」

着座時に約 300cc の水を流すプレウォッシュ
で、汚れる前に便器を湿らせ水となじみやすい
アクアセラミックの効果を最大限に活かしま
す。トイレをさらに汚れにくくする、センシア 
アリーナ独自の機能です。

男子立小用時の飛沫を飛ばさない
「フォームクッション」

水面に張った泡のクッションで受け止めるの
で、男子立小用時の飛沫が飛び散らず床や壁
の汚れや、においの発生を防ぎます。トイレ
自体の汚れだけでなく、トイレ空間の清潔さ
にこだわりました。

少ない水でもしっかり洗い流す
「トリプルボルテックス洗浄」
強力な 3 つの水流を一気に吐き出すトリプル
ボルテックス洗浄だから、汚れがつかないアク
アセラミックとの相乗効果で、かつてない洗浄
力を実現。しかも使う水はわずか3.8リットル※。
節水性能も両立しました。

※床排水仕様の場合

においを漏らさず残さず吸い込む
「エアシールド脱臭」
吸い込むだけの脱臭ではなく、鉢内に気流を
発生させて、においの上昇を防ぐエアシールド
脱臭。エアカーテン技術を応用して鉢内に風
を送り込む新技術で、においの原因を便器内
でしっかりと解決します。

究極のクリーンさを実現するセンシア アリーナ、４つの機能
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Velis壁掛便器
（便座なし）
ADF71-2154
￥98,000 

コンシールドシスターン（壁埋込型タンク）
壁掛便器用
FAC71-0001
￥105,600～

・上記の便器には、メーカー純正品の便座・フタは含まれません。　・温水洗浄便座「アプリコット」は、TOTO製品取り扱い業者にてお求めください。　・コンシールドシスターンについては、P.10をご覧ください。Velis

日本の温水洗浄便座は、1980年に誕生して以来日々進化を続けてきました。その多彩な高機能と快適な使い心地は高い評価を得ており、
世界も認める日本ならではのハイテクアイテムとも言えます。そんな温水洗浄便座の先駆者であるTOTOの「アプリコット」との組み合
わせにぴったりなのが、イタリア・CATALANO社の Velisシリーズ。「スタイリッシュなトイレ空間を実現するスマートなタンクシステム」
と「世界一流の美しいデザイントイレ」、そして「日本のトイレの快適性」を併せ持つ、理想のトイレを実現します。

TOTOアプリコット ベストマッチングモデル

item

タンクレスシステムの本場、ドイツ・VIEGA 社の
コンシールドシスターン。タンクを壁の中に埋め
込むことで、ゆとりある空間づくりが可能です。
洗練されたフラッシュパネルは全 7 タイプからセ
レクトできます。

世界中の権威あるデザイン賞に輝くイタリア・
CATALANO 社の便器 Velis。優美な曲線美は
デザインの国・イタリアならでは。新鮮な印象の
壁掛タイプ、ありそうで見つからないデザインの
床置タイプの 2種類から選べます。

温水洗浄便座の先駆者 TOTO ウォシュレット
「アプリコット」。高機能であることはもちろん、
Velis 便器本体との相性もぴったりなデザイン
なので、洗練されたシャワー付トイレが完成し
ます。

コンシールドシスターン 施工イメージ

全 7タイプからセレクトできるフラッシュパネル

・コンシールドシスターンおよびフラッシュパネルのバリエー
　ションについては、P.10をご覧ください。

Velis壁掛便器

・上記写真は、温水洗浄機能なしの標準便座仕様です。

　Velis壁掛便器（標準便座仕様） ADF71-2101
　Velis床置便器（標準便座仕様） ADF71-2102

日本の温水洗浄便座を美しくコーディネート

ドイツならではの
合理的なタンクシステム

イタリアンデザインが生み出す
ハイデザイントイレ

日本が世界に誇る
最先端の温水洗浄便座

「ウォシュレット」「アプリコット」は TOTO株式会社の商標登録です。

￥126,000
￥134,000

壁掛タイプ、床置タイプの2タイプからセレクト可能。

TOTOウォシュレット「アプリコット」

Velis床置便器

Velis床置便器
（便座なし）
ADF71-2155
￥106,000 

コンシールドシスターン（壁埋込型タンク）
床置便器用
FAC71-0101
￥59,800～

壁掛タイプ

・

・

適合機種：F1（TCF4713）、F2（TCF4723）
　　　　　F3（TCF4733）、F3W（TCF4833）
オート便器洗浄タイプ（F1A～ F3AW）はお選びいた
だけません。

床置タイプ



壁掛便器用コンシールドシスターン（FAC71-0001→P.10）が別途必要です。   上記便器は、ウォッシュダウン式のため洗浄時に水はねする場合があります。   写真掲載のビデは参考商品です。 床置便器用コンシールドシスターン（FAC71-0101→P.10）が別途必要です。  
上記便器は、ウォッシュダウン式のため洗浄時に水はねする場合があります。    写真掲載のビデは参考商品です。
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壁掛便器用コンシールドシスターン（FAC71-0001→P.10）が別途必要です。  
上記便器は、ウォッシュダウン式のため洗浄時に水はねする場合があります。 

1.

2.

3.

壁掛便器 - new zero -
ADF71-0413
幅350･奥行550
￥142,200

壁掛便器 - sfera -
ADF71-0710
幅350･奥行545
￥114,800

壁掛便器 - starck 1 -
FAA71-0201
幅410･奥行575
￥386,000

1.

2.

3.

床置便器 - sfera -
ADF71-1006
幅350･奥行540
￥136,800

床置便器 - starck 2 -
FAA71-0409
幅370･奥行570
￥278,000

床置便器 - velis -
ADF71-2102
幅370･奥行570
￥134,000
→温水洗浄便座モデルは
　P.07 へ

4.

5.

6.

壁掛便器 - darling new-
FAA71-0901
幅365･奥行625
￥172,000
→温水洗浄便座モデルは
　P.03 へ

壁掛便器 - starck 2 -
FAA71-0408
幅375･奥行620
￥236,000
→温水洗浄便座モデルは
　P.03 へ

壁掛便器 - starck 3 -
FAA71-2210
幅365･奥行620
￥162,000
→温水洗浄便座モデルは
　P.03 へ

Wall hung toilet Floor standing toiletー 壁掛便器 ー ー 床置便器 ー For Children ー 子ども用便器 ー

001：ホワイト

002：グリーン

003：レッド

1.

2.

3.

4.

壁掛便器
GAR71-1703-003
幅360･奥行520
ホワイト/レッド
￥113,600

壁掛便器
GAR71-1703-001
幅360･奥行520
ホワイト
￥108,600

壁掛便器
GAR71-1703-002
幅360･奥行520
ホワイト/グリーン
￥113,600

壁掛便器
GAR71-1703-003
幅360･奥行520
ホワイト/レッド
￥113,600

1 1 1

2

3

2

3

4

4

5

63

2

1



10 11

便器本体とコンシールドシスターンを選ぶ フラッシュパネルのデザイン・カラーを選ぶ

壁掛便器 の場合

床置便器 の場合

壁掛便器 本体
P.3、 P.7、 P.8、 P.9よりお選びください。

床置便器 本体
P.7、 P.9よりお選びください。

1 2

+

+

309：クリアガラス

001：クローム 101：クローム 

205：マットクローム 

壁掛便器用
コンシールドシスターン

床置便器用
コンシールドシスターン

上記表示価格は、フラッシュパネルとコンシールドシスターンを含んだ価格です。　便器本体は、別途となります。（P.3、P.7、 P.8、 P.9をご覧ください。）

水量は切替式の小 3L/4L 大 6L/9L（タンク内で切替）。
現在主流の節水型トイレと同水準のエコ仕様。
点検口を兼ねた合理的な操作パネルは、外すだけでタンク内の部品交
換・メンテナンスが可能です。

エコと機能を兼ね備えたデザイン

国産タンクレストイレは水圧の問題で設置できない場合があります。
コンシールドシスターンであれば、タンクレストイレの省スペース性を
備えながら、タンク付便器と同様にご使用いただけます。

タンクがあるのにタンクレス

フラッシュパネル type 10

FAC71-0001-001
￥105,600

FAC71-0101-001
￥59,800

FAC71-0001-002
￥105,600

FAC71-0101-002
￥59,800

FAC71-0001-003
￥105,600

FAC71-0101-003
￥59,800

FAC71-0001-101
￥124,800

FAC71-0101-101
￥78,800

FAC71-0001-102
￥124,800

FAC71-0101-102
￥78,800

FAC71-0001-205
￥124,800

FAC71-0101-205
￥78,800

FAC71-0001-309
￥246,800

FAC71-0101-309
￥205,600

フラッシュパネル type 11 フラッシュパネル type 12 フラッシュパネル type 100

クローム ホワイト ブラック クローム ホワイト マットクローム クリアガラス

002：ホワイト 003：ブラック 102：ホワイト

フラッシュパネルはコンシールドシスターンに付属します。

※受注発注品（納期 約 2.5ヶ月）

type 10 type 11

type 12 type 100

Regular toilet ー タンク付便器 ーConcealed cistern ー コンシールドシスターン（壁埋込タンク） ー

1.

2.

タンク付便器
- starck 1 -
FAA71-0202
幅415･奥行640･高さ1045
￥716,800

タンク付便器
- caro -
FAA71-1202
幅360･奥行695･高さ995
￥558,000

3.

4.

タンク付便器
- starck 2 -
FAA71-0407
幅360･奥行725･高さ885
￥398,000
→温水洗浄便座モデルは
　P.03 へ

タンク付便器
- starck 3 -
FAA71-2209
幅390･奥行655･高さ780
￥278,000

当社の壁掛便器、床置便器に組み合わせる専用の壁埋込タンク、「コンシールドシスターン」は合理的かつ
スマートなトイレ空間を実現します。タンクを壁面内部に埋め込むことにより、トイレ空間に一層の奥行き
をもたらし、デッドスペースを無くして、お掃除しやすく衛生的に保つことができます。

合理的スマートなトイレシステム

1 3

2 4

1

上記便器は、ウォッシュダウン式です。洗浄時に水はねする場合があります。 上記便器は、ウォッシュダウン式です。洗浄時に水はねする場合があります。



別途フラッシュバルブやセンサーが必要です。 別途フラッシュバルブやセンサーが必要です。 対応する小便器については当社までお問い合わせください。センサー式の場合は別途お手配ください。

12 13

1.

2.

小便器 - starck1 -
FAA71-0203
幅320・奥行285・高さ515
￥194,000

小便器 - starck3 -
FAA71-2214
幅350・奥行350・高さ575
￥108,000

3. 1.

2.

3.

4.

7.

8.

6.

5.

4.

小便器 - me by starck -
FAA71-3511
幅300・奥行350・高さ585
￥124,800

小便器 - d-code -
FAA71-3101
幅305・奥行290・高さ565
￥92,600

1. 小便器用固定フレーム
フラッシュパネル付き

FAC71-0303-001
パネル：クローム
￥128,200

FAC71-0303-002
パネル：ホワイト
￥128,200

FAC71-0303-105
パネル：マットクローム
￥128,200

Urinal ー 小便器 ー Urinal fitting set paper holderー 小便器用固定フレーム ー ー ペーパーホルダー ー

小便器の設置をスマートに。そしてスタイリッシュに。

スタイリッシュな操作パネルは
3タイプから選択可能

トイレットペーパーホルダー
FRF74-1705
クローム
￥7,800

トイレットペーパーホルダー
FRF74-1516
クローム
￥9,600

トイレットペーパーホルダー
FRF74-0422
クローム
￥6,900

トイレットペーパーホルダー
FHT74-3406-001
クローム
￥7,700

トイレットペーパーホルダー
FRF74-2601
シェルフ：フロストガラス
ブラケット：クローム
幅200・奥行127
￥9,200

トイレットペーパーホルダー
FRF74-2503
クローム
￥13,600

トイレットペーパーホルダー
FRF74-2619
シェルフ：フロストガラス
ブラケット：クローム
幅300・奥行126
￥14,600

トイレットペーパーホルダー
FRF74-2302
クローム
幅310
￥24,800

小便器の壁取り付けが簡単にできる固定フレームです。フレームにはフラッシュバルブ
がセットされていますので、壁面に取り付けるだけで、小便器の固定と洗浄が可能です。
洗浄ボタンでもあるフラッシュパネルは、ミニマルなデザインの 3 タイプをご用意、ト
イレ空間をスタイリッシュに彩ります。

14

1

2

3

1 2

3 4

5

8

7

6

1

001：クローム 002：ホワイト

105：マットクローム

フラッシュバルブ付 固定フレーム
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1.

2.

サポートアームレスト
はね上げ式
奥行700
FSB74-0104　L.type
FSB74-0103　R.type
001：ポリッシュ  ￥184,000
002：サテン        ￥153,300

サポートアームレスト
はね上げ式
奥行850
FSB74-0106　L.type
FSB74-0105　R.type
001：ポリッシュ  ￥187,500
002：サテン       ￥156,300

グラブレール　L600
FSB74-0003
幅670・奥行93
001：ポリッシュ  ￥56,400
002：サテン        ￥47,000

グラブレール　L900
FSB74-0004
幅970・奥行93
001：ポリッシュ  ￥61,800
002：サテン        ￥51,500

グラブレール
FSB74-0008 
幅370・高さ670・奥行93
001：ポリッシュ  ￥67,700
002：サテン       ￥56,400

グラブレール
FSB74-0007 
幅370・高さ670・奥行93
001：ポリッシュ  ￥67,700
002：サテン        ￥56,400

3.

4.

5.

6.

001：ポリッシュ 

002：サテン

Ergo System E300

Color variations

5.

6.

7.

8.

グラブレール L600
FLR74-1810
幅682・奥行90・径33
001：クローム
003：アルミシルバー

グラブレール L900
FLR74-1811
幅982・奥行90・径33
001：クローム
003：アルミシルバー

グラブレール L1100
FLR74-1812
幅1182・奥行90・径33
001：クローム
003：アルミシルバー

グラブレール
FLR74-1842
幅464・高さ764・径33
001：クローム
003：アルミシルバー
左右共通

1.

2.

3.

4.

サポートアームレスト
はね上げ式
FLR74-1801
奥行650
￥129,000～ 

サポートアームレスト
はね上げ式ペーパーホルダー付
FLR74-1803
奥行700
￥133,000～

サポートアームレスト
はね上げ式ペーパーホルダー付
FLR74-1804
奥行850
￥135,000～

サポートアームレスト
固定式
FLR74-1802
奥行650
￥87,000～

サポートアームレスト
固定式 ペーパーホルダー付
FLR74-1805
奥行700
￥95,000～

サポートアームレスト
固定式 ペーパーホルダー付
FLR74-1806
奥行850
￥101,000～

Plan care

￥39,600
￥34,000

￥47,500
￥40,400

￥53,200
￥45,000

1～4は、本体とアーム部の仕上・カラーによって品番・価格が異なります。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。 5～7は、タオルバーとしてもご使用いただけます。

￥71,800
￥60,900

R.type

R.type

L.type

L.type

D700

D850

1

3

4

652

L600

L900

1

2

3

本体：クローム　アーム部：ブラックグレー

はね上げ式

はね上げ式・トイレットペーパーホルダー付

固定式

固定式・トイレットペーパーホルダー付

本体：アルミシルバー　アーム部：ライトグレー

本体：アルミシルバー　アーム部：ブラックグレー

4本体：クローム　アーム部：ブラックグレー FLR74-1815 (R.type)

5

6

7

8

L600

L900

L1100
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www.tform.jp
ティーフォルムでは、ヨーロッパのサニタリー商品を豊富なラインナップでご用意しております。
本パンフレットに掲載されていない商品も多数ございます。
パンフレットと併せて、当社ウェブサイトをご活用ください。
また、各製品の寸法や必要部品などの情報についても、ウェブサイトでご確認ください。

[Tform Web Site]

[Showroom]

商品に関するご質問、在庫のご確認、見積のご請求、ご注文などについては、上記までお問い合わせください。

06 - 6632 - 8777
06 - 6633 - 7790

[Contact]

〒106-0047　東京都港区南麻布 3 - 3 - 36
tel : 03 - 3444 - 8511

営業時間 火 - 金
土
定休日

10:00  ―  18:00 
12:00  ―  18:00
月曜・日曜・祝日

※ 駐車場の用意はございません。お車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。
※ 誠に勝手ながら、お子様連れでのご入店はお断りしております。あらかじめご了承ください。

サニタリーウェアショールーム

アクセス 南北線／大江戸線　麻布十番駅①出口　徒歩 12分
日比谷線　広尾駅①出口　徒歩 12分
都営バス [橋86] [橋86折返] 仙台坂上停留所　徒歩 1分

大洋金物株式会社  ティーフォルム事業部

tel : 

fax : 

e-mail : info@tform.co.jp

完全予約制

当パンフレットの掲載内容について

取扱い商品について

ご採用・ご注文にあたって

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

表示されている価格は 2020年 10月現在の消費税別の価格です。価格は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
表示されている価格は本体のみの価格です。標準付属品や別途必要なアイテムについては、当社ウェブサイトをご覧いただくか、当社までお問い合わせください。
掲載の商品写真は、実際の商品と印刷色が多少異なる場合があります。また、止水栓など実際の施工に必要な部品が写っていない場合があります。
当パンフレット掲載の商品の他にも多数取り扱っております。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。
仕上げやカラーバリエーションなどの詳細などにつきましては、当社ウェブサイトをご覧ください。
当パンフレットに掲載の会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

当社取り扱い商品は、一部部品類を除き海外輸入品です。
給排水管の接続が必要な部品は、付属部品などを使うことにより国内規格の設備配管に適合します。
当社の洋便器は一部（P.04～ P.05　SENSIA ARENA ）を除き、吐出させた水勢で洗い流す、洗い落とし（ウォッシュダウン）式で、洗浄時に多少水はねする場合があります。また流しなおしが必要な
場合があるなど、国産便器に比べると機能面において多少不便を感じる場合があります。その旨をご理解の上、ご採用ください。
当社の洋便器の排水部品は、一部（P.04～ P.05　SENSIA ARENA ）を除き、VP100のみに対応します。VP75など、他のサイズの配管には接続不可ですので、ご注意ください。
P.06～ P.07掲載の Velis便器に温水洗浄便座（TOTOアプリコットシリーズ）を取り付ける場合、温水洗浄便座専用の給水栓と電源が必要となります。またオート便器洗浄機能付の機種はお選びいただ
けませんので、あらかじめご了承ください。詳しくは当社までお問い合わせください。「アプリコット」は TOTO株式会社の登録商標です。

取扱い商品は一部を除き、国内在庫品です。納期はご契約成立後、約 1週間です。ただし、大量発注などにより在庫切れの場合、納期約 3～ 4ヶ月となります。納期および在庫の有無については、当社
へあらかじめお問い合わせください。
海外メーカーの事情により、予告なく商品が生産中止となる場合や、仕様が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。




	00_low
	00_01_toilet_low
	02_03_low
	04_05_low
	06_07_low
	08_09_low
	10_11_low
	12-13_low
	14-15_low
	16_low
	18_low



