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スイッチ 1 つで浴槽を洗浄、お湯はりまで！
「おそうじ浴槽」がリニューアル、ノーリツシステムバスの標準装備に※1
～

新シリーズ「ユパティオ V」も同時発売し、販売を強化

～

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取
締役社長：國井総一郎、資本金：201 億円、東／大証一部
上場）は、9 月 3 日に「おそうじ浴槽」をリニューアルし、今後
のシステムバスに標準装備します。
「おそうじ浴槽」とは、スイッチ 1 つで浴槽を洗浄し、お湯
はりまでする浴槽自動洗浄機能です。毎日のおふろ掃除の
手間を省きます。今回のリニューアルでは、目安として 2 週
間に 1 回※2 の手洗いで浴槽の清潔さを維持できるよう、洗浄
力を 2 倍※3 に高めました。またコストも手洗いした場合と同じ
1 回約 19 円※４に抑えた節約仕様です。毎日使っても年間約
6,980 円のため、気がねなく使用できます。
同時にシステムバス“ユパティオ V”を新発売します。｢おそうじ浴槽プラン｣をはじめ 3 つのプラン
から 1 つを選びパッケージ化することで、高品質ながら価格もお求めやすい商品です。
1997 年 6 月に業界初の浴槽自動洗浄機能を開発した当社は、今回のリニューアルとシステム
バスへの標準装備化、“ユパティオ V”の発売を期に、「おそうじ浴槽」の普及を強化します。

■ 浴槽掃除が目安として 2 週間に 1 回の家事に！洗浄力を 2 倍にアップ！
洗浄力を 2 倍に高め、目安として 2 週間に 1 度の手洗いで浴槽の清潔さを維持します。
ボタン 1 つで洗浄からお湯はりまで行う浴槽自動洗浄機能により、10kg の米袋を 20 回持
ち上げるのに相当する浴槽掃除の負担を省きます※5。
洗浄シーケンスを改善し、洗剤使用量はそのままに噴射回数を 2 倍にし、洗剤が浴槽壁
面にとどまる時間を増やすことで、洗浄力をアップしました。毎日使うことで手洗いなし
でも、浴槽の清潔さをより長く保ちます。「毎日浴槽につかりたいが掃除などの手入れが
面倒」というニーズに応え、快適な入浴生活をつくります。
■ 手洗いと同じコストで清掃できる節約仕様！毎日使っても年間約 6,980 円
節約仕様により、一回のおふろ掃除にかかるコストを手洗いと同じ約 19 円に抑えまし
た。費用を増やさず家事負担を減らします。毎日使用時のランニングコストは年間約 6,980
円と、洗濯機などと比べても低いランニングコストで使用できます。
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■ 自動で家事行う家電が人気！お風呂でも自動化が主流に
食器洗い機、全自動電気洗濯機など、自
国内における食器洗い機の普及率（一般世帯）
動で家事を行う自動化家電の普及率は年々
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）
増加しています。最近「全自動掃除機」な 35.0
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■ 新シリーズ“ユパティオ V”を同時発売、標準搭載へ
「おそうじ浴槽」をリニューアルするのに合わせ、システムバスの新シリーズ「ユパティオ V」を 9 月
3 日に新発売します。”ユパティオ V”は「おそうじ浴槽」、「ココロほぐし浴ゆるる」、「デイリーシャワ
ー」の 3 つのプランを用意しました。パッケージ化することにより、高機能ながら、価格を抑えまし
た。

■ ノーリツのシステムバスは「おそうじ浴槽」標準搭載
ノーリツシステムバス「クレッセ」「ユパティオ リズ」「グラシオ」でも「おそうじ浴槽」を標準装備にし
ます。これらのシリーズ全てで「おそうじ浴槽」を標準搭載します。

＜システムバス価格帯・特長一覧＞

商品名

クレッセ

サイズ

価格（税込み）

0.75坪

1,158,675円～

1坪

1,221,675円～

1.25坪

1,436,925円～

0.75坪

1,325,625円～ 従来のシステムバスよりひとまわり大きな
浴槽
1,456,875円～

ユパティオ リズ
1坪

グラシオ

0.75坪

0.75坪
ユパティオV

1坪
1.25坪

商品特長
くつろぎと節水が両立した「クリーン＆エ
コ」のスタンダードシステムバス

出窓スペースの活用で、増築せずに浴室
1,360,800円～ が0.75坪から約1坪サイズに広がるシステ
ムバス
774,900円～
｢おそうじ浴槽｣｢ゆるる｣｢デイリーシャワ
837,900円～ ー｣のおふろで幸せをわかす3つのプラン
をお求めやすい価格で提供
1,065,750円～

・ユパティオ V
目標販

商品名

発売日

価格（税込み）

備考

売台数

・窓・窓枠は含まず、工事代別途

ユパティオV
シリーズ

9月3日

初年度
4,000台

セット価格
837,900円～

・ 「おそうじ浴槽プラン」、「ゆるるプラ
ン」、「デイリーシャワープラン」 同一価

※１坪サイズ
格

※1 クレッセ JX シリーズを除く
※２ 当社洗浄試験による目安時間。目安として 2 週間に 1 回、または気になったら、手洗いでの洗浄をおすすめします。
浴槽フランジ部やハンドグリップの一部は洗浄できません。設置環境や使用状況などにより変わります。
※３ 2007 年発売の従来品開発時における当社洗浄試験（光沢維持性能）比較による。
※４ 当社調べ。標準コース使用の場合。
※５ 千葉工業大学上野助教授の指導による当社調べ。条件：被験者 40 代、50 代男性 3 名、浴槽手洗い作業（2 分 30 秒）を
実施。①右上腕前②右腰③右太ももに電極を貼り付け筋肉負荷を測定。
※６ 食器洗浄機は当社（型 F45B15）、洗濯機は国内大手メーカーの 2012 年発売製品カタログ値を使用

【参考資料】

新シリーズ「ユパティオＶ」の３つのプラン紹介

■ おそうじ浴槽プラン ～おふろそうじから解放されたい方に～
「おそうじ浴槽は」、スイッチ１つで浴槽を洗浄し、お湯はりまで
する浴槽自動洗浄機能です。
浴槽底面のノズルが洗剤を噴射し、汚れを浮き上がらせた後、
お湯を噴射し一気に汚れをすすぎ落とします。洗浄コースは、「強
力」 「標準」 「節約」 の 3 コースから選択できます。気になるラン
ニングコストは 1 回約 19 円（標準コース）で、毎日使用しても年間
約 6,980 円となります。

浴槽自動洗浄イメージ

■ ゆるるプラン ～一日の疲れをおふろで癒したい方に～
「ココロほぐし浴ゆるる」は、浴槽のノズルからお湯と気泡が回転
しながら噴出します。リズミカルに背中を刺激し、まるであたたかい
手でもみほぐされているような心地よさを実現します。
噴流は広い範囲に当たるため、かゆくなりにくく、通常のジェット
バスが苦手な方にもお勧めです。

噴流イメージ

■ デイリーシャワープラン ～おふろがわりにシャワーを浴びる方に～
「デイリーシャワー」は、包み込まれるような肌にやさしいオーバ
ヘッドシャワーと、しっかりとした浴び心地のハンドシャワーがセット
になった商品です。
オーバーヘッドシャワーは、絹のような肌あたりの良いシャワー
が 3 箇所から噴霧し、体全体をやさしく包み込みこみます。ハンド
シャワーにはエアインハンドシャワーを採用し、節水しながらしっか
りした浴び心地で洗い流します。
シャワー入浴派の方へも、心地よいシャワーで癒される時間をご
オーバーヘッドシャワー
提案します。

エアインハンドシャワー

