
GROHE	 蛇口

TOSHIN Faucet series	 蛇口

意匠性の高いトーシンの蛇口シリーズ。

FAUCET　
蛇口

GROHE 水栓は世界で認められた
品質の高い蛇口です。日本のエク
ステリア業界では当社が初めて採

用。GROHE 蛇口の最大の良さは、癒しやデザ
イン性、品質はもちろん世界中のホテルなどで
使用されている実績による信頼性です。

※胴長横水栓スミレハンドル（鋳肌）・横水栓十字ハンドル（鋳肌）は銅製品の為、年月と共に表面に黒ずみや緑青（ろくしょう）が出て、重厚な風合いが味わえます。これは素材の特徴としてご理解ください。
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コスタ取り付け可能水栓柱

・UNITE ログ
・UNITE トーレ
・un フルール
・un アルブラン

・ヴォーグ
・コルム
・コルムラスティ

コスタ 化粧プレート S
コスタ 化粧プレート L
コスタ 化粧プレート S
コスタ 化粧プレート S

コスタ 化粧プレート L
コスタ 
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コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA
本体価格 ¥10,700（税抜）

∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm  固定こま
付属品  変換アダプター

コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA-S
本体価格 ¥13,000（税抜）

∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm  固定こま
付属品  変換アダプター・化粧プレートS

コスタ （メッキ） 
JA-GRH-COSTA-L
本体価格 ¥13,500（税抜）

∅13（変換アダプター給水内径）
D:98mm H:118mm  固定こま
付属品  変換アダプター・化粧プレートL

化粧プレートL化粧プレートS

取扱説明書・製品図はこちらから ▶トーシンコーポレーションWEBサイト ＞ エクステリア ＞ 水栓柱＞ 蛇口＞コスタ

モーヴ  （メッキ）
JA-MAUVE 
本体価格 ¥8,700（税抜）

∅13（給水口内径）
D:81mm H:84mm
固定こま
付属品  泡沫アダプター 　　
　　　

横水栓
十字ハンドル （メッキ鋳肌）
JA-K13-ME
本体価格 ¥7,600（税抜）

∅13（給水口内径）
D:80mm H:84mm
固定こま

横水栓
十字ハンドル （鋳肌）
JA-K13-E 
本体価格 ¥6,500（税抜）

∅13（給水口内径）
D:80mm H:84mm
固定こま  

胴長横水栓
スミレハンドル （鋳肌）
JA-DN13-SE
本体価格 ¥8,700（税抜）

∅13（給水口内径）
D:93mm H:105.5mm
青銅（本体） / 黄銅（ハンドル）
固定こま   　　　　　　　      

二口横水栓MIX
 （メッキ）
JA-FBD13-HIM-DB 
本体価格 ¥12,900（税抜）

∅13（給水口内径）
D:127mm H:90mm
固定こま  
付属品  泡沫アダプター
 ホースアダプター

二口横水栓MIX 
（研磨）
JA-FBD13-HIB-DB
本体価格 ¥12,900（税抜）

∅13（給水口内径）
D:127mm H:90mm
固定こま  
付属品  泡沫アダプター
 ホースアダプター

シャワーホースセット 
（メッキ）
JA-SHS-M（メッキ）
本体価格 ¥17,400（税抜）

ホース（1.0M）:ステンレス・熱可塑性
エラストマー・黄銅
ヘッド：ABS樹脂
フック（ビス付き）: 亜鉛

不凍胴長横水栓
（メッキ）
JA-DN13T-M
本体価格 ¥10,200（税抜）

∅13（給水口内径）
D:133mm H:101mm
固定こま（SMA形状記憶合金バネ） 

凍結防止

不凍胴長横水栓
（鋳肌）
JA-DN13T-E
本体価格 ¥9,500（税抜）

∅13（給水口内径）
D:133mm H:101mm
固定こま（SMA形状記憶合金バネ） 
　　　　　

凍結防止

取扱説明書・製品図はこちらから ▶トーシンコーポレーションWEBサイト ＞ エクステリア ＞ 取扱説明書・製品図



※商品の色は、工法や印刷により、写真とは多少異なる場合があります。※価格・仕様・デザイン等を予告無く変更することがあります。※表示価格には消費税は含まれておりません。※運賃は別途必要となります。

ホースアダプター （メッキ）
JA-DB203M 
本体価格 ¥900（税抜）

ホースアダプター （真鍮）
JA-DB203B
本体価格 ¥900（税抜）

ホースジョイントニップル 
（シルバー）
JA-HV204M 
本体価格 ¥1,300（税抜）

泡沫アダプター （メッキ）
JA-DB206M
本体価格 ¥1,000（税抜）

ホースジョイントニップル
（ゴールド）
JA-HV204B 
本体価格 ¥1,300（税抜）

泡沫アダプター （真鍮）
JA-DB206B
本体価格 ¥1,000（税抜）

 Auxiliary faucet  series	 補助蛇口シリーズ

 Faucet Option	 蛇口オプション

蛇口や補助蛇口と合わせてご使用できます。

機能美を兼ね備えた補助蛇口シリーズ。

ホース接続水栓
十字ハンドル （メッキ）
JA-G102-M
本体価格 ¥7,600（税抜）

∅13（給水口内径）
D:76mm H:44mm
ホースアダプター
固定こま    　　　　　　　       

ホース接続水栓
十字ハンドル （研磨）
JA-G102-B
本体価格 ¥7,600（税抜）

∅13（給水口内径）
D:76mm H:44mm
ホースアダプター
固定こま  

ホース接続水栓
スミレハンドル （メッキ）
JA-G102-SM 
本体価格 ¥10,300（税抜）

∅13（給水口内径）
D:78mm H:44mm
青銅（本体） / 黄銅（ハンドル）
固定こま    　　　　　　　      

ホース接続水栓
スミレハンドル （研磨）
JA-G102-SB
本体価格 ¥10,300（税抜）

∅13 （給水口内径）
D:78mm H:44mm
青銅（本体） / 黄銅（ハンドル）
固定こま    　　　　　　　      

  日本水道協会認定マーク
※掲載品以外の蛇口を選定する場合は給水栓ネジ寸法 
   PJ1/2であることをご確認ください。
※ホースを取付ける場合は、 ホースジョイントニップル
   とホースアダプターが必要です。
※蛇口や配管内の水の凍結が予想される場合は、破損
   の恐れがあります。地域、気候に応じた凍結防止対
   策を行って下さい。
※寒冷地で使用される場合は寒冷地仕様を推奨致します。

※シールは付属されません。 ※免責事項については、P211 をご参照ください。

ホースアダプター （メッキ）
JA-GRHM 
本体価格 ¥1,700（税抜）

コスタ専用

ホースアダプター / JA-DB203B
ホースジョイントニップル / JA-HV204B
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