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●製品仕様、梱包仕様、および製品色は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●印刷のため、色調は実物と異なることがあります。
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Designed by Sumie Noda with h concept

Toilet Cleaner
曲面にフィットして隅 ま々で磨き上げる
新感覚のトイレクリーナー

奥まで届きやすい形状で、隅 ま々で洗えます。 

便器を傷つけず、水だけでも汚れが落ちます。

ケースのフチに引っ掛け乾燥させやすく、

ケースも簡単に洗えます。
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見せたくないものは、美しく隠す

コーナーにスッキリ溶け込むシンプルなデザイン。

2つの組み合わせで、美しく佇みます。 

トイレブラシは便器を傷つけないソフトタイプ。

トレーは取り外して洗え、清潔です。

コーナーポットは、内・外容器の二重構造です。

Designed by h concept

Tumbler / Dispenser / Tray
Dust Box / Tissue Case / Soap Dish

Designed by Sumie Noda with h concept

パウダールームの水回り品や化粧品に

直線と曲線が生みだすシンプルなフォルムが、

いつものパウダールームを高級感のある上品な空間にしてくれます。

クリアな質感と手になじむやさしい素材感との組み合わせが新鮮な、飽きのこないデザイン。

飾らない美しさと機能性をそなえた逸品です。
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バスルームをリビングに変えるチェア

座面と背もたれのフィット感にこだわり、

滑らかなフォルムでデザインしました。 

その見た目と座り心地の良さは、 

バスルームをより快適に、過ごしやすくします。  

軽量で扱いやすく、立ち座りが楽な高さ。 

風通しが良くお手入れも簡単です。

玄関やベランダでも使えます。

Designed by Noriko Hashida with h concept
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バスタイムを彩る湯手おけ

やさしいカーブと持ち手の穴が使いやすく、

フックにも掛けられる湯手おけ。

お湯を汲む、かける、顔を洗うという

湯おけと手おけの機能をひとつに。

使いやすいシンプルなディスペンサーと
識別しやすいディスペンサーマーカー

シンプルでやさしいフォルムのディスペンサーは

大きなポンプヘッドが押しやすく、

透明なスリットで、残量も一目で確認できます。

3色のディスペンサーマーカーを付ければ、

使いたいものが一目でわかります。

Designed by Noriko Hashida with h conceptDesigned by Sumie Noda with h concept
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Designed by Noriko Hashida with h concept

バスルームにリラックスタイムを

美しいフォルムのバスチェアと湯手おけ。

バスチェアは従来よりも座面を高く設計し、

座る・立つという動作を楽にしました。

湯手おけは、湯おけと手おけを

ひとつにした使いやすいサイズです。
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ワイドな座面のバスチェアと
シャワーを手元で使えるシャワーハンガー

カーブのついた広い座面は座りやすく、

両手をついてラクに立ち座りができるので

シニアや妊婦の方にも安全・安心です。

シャワーハンガーをバスチェアに取り付ければ、

シャワーヘッドを掛けて、手元ですぐに使えます。

Designed by Hiroshi Yoshizawa with h concept
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RETTO＜レットー＞Aラインチェア　　¥ 6,000（税別）

サイズ：約幅40×奥行き35.5×高さ47cm　座面高さ：34.8cm　　重量：約2kg　　垂直耐荷重：100kg　　積み重ね数：4脚まで

材質：本体／ポリプロピレン　脚キャップ／オレフィン系エラストマー

入り数：4個　　日本製　　〈2018年 グッドデザイン賞 受賞〉

ホワイト
品番：RETALCH W
JAN：4980356300336

RETTO＜レットー＞湯手おけ A　　¥ 1,500（税別）

サイズ：約幅25×奥行き24×高さ13.5cm　　重量：約0.27kg

材質：ポリプロピレン

入り数：8個　　日本製

ホワイト
品番：RETYTA W
JAN：4980356300343

RETTO＜レットー＞ディスペンサー L　　¥ 1,500（税別）

サイズ：約幅8×奥行き8.6×高さ23cm　　重量：約0.13kg　　容量：800ml

材質：本体・フタ・ポンプ／ポリプロピレン　パイプ／ポリエチレン

入り数：20個　　日本製

シャンプーホワイト
品番：RETDSL SW
JAN：4980356017807

コンディショナーホワイト
品番：RETDSL CW
JAN：4980356017821

ボディソープホワイト
品番：RETDSL BW
JAN：4980356017814

RETTO＜レットー＞ハイチェア　　¥ 4,300（税別）

サイズ：約幅30×奥行き35.2×高さ42cm　座面高さ：31cm　　重量：約1.65kg

材質：本体／ポリプロピレン　脚ゴム／オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエチレン

入り数：4個　　日本製　　〈2011年 グッドデザイン賞 受賞〉

ホワイト
品番：RETHCH W
JAN：4980356017562

ブラック
品番：RETHCH BK
JAN：4980356017579

ディスペンサーマーカー　　¥ 400（税別）

サイズ：約幅4.4×奥行き6.4×高さ0.3cm　　重量：約0.001kg

材質：シリコーンゴム

入り数：100個（10個×10）　　タイ製

品番：DSMSCB
JAN：4980356019214

RETTO＜レットー＞湯手おけ＜角＞　　¥ 1,300（税別）

サイズ：約幅18×奥行き23.2×高さ13.3cm

重量：約0.25kg　　容量：2.1L　　材質：ポリプロピレン

入り数：8個　　日本製　　〈2011年 グッドデザイン賞受賞〉

RETTO＜レットー＞ソープディッシュ　　¥ 600（税別）

サイズ：約幅13.2×奥行き9.6×高さ2.3cm　　重量：約0.045kg

材質：ABS樹脂

入り数：48個（12個×4）　　日本製

ホワイト
品番：RETSO Ｗ
JAN：4980356012376

ホワイト
品番：RETYTK W
JAN：4980356017586

ブラック
品番：RETYTK BK
JAN：4980356017593

RETTO＜レットー＞シャワーハンガー　　¥ 1,200（税別）

サイズ：約幅3.9×奥行き8.9×高さ5cm　　重量：約0.02kg

材質： フック／ポリプロピレン　固定リング／シリコーンゴム

 滑り止めシート／改質ABS系弾性樹脂

入り数：10個　　日本製

ホワイト
品番：RETSH W
JAN：4980356019207

RETTO＜レットー＞コンフォートチェアM　　¥ 6,000（税別）

サイズ：約幅43.4×奥行き31×高さ36cm　座面高さ：31cm　　重量：約1.45kg

材質： 座面・インナーキャップ／ポリプロピレン　パイプ／アルミニウム　脚キャップ／エラストマー

入り数：2個　　日本製

ホワイト
品番：RETCMFM W
JAN：4980356019139

RETTO＜レットー＞タンブラー　　¥ 600（税別）

サイズ：約直径6.6×高さ9.1cm　　重量：約0.05kg

材質：ABS樹脂

入り数：48個（12個×4）　　日本製

ホワイト
品番：RETCU Ｗ
JAN：4980356012383

RETTO＜レットー＞トイレブラシ ソフト　¥ 1,800（税別）

サイズ：約幅10×奥行き10×高さ39cm　　重量：約0.43kg

材質： 本体・仕切板・水受け皿／ABS樹脂

 ブラシ柄／ポリプロピレン　ブラシ毛／ポリエステル

入り数：6個　　日本製

RETTO＜レットー＞トイレクリーナー　¥ 1,000（税別）

サイズ：約幅9.9×奥行き8.4×高さ37cm　　重量：約0.17kg

材質： ケース・柄／ポリプロピレン　クリーナー／ポリエステル

入り数：30個　　日本製

RETTO＜レットー＞スペアブラシ ソフト　¥ 800（税別）

サイズ：約直径7（柄直径1.9）×長さ33cm

重量：約0.06kg

材質： ブラシ柄／ポリプロピレン　ブラシ毛／ポリエステル

入り数：30個　　日本製

Sホワイト
品番：RETTB SW-PP
JAN：4980356300145

Sホワイト
品番：RETTB-SB SW
JAN：4980356300053

ホワイト
品番：RETCL W
JAN：4980356300510

RETTO＜レットー＞ダストボックス　　¥ 2,500（税別）

サイズ：約幅13.4×奥行き13.4×高さ19cm　　内容器サイズ：約幅12.1×奥行き12.1×高さ16.2cm

重量：約0.5kg　　適用ポリ袋：23×深さ23cm以上

材質：カバー／ABS樹脂　内容器／ポリプロピレン

入り数：8個　　日本製

ホワイト
品番：RETDB Ｗ
JAN：4980356012406

RETTO＜レットー＞ティッシュケース　　¥ 2,500（税別）

サイズ：約幅26.3×奥行き13.4×高さ8.9cm　　重量：約0.4kg　　ティッシュ適用サイズ：高さ6.8cm

材質：カバー・底板／ABS樹脂

入り数：8個　　日本製

ホワイト
品番：RETTC Ｗ
JAN：4980356012390

RETTO＜レットー＞ディスペンサー　　¥ 1,500（税別）

サイズ：約幅6.6×奥行き6.6×高さ19cm　　重量：約0.135kg　　容量：360ml

材質： 本体・フタ／ABS樹脂　ポンプ／ポリプロピレン　パイプ／ポリエチレン

 パッキン／エラストマー

入り数：32個（8個×4）　　日本製

ホワイト
品番：RETDS Ｗ
JAN：4980356012369

RETTO＜レットー＞トレー　　¥ 900（税別）

サイズ：約幅23.3×奥行き8.7×高さ2.2cm　　重量：約0.1kg

材質：ABS樹脂

入り数：40個（8個×5）　　日本製

ホワイト
品番：RETTR Ｗ
JAN：4980356012413

RETTO＜レットー＞コーナーポット　　¥ 1,300（税別）

サイズ：約幅10×奥行き10×高さ21cm　　重量：約0.37kg　　対応ポリ袋：23×28cm

材質： カバー・フタ／ABS樹脂　内容器／ポリプロピレン

 お試し用ポリ袋／ポリエチレン

入り数：12　　日本製

ホワイト
品番：RETPT W-PP
JAN：4980356300152

ブラック
品番：RETPT BK-PP
JAN：4980356014714

Toilet Cleaner


