MIYABＩ

ミヤビ バスチェア ウォッシュペール
高級感のあるアクリルのバスチェア＆ウォッシュペール
商品のイメージから、「雅（みやび）」と名付けました。
シンプルで品のあるフォルムは、お手入れが簡単なだけでなく、浴室のアクセントになります。
アクリルならではの質感と重量感が魅力的。片面は、つや消し加工を施しました。
バスチェアの座面には水抜き穴があり、サイズは２０型と２７型の２サイズ。脚ゴム付きで、滑りにくく、床をキズ
づける心配もありません。
ウォッシュペールは手桶にも使用できるデザインです。
さまざまな浴室にマッチする、フロストクリアとスモークブランの２色展開です。

ミヤビ 20型 バスチェアー
フロストクリア
JAN 4562123218565
6,400円

ミヤビ 28型 ウォッシュペール
フロストクリア
JAN 4562123218527
2,500円

ミヤビ 20型 バスチェアー＆
ペールセット
フロストクリア
JAN 4971587936937
8,900円

ミヤビ 27型 バスチェアー＆
ペールセット
フロストクリア
JAN 4562123219098
10,800円

ご注意
○火のそばに置かないでください。
○踏み台にするなど、本来の使用目的以外でのご使用はおやめください。
○傷がつきますので、たわしや磨き粉で磨かないでください。
○強い衝撃を与えると破損する恐れがありますのでご注意ください。
○変質の恐れがありますので、アルコールを含むものや酸・アルカリ性の強いもの、
シンナー類、除光液、合成洗剤は絶対に使用しないでください。
○洗剤・漂白剤に長時間つけ置きしないでください。樹脂が変色することがあります。
○お子様を風呂イスに立たせたり、遊ばせたりしないでください。
○風呂イスは座面の中央に腰かけてご使用ください。

ミヤビ 27型 バスチェア
フロストクリア
JAN 4562123218756
8,300円

ミヤビ 20型 バスチェアー
スモークブラウン
JAN 4562123218596
6,400円

ミヤビ 28型 ウォッシュペール
スモークブラウン
JAN 4562123218558
2,500円

ミヤビ 20型 バスチェアー＆
ペールセット
スモークブラウン
JAN 4971587936913
8,900円

■ミヤビ 20型 バスチェアー
サイズ ： 約32x20xH20cm
座面 約24x17.5cm
重さ ： 約1260g
耐熱温度 ： 70度
耐荷重 ： 80kg
材質 ： メタクリル樹脂
生産国 ： 台湾

■ミヤビ 27型 バスチェアー
サイズ ： 約36x23xH27cm
座面 約28x21cm
重さ ： 約2400g
耐熱温度 ： 70度
耐荷重 ： 80kg
材質 ： メタクリル樹脂
生産国 ： 台湾

ミヤビ 27型 バスチェア
スモークブラウン
JAN 4562123218763
8,300円

ミヤビ 27型 バスチェアー＆
ペールセット
スモークブラウン
JAN 4562123219104
10,800円

■ミヤビ 28型 ウォッシュペール
サイズ ： 約28x27xH8.5cm
重さ ： 約255g
耐熱温度 ： 70度
材質 ： メタクリル樹脂
生産国 ： 台湾

デザインアクセス ／
アカツキコーポレーション株式会社
〒111-0041 東京都台東区元浅草4-9-13
TEL 03-5830-7927 FAX 03-5830-7908

http://akatsuki.com/
cs-info@akatsuki.com

MIYABＩ

在庫限り

ミヤビ フラット

高級感のあるアクリルのバスチェア＆ウォッシュペール
商品のイメージから、「雅（みやび）」と名付けました。
シンプルで品のあるフォルムは、お手入れが簡単なだけでなく、浴室のアクセントになります。
アクリルならでは透明感も魅力的。バスチェアはサイドに持ち手が付き、移動しやすく、座面がフラットに。
カラーは、ネイビー、ブルー、クリアの3色展開です。

ミヤビ バスチェアー フラット
ネイビー
JAN 4971587521010
7,300円

ミヤビ ウォッシュペール
ネイビー
JAN 4971587521041
2,200円

ミヤビ バスチェアー フラット＆
ペールセット
ネイビー
JAN 4971587521294
9,500円

ご注意
○火のそばに置かないでください。
○踏み台にするなど、本来の使用目的以外でのご使用はおやめください。
○傷がつきますので、たわしや磨き粉で磨かないでください。
○強い衝撃を与えると破損する恐れがありますのでご注意ください。
○変質の恐れがありますので、アルコールを含むものや酸・アルカリ性の強いもの、
シンナー類、除光液、合成洗剤は絶対に使用しないでください。
○洗剤・漂白剤に長時間つけ置きしないでください。樹脂が変色することがあります。
○お子様を風呂イスに立たせたり、遊ばせたりしないでください。
○風呂イスは座面の中央に腰かけてご使用ください。

ミヤビ バスチェアー フラット
ブルー
JAN 4971587521027
7,300円

ミヤビ ウォッシュペール
ブルー
JAN 4971587521058
2,200円

ミヤビ バスチェアー フラット＆
ペールセット
ブルー
JAN 4971587521300
9,500円

■ミヤビ バスチェアー フラット
サイズ ： 約35x23xH27cm
座面 約28x21cm
重さ ： 約2340g
耐熱温度 ： 70度
耐荷重 ： 90kg
材質 ： メタクリル樹脂
生産国 ： 台湾

ミヤビ バスチェアー フラット
クリア
JAN 4971587521034
7,300円

ミヤビ ウォッシュペール
クリア
JAN 4971587521065
2,200円

ミヤビ バスチェアー フラット＆
ペールセット
クリア
JAN 4971587521317
9,500円

■ミヤビ ウォッシュペール フラット
サイズ ： 約φ26.5xH8cm
重さ ： 約230g
耐熱温度 ： 70度
材質 ： メタクリル樹脂
生産国 ： 台湾

デザインアクセス ／
アカツキコーポレーション株式会社
〒111-0041 東京都台東区元浅草4-9-13
TEL 03-5830-7927 FAX 03-5830-7908

http://akatsuki.com/
cs-info@akatsuki.com

Warm パタッとすのこ

大人気 自立する 折りたためるお風呂用スノコ

折りたたんで
スッキリ！
自立する！
コの字に立てて
乾かせます。

使わないときは
スリムに畳んで
収納できます。

穴が開いていない
フラットタイプ。
髪の毛が絡まないので。
お手入れが楽です。

Warm パタッとすのこ ピンク
レギュラー JAN 4560126 252753
ロ ン グ JAN 4560126 252791
ダ ブ ル JAN 4560126 252838

三つ折りできるお風呂用スノコ。乾かすときはコの字にして自立させ、使わないときは、三つ折りで
コンパクトにスッキリ収納！サイズは、レギュラー、ロング、ダブルの3種類展開です。
床からの冷気を緩和し、滑り止め効果があるので、お年寄りから小さなお子様まで
安心してお使いいただけます。
抗菌・防カビ加工剤を配合。穴のないフラットタイプなので、髪の毛が絡まず、お手入れが楽ちん。

表面

表面

裏面

裏面

参考上代
￥2,300
￥3,300
￥4,300

Warm パタッとすのこ ペールベージュ 参考上代
レギュラー JAN 4582451 298619
￥2,300
ロ ン グ JAN 4582451 298626
￥3,300
ダ ブ ル JAN 4582451 298633
￥4,300

滑り止め効果
があるので安心。

個別に梱包
されています。
○火のそばに置かないでください。○熱湯をかけないでください。
○たわしまたは磨き粉で磨くとキズがつく恐れがあります。○塩素系漂白剤は使用しないでください。
○飛び乗ったり、慌てて乗ると滑ることがあります。○石鹸やシャンプーなどが付いているときは特に滑りやすいので、ご注意ください。
○立ったままで使用しないでください。座った状態でご使用ください。○本来の使用目的以外には、使わないでください。
○使用後は水洗いをし、風通しの良い所で陰干ししてください。○変色・変形のおそれがありますので、紫外線に長時間あてないでください。
○折りたたみ部分は乗り方により持ち上がることがありますので、ご注意ください。○折り曲げの薄い部分で風呂イスを使用しないでください。
※使い始めに素材特有のにおいがする場合があります。人体には無害なのでご安心ください。

※売価は税抜価格です。

■Warm パタッとすのこ
サイズ
折りたたみ時サイズ
重量
レギュラー：約60×90×2cm ― 約60× 29×5cm ― 約0.95kg
ロ ン グ：約60×120×2cm ― 約60×38×5cm ― 約1.3kg
ダ ブ ル：約85×120×2cm ― 約85×38×5cm ― 約1.6kg
耐熱温度：60℃
カラー：ピンク、ペールベージュ
材 質：EVA樹脂、EPDM樹脂
生産国：中国

Warm 組み合わせフロフタ
お風呂の熱を逃がさない中空構造の風呂フタ

穴が開いていない
フラットタイプ。
髪の毛が絡まないので。
お手入れが楽です。

高い押し出し技術から完成した、軽量で保温力のあるフロフタです。
オールプラスチック樹脂なので、リサイクルごみとして処分いただけます。
※市販の一般的な組み合わせ風呂フタは、アルミ板と樹脂の複合素材です。

優れた保温力！
空気の層が断熱効果
を高めます。
中空の一体加工だから
得られる効果です。

軽くて丈夫！
継ぎ目のないので
軽量で保強度に優れた
風呂フタです。

■Warm 組み合わせフロフタ
耐熱温度：60℃
カラー：ホワイト
材 質：ABS樹脂、エラストマー
生産国：台湾製
※SG認定商品
■Warm 組み合わせフロフタ
JAN 4971587952586
4971587952593
4971587952609
4971587952616
4971587952623
4971587952630
4971587952649
4971587952654

※売価は税抜価格です。

M10組合せフロフタ Warm 680x980mm 2枚組
M11組合せフロフタ Warm 680x1080mm 2枚組
M12組合せフロフタ Warm 680x1180mm 3枚組
M14組合せフロフタ Warm 680x1380mm 3枚組
L11組合せフロフタ Warm 730x1080mm 2枚組
L12組合せフロフタ Warm 730x1180mm 3枚組
L14組合せフロフタ Warm 730x1380mm 3枚組
W14組合せフロフタ Warm 780x1380mm 3枚組

(参考売価)
¥6,000
¥6,400
¥7,800
¥8,200
¥6,500
¥8,300
¥8,600
￥9,500

○火のそばに置かないでください。○熱湯をかけないでください。
○ふたで湯をかき回したり、すのこ代わりに使用しないでください。
○湯を沸かしすぎるとふたが変形することがありますのでご注意ください。
○長時間直射日光に当てないでください。○使い始めに樹脂特有のにおいがすることがあります。
○硫黄分を含む入浴剤や、温泉水などをご使用されますとふろふたが変色することがありますのでご注意ください。
○ふろふたを洗う時には、中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗浄材、
漂白剤、カビ取り剤みがき粉、固いたわしなどふろふたを傷めますので絶対に使用しないでください。

