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［満水容量284ℓ］ ［満水容量303ℓ］



［満水容量284ℓ］ ［満水容量303ℓ］





















換気乾燥暖房機  BS-151SH（100Ｖ用）

縦長鏡（270×1,143）（ボウル照明） BS-151SH2-CX（100Ｖ用） ・ BS-251SH2-CX（200Ｖ用）

リモコン

リモコン

O p t i o n  E q u i p m e n tオプション設備

「除菌イオン機能搭載」換気乾燥暖房機

換気乾燥暖房機
冬場の寒い季節から、ジメっとした梅雨時、そして暑い夏まで
その時々に応じて浴生活の力強い味方になります。

イオンの力で浮遊するカビ菌を除去。
洗濯物も清潔に乾燥してくれ、カビの発生も抑えてくれます。

年中を通して快適に。換気、暖房、涼風、乾燥の4つの機能を搭載。

浴室での衣類乾燥（浴室乾燥）や換気、予備暖房、涼風の使い分けが可能。換気
の強弱切り替えや、タイマー機能、時計機能も備えた換気乾燥暖房機。高出力ヒー
ターを採用し、高い乾燥・暖房性能を実現しました。
除菌イオンにより浮遊するカビ菌を除去し浴室内のカビ発生を抑制する「除菌イオ
ン」機能を搭載。

消費生活用製品安全法
『長期使用製品安全点検制度』対象商品

除菌イオンが浴室内に浮遊する「カビ菌」を取り囲んで除去し、カビの発生を抑えます。

除菌イオンによる空気中の浮遊ウィルス除去性能
（円筒状の容器でのワンパス試験。実際の除菌効果は、
機種やお部屋の状況により異なります。）

●試験方法：ワンパス試験、除菌イオン素子を設置した円
筒状の容器（直径5.5cm、長さ20cm）に浮遊ウィルス
（空気300ℓ当たり約2,000個）を秒速4mで通過させ、
通過後の除去率を測定。除菌イオンなしの場合の浮遊
ウィルス残存率を100として比較。
●試験対象ウィルス：浮遊しているウィルスで試験。
●除菌方法：除菌イオン（20万個／cm3）を容器に放出。
●試験機関：（財）北里環境科学センター
●試験成績書発行番号：北生発13-0214-4号
●実際の除菌効果は機種やお部屋の状況により異なり
ます。

■特定保守製品についてのお願い
●「除菌イオン機能搭載換気乾燥暖房機100V・200V」「換気乾燥暖房機100V」は、平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。この製品の所有者は点検期間に点検（有償の法定点検）などの保
守を行うことが求められます。●所有者登録票（製品同梱）の説明に基づいて、所有者登録を行ってください。●点検期間の始まる時期（10年後）に法定点検の通知が届きますので、点検をご依頼ください。
＜お問合せ先＞マックス株式会社　マックスカスタマーセンター：0120-011-408　URL：http://www.max-ltd.co.jp

除菌イオンによる空気中の浮遊カビ菌除去性能
●運転モード：除菌イオン単独運転
●8畳相当、室内温度：27℃、湿度：58%RH
●測定方法：室内中央での気中浮遊菌数をエアー
サンプラーにて測定
●除菌方法：除菌イオンを空気中に放出
●試験機関：（財）石川県予防医学協会
●試験成績書発行番号：第1507501号

※タバコの煙に含まれる有害物質（一酸化炭素
等）の除去はできません。

消費生活用製品安全法
『長期使用製品安全点検制度』対象商品

冬の予備暖房や衣類の乾燥に。快適な暮らしの便利アイテム。

換気機能 暖房機能

涼風機能 乾燥機能

除菌イオン機能付機種にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。
プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
除菌イオン機能付機種にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。
プラズマクラスター、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。









































































お手入れのしやすさや環
境に配慮、ご家族に合
わせてスタイルやレイア
ウトをお選びいただける、
家族みんなのバスルー
ムです。

集合住宅の自由な設計
プランを実現するセキス
イバスコア。一体成型
パンバスタイプから分割
防水パンタイプまで、多
彩なシリーズでご要望に
お応えします。

R

Bath Saloon

R o omy
幅広いライフステージに
対応可能な、ベンチ浴
による安心・安全・快適
入浴を実現。住宅プラン
ニングの幅を広げる2方
向開口も採用できます。

家庭の給湯の節約に役
立つセキスイエコキュー
ト。かしこく快適、セキス
イが実現するスマートな
給湯ライフをお届けしま
す。

永年に渡る情報の蓄積、
人間工学に基づく、人
の動きや心理をもとに
開発された介護・自立支
援設備。介護に携わる
全ての人に安全と安心
の環境を提供します。

介護･自立支援設備

R



2015年11月現在

FND-2015.11.5,000 第4版

※本カタログの掲載の商品・部品・部材の色柄・色調などは、印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
※記載されている仕様・設備は、改良のため予告なく変更する場合があります。※浴室の写真はCG画像のため、実物と多少異なる場合があります。
※無断転載を禁じます。　※このカタログの掲載内容は、2015年11月現在のものです。
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山陰エリア
山陰セキスイ商事（株）出雲営業所 〒699-0624 島根県出雲市斐川町上直江975-1 0853（72）1217
山陰セキスイ商事（株）松江営業所 〒699-0111 島根県松江市東出雲町意宇南1-5-3 0852（53）0702
山陰セキスイ商事（株）鳥取営業所 〒680-0911 鳥取県鳥取市千代水3-51 0857（28）1231
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札幌営業所 〒007-0837 北海道札幌市東区北37条東29-6-15 011（789）6670
仙台ウェルス営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字柳堀8-1 022（287）5571
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字柳堀8-1 022（287）5571
盛岡営業所 〒020-0032 岩手県盛岡市夕顔瀬町2-2（夕顔瀬マンション1階） 019（621）2639
郡山営業所 〒963-8052 福島県郡山市八山田1-3（ロイヤル八山田A棟） 024（921）0770
東京ウェルス営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-15-17（住友不動産西新宿ビル2号館2階） 03（5348）3530
東京HM営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-15-17（住友不動産西新宿ビル2号館2階） 03（5331）2765
東京RF営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-15-17（住友不動産西新宿ビル2号館2階） 03（5331）2760
横浜営業所 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-19（アプリ新横浜ビル8階） 045（475）2922
千葉営業所 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-5（朝日生命津田沼ビル3階） 047（403）5141
関東ウェルス営業所 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2（JA共済埼玉ビル10階） 048（658）3605
埼玉営業所 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2（JA共済埼玉ビル10階） 048（658）3601
茨城営業所 〒300-0037 茨城県土浦市桜町1丁目17番15号（三和桜町ビル4階） 029（825）0125
栃木営業所 〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1125-9（カスティール・イン宇都宮1階） 028（637）2866
群馬営業所 〒371-0843 群馬県前橋市新前橋町26-7（ヤマコビル3階） 027（254）5033
新潟営業所 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山3-1-5（駅南ビル3階） 025（247）4777
信州営業所 〒381-2224 長野県長野市川中島町原1264-1 026（290）1177
静岡営業所 〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-1（日土地静岡ビル5階） 054（652）1070
浜松出張所 〒430-0923 静岡県浜松市中区北寺島町125-23（中村ビル2階） 053（456）2070
中部ウェルス営業所 〒454-0824 愛知県名古屋市中川区蔦元町1-20 052（363）1261
名古屋営業所 〒454-0824 愛知県名古屋市中川区蔦元町1-20 052（363）1262
岡崎営業所 〒444-0874 愛知県岡崎市竜美南3-8-9 0564（55）3331 
三重営業所 〒514-0016 三重県津市乙部2116-1 059（228）0196
大阪ウェルス営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30（ニッセイ新大阪ビル17階） 06（6397）3603
大阪HM営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30（ニッセイ新大阪ビル17階） 06（6397）3601
大阪RF営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30（ニッセイ新大阪ビル17階） 06（6397）3600
姫路営業所 〒672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家7-25 079（231）2388
京滋営業所 〒520-0832 滋賀県大津市粟津町４-７（石山駅前近江鉄道ビル５階） 077（531）1267
和歌山営業所 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田1-2-4（寺本興産ビル5階） 073（472）1116
北陸営業所 〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル9階） 076（231）4461
中四国ウェルス営業所 〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-2-21（広島第一生命ＯＳビル１階） 082（568）7155
広島営業所 〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-2-21（広島第一生命ＯＳビル１階） 082（568）7150
岡山営業所 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町10-20（磨屋町ビル5階） 086（221）5530
山口営業所 〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町2-21（スクエア新山口ビル1階） 083（974）3801
高松営業所 〒761-0301 香川県高松市林町1509番地（丸忠第7ビル） 087（868）3806
松山営業所 〒791-1102 愛媛県松山市来住町1075-2 089（970）0369
九州ウェルス営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-12-24（博多駅東QRビル4階） 092（433）1181
福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-12-24（博多駅東QRビル4階） 092（433）1181
南九州営業所 〒862-8660 熊本県熊本市中央区九品寺5-7-29 096（366）3363
鹿児島出張所 〒891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町8-22 099（210）0025

グループ内関連会社販売拠点
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