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■好評の「おそうじ浴槽」を標準搭載。屋外からスマホで洗浄・お湯はりが可能 

 スイッチひとつで浴槽をお湯と洗剤で自動洗浄する「おそうじ浴槽」をユパティオ全シリーズに

標準搭載（※1）。毎日の面倒な浴槽の手洗いから解放されます。 

さらに、対応のふろ給湯器と無線 LAN 対応給湯器リモコンを組み合わせることで、外出先から

スマートフォンを操作して、「浴槽の排水栓を開ける」 ⇒ 「浴槽洗浄」 ⇒ 「浴槽の排水栓を閉じ

る」 ⇒ 「お湯はり」まで、自動で連続して行うことができ、忙しい毎日の家事の負担軽減に貢献し

ます（※2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■こだわりの“インテリアウォール” 同柄の洗面室用クロスで一体感も演出（※4） 

新柄の壁 「インテリアウォール」では、大理石や木目などの自然素材を壁デザインに積極的

に取り入れました。大理石柄は石材選びから始め、切り出し、貼りこみ、目地打ちを行ったセット

を組んで撮影。木目柄はインテリアデザイン界で評価の高い突き板会社に依頼し、職人が手作

りした突き板パネルをスキャンしてデータ化。再現性と発色に優れた当社独自のインクジェット

印刷で壁を生産し、手仕事の味わいを再現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

さらに、インテリアウォールと同柄の洗面室用クロス「プリンテリア」を同時発売します。プリンテ

リアを洗面室に施工することで、ホテルライクな上質な空間を実現できます。 

浴槽自動洗浄機能を標準搭載 外出先からスマートフォンで浴槽洗浄・お湯はりが可能 

インテリアウォールと同じ

柄の洗面室用クロス 

「プリンテリア」 

無線 LAN 対応給湯器リモコン 

浴室リモコン 
台所リモコン 

対応ふろ給湯器 



■マンションの限られた空間でも、広々使える「ストレート浴槽Z」  

マンションの浴槽は、戸建て住宅の浴槽と比較して小さくなりが

ちですが、マンションリフォーム向けシステムバス「ユパティオ MS」

の「ストレート浴槽 Z」は、浴槽形状をひと工夫。浴槽エプロンを斜

めにすることで、腰を掛けて浴槽の出入りがしやすい移乗スペー

スと、洗い場空間を両立させました。 

 

■マンションリフォーム向け 「ユパティオ MS」 価格帯 

商品名 発売日 サイズ 希望小売価格（税・工事費別） 

システムバス 

ユパティオMS 

2019年 

4月1日 

1116サイズ 683,000円～ 

１216サイズ 750,000円～ 

1317サイズ 817,000円～ 

1418サイズ 900,000円～ 

 

戸建て向けシステムバス「ユパティオ」と「ユパティオヒロイ」は、希望小売価格の変更はございません。 

 

（※1）一部のプランは標準搭載ではありません。おそうじ浴槽には対応のふろ給湯器とリモコンが必要です。 

（※2）無線 LAN 対応給湯器リモコンが、宅内無線 LAN ルーターと接続できる環境に限ります。 

また、モバイルルーター（ポケット Wi-Fi）、テザリングでの使用はできません。 

（※3）壁のコーナー部は、従来のアウトセットモールとなります。 

また、戸建てリフォーム向けシステムバス「ユパティオヒロイ」の壁は、全てアウトセットモールです。 

（※4）戸建てリフォーム向けシステムバス「ユパティオヒロイ」の壁には、「インテリアウォール」の設定はございません。 

 

 

ノーリツ システムバス 「ユパティオシリーズ」のラインアップについて 

＜従来＞＜従来＞＜従来＞＜従来＞                                                                                                                ＜＜＜＜2019201920192019 年年年年 4444 月より＞月より＞月より＞月より＞    
    

 

 

 

 

 

 

当社製システムバスのラインアップは、戸建て新築･リフォーム向けの「ユパティオ」と、戸建て

リフォーム向けの「ユパティオヒロイ」の 2 ブランドで展開していました。今回マンションリフォーム

向け「ユパティオ MS」をラインアップに追加することで、マンションにお住まいの方々にも家事の

負担軽減や快適な入浴時間を提供し、暮しの質の向上に貢献いたします。 
 

 

※ニュースリリースに記載されている内容は、発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合があり

ますので、ご了承ください。 
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