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グローエでは機能、サイズ、そして色に至るまでバラエティ豊かなシャワーを
取り揃えています。
やわらかな雨に全身が包み込まれるようなオーバーヘッドシャワー。
用途や気分にあわせて様々なスプレーパターンが選べるハンドシャワー。
シックなナチュラルカラーから、明るくポップな色合いまで、表情豊かにバス
ルームを彩るカラーバリエーション。
いずれも快適な浴び心地を追求したテクノロジーを搭載しています。

新しいシャワーライフとの出会いを、グローエで体験してください。

GROHE
SHOWERS
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様々なスプレーパターンが楽しめるモデルをご用意しております。

快適なシャワーのために、多彩なテクノロジーを搭載しています。

ノーマル
なめらかで豊かな
標準スプレー

マッサージ
断続的な水流が刺激を
与えるスプレー

ピュア
打たせ湯のような
スプレー

レイン
ソフトに身体を包み込
むスプレー
レインO2

レインより大粒の空気
を含んだスプレー

シャンペン
ぜいたくな肌あたり
で、心も体も癒して
くれる発泡性の優し
いスプレー

ドリームスプレー
どのスプレーパターンを選んで
も、使用されるノズルから水が
均等に散水されるよう設計され
た内部構造です。

スターライト
クロームめっきを施した表面仕
上げ。均等なクロームの層が深
みのある光沢をもたらし、いつ
までも輝き続けます。

クールタッチ
熱湯の通り道を水が取り囲む
クールタッチ機能付きなので、
水栓金具表面の熱さに驚くこと
もありません。

エコジョイ
快適な使用感はそのままに水量
を抑制したり、一時止水機能な
ど、地球資源を大切にするため
の機能を備えています。

スピードクリーン
柔軟性のある散水盤のシリコン
突起を指先でこすることで、穴
に詰まった汚れやミネラルを簡
単に除去できます。

ターボスタット
グローエのサーモスタット混合
栓は、瞬時に、そして常時一定
の設定温度でお湯をコントロー
ルします。

ジェット
集中的に刺激を与える
スプレー

GROHE
GRANDERA
グランデラは流れるような女性的なラインに、男性的なクリアなエッジが融合した、スクエアと円
を合わせたようなフォルムが特徴です。エレガントかつ洗練されたバスルームを演出します。

ハンドシャワー
26 037 00J

¥24,800（税抜）
■クローム

ハンドシャワー
26 037 IGJ

¥32,200（税抜）
■クローム×ゴールド

※受注発注品です。
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GROHE
POWER & SOUL

ワンクリック切り替えボタン
ボタンを押すだけでレイン、レインO2、ジェット（ハード）、ボコマ
の4種類のスプレーに簡単に切り替えられます。2種類、3種類の
ボタンを同時に押して、スプレーを組み合わせることもできます。

水圧で自動的にスプレーが動くボコマを搭載した、グローエ史上最も革新的なシャワーです。
これまで体験したことのないシャワーライフが始まります。

レイン
降り注ぐ優しい雨のように、
柔らかく身体を包み込む
ソフトなスプレーです。
1日の終わりのリラック
スタイムにどうぞ。

ジェット（ハード）
集中的に刺激を与える強
めのスプレーです。シャ
ンプーの泡をすばやく洗
い流したり、筋肉をほぐ
すのに最適です。
バスルームのお掃除にも。

レイン O2

スプレーの一粒、一粒が
空気を含んでいます。
シャワーヘッドが空気を
取り込み、水とミックス
された雨粒のような楽し
いスプレーです。

ボコマ
水圧で自動的に広がった
りすぼまったりするスプ
レーがほどよい刺激を与
えます。
頭皮や身体にあててスプ
レーに身を任せれば、究
極のリフレッシュになり
ます。

パワーアンドソウル
ハンドシャワー
27 673 00J

¥21,000（税抜）
■クローム
■レイン/レインO 2 /ジェット　　
　（ハード）/ボコマ

パワーアンドソウル
ハンドシャワー
27 672 DRJ

¥21,000（税抜）
■クラウディライムストーン
■レイン/レインO 2 /ジェット
　（ハード）/ボコマ

パワーアンドソウル
ハンドシャワー
27 672 HFJ

¥21,000（税抜）
■ファイヤークレー
■レイン/レインO 2 /ジェット
　（ハード）/ボコマ

パワーアンドソウル
ハンドシャワー
27 672 MWJ

¥21,000（税抜）
■シアーマーブル
■レイン/レインO 2 /ジェット
　（ハード）/ボコマ

革新的なスプレーパターン
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GROHE
SPREE90
4種類のスプレーパターンが楽しめる一時止水機能付きのハンドシャワーです。
ワンクリックで手元で簡単に止水できるので、水資源の無駄づかいを防ぎます。

（−）ボタンをクリックすると一時的に止水します。 （＋）ボタンをクリックすると再び吐水します。

スプリー90
ハンドシャワー
26 120 000

¥10,000（税抜）
■クローム
■スマートレイン/レイン/
　マッサージ/ジェット
■一時止水機能つき

スプリー90
ハンドシャワー
26 120 LS0

¥7,500（税抜）
■ホワイト
■スマートレイン/レイン/
　マッサージ/ジェット
■一時止水機能つき

スプリーⅣ
ハンドシャワー
26 350 000

¥16,500（税抜）
■クローム
■スマートレイン/レイン/
　マッサージ/ジェット
■専用カートリッジ付

スプリーⅣ　
替カートリッジ
48 274 000

¥1,800（税抜）

GROHE
SPREE Ⅳ
クロームメッキの美しさに加えて、お肌や髪をいたわる塩素除去機能付きハンドシャワーです。
4種のスプレーパターン切替も搭載し、より充実のシャワーライフをお過ごしいただけます。

本体下のキャップを反時計回
りにまわして外します。

1

2 キャップとカートリッジを一
緒にゆっくりと下に引き抜き
ます。

3 使用済みカートリッジを抜き、
新しいカートリッジを装着し
ます。
※カートリッジのラベルの矢印が

上へ向くよう入れてください。

4 本体の とキャップの▲を合わ
せて奥まで差し込んでから に
▲が合うようにキャップをまわ
してロックします。

ロックされた状態

※本体とキャップの間に隙間があ
かないようにキャップをしっか
り奥まで差し込んでください。

※水があふれ出てくるおそれがあ
ります。十分ご注意ください。

カートリッジの交換方法
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レインシャワー クラシック
ハンドシャワー 130mm
28 764 00J

¥21,700（税抜）
■クローム
■レイン/ジェット/ピュア

レインシャワー クラシック
ハンドシャワー 160mm
28 765 00J

¥29,800（税抜）
■クローム
■レイン/シャンペン/ジェット/
　ピュア

GROHE
RAINSHOWER CLASSIC
全身をやわらかな雨に包まれるような心地よさを楽しめるハンドシャワーです。
大きなヘッドは手で動かす必要がなく、オーバーヘッドシャワーのように贅沢に使えます。

GROHE
RELEXA
グローエの定番のハンドシャワー。豊かな水量に加えて、幅広いスプレーパターンが魅力です。
毎日のシャワータイムがますます楽しみになる1本です。

リレクサ ファイブ
ハンドシャワー
28 796 00J

¥17,300（税抜）
■クローム
■ノーマル/シャンペン/
　マッサージ/ジェット/レイン

リレクサ トリオ
ハンドシャワー
28 793 00J

¥14,500（税抜）
■クローム
■ノーマル/ジェット/レイン
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GROHE
RAINSHOWER ICON 100
軽快なドーナツ型のカラフルなハンドシャワーです。
レインシャワーアイコン100があれば、いつものシャワータイムが、もっと楽しくなります。

レインシャワーアイコン100
ハンドシャワー（ブルー）
26 034 TY0

¥10,900（税抜）
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター（JPK 03200）、
　エルボジョイント付

レインシャワーアイコン100
ハンドシャワー（ピンク）
26 034 DP0

¥10,900（税抜）
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター（JPK 03200）、
　エルボジョイント付

レインシャワーアイコン100
ハンドシャワー（イエロー）
26 034 YF0

¥10,900（税抜）
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター（JPK 03200）、
　エルボジョイント付

GROHE
EUPHORIA

ユーフォリアモノ
ハンドシャワー
JP 2869 00

¥9,300（税抜）
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター（JPK 03200）付

ユーフォリアモノ カラーズ
ハンドシャワー（レッド）
JP 2889 01

¥9,300（税抜）
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター（JPK 03200）付

ユーフォリアモノ カラーズ
ハンドシャワー（ブルー）
JP 2888 01

¥9,300（税抜）
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター（JPK 03200）付

ユーフォリアモノ カラーズ
ハンドシャワー（パープル）
JP 2890 01

¥9,300（税抜）
■クローム
■レイン
■ホース用アダプター（JPK 03200）付

大きなヘッドでグローエらしいレインシャワーを満喫できる秀逸なハンドシャワーです。
シンプルな形の全4色展開で、バスルームを自由にコーディネートできます。
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GROHE
SENA / VERIS
真の美しさ。時に、それはシンプルなデザインのなかに、その姿を現します。
クリアなフォルムはいつまでも飽きのこないバスルーム空間を提案します。

ハンドシャワー
28 034 00J

¥21,600（税抜）
■クローム

ハンドシャワー
27 184 00J

¥13,000（税抜）
■クローム

SENA VERIS

GROHE
TEMPESTA 100
やわらかな丸みが優しい「テンペスタ100」。散水盤の周囲を囲んだシリコンが落下などによる
ダメージをやわらげます。握りやすいグリップも特徴です。

ハンドシャワーデュアル
28 422 10J

¥6,800（税抜）
■クローム
■レイン/ジェット

ハンドシャワーモノ
28 214 20J

¥5,900（税抜）
■クローム
■レイン
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毎日のシャワータイムをより豊かにしてくれる、快適さと楽しさを追求した
グローエ「シャワーシステム」をご紹介します。
サーモスタット混合栓やボディシャワーがセットになった「レインシャワーシステ
ム」やシンプルな「ユーフォリアシャワーシステム」をはじめ、お好きな混合水栓
を組み合わせできるタイプなど、バリエーションも揃っています。

GROHE
SHOWER SYSTEMS
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GROHE
SMART CONTROL
流れるようなユニークなフォルム、直感的な操作感、そしてシャワーの浴び心地に至るまで、
新しさとイノベーションに溢れるグローエならではのシャワーシステムです。

スマートコントロールの革新的な操作感
本体正面のボタンは、オーバーヘッドシャワー、
ハンドシャワーの吐水ON/OFFと、水量をコ
ントロールする機能を兼ね備えています。
シャワーのアイコン表示と、選択したモード
がひと目で分かる鮮やかなカラーインジケー
ターが直感にうったえ、スムースな操作を促
してくれます。
温度調整は本体右側のハンドルで行います。
お好みの湯温にすばやく調整できるサーモス
タットを搭載しています。

デュオタイプ
ヘッド全体から吐水する
ピュアレインまたはレイン
O2＊1 と、トリオマッサージ
スプレー＊2 を搭載。
レインパターンとマッサー
ジを同時に吐水することも
可能です。

モノタイプ
ヘッド全体からピュアレイ
ンまたはレインO2＊1が吐水
します。

お好みのシャワーボタンを
プッシュ す ると 吐 水 が ス
タート。

吐水ボタンは流量調整ダイ
ヤルも兼ねています。
流量を増やしたい時は右に、
少なくするときはボタンを
左に回します。

もう一度押すと吐水はス
トップします。

スマートコントロール
シャワーシステム デュオ
サーモスタットタイプ
26 250 00J

¥272,000（税抜）
■クローム
■オーバーヘッドシャワー
■ハンドシャワー
■角度可変シャワーホルダー
■メタフレックスホース(1750mm)付

スマートコントロール
シャワーシステム モノ
サーモスタットタイプ
26 361 00J

¥230,000（税抜）
■クローム
■オーバーヘッドシャワー
■ハンドシャワー
■角度可変シャワーホルダー
■メタフレックスホース(1750mm)付

220mm×360mmの大盤のヘッドシャワー

コントロールボタンによる
スマートな吐水・流量の操作

＊1： オーバーヘッドシャワーのスプレーパターンは、出荷時は「ピュアレイン」に
設定されています。取付の際に、ご希望のスプレーパタンを選択して設置します。

＊2： 中心のボコマスプレーと、両サイドのマッサージスプレーの合計3か所が同
時吐水する、刺激的なスプレーです。

＊複数のシャワーパターンを同時に吐水したり、ヘッドシャワーとハンドシャワー
を同時に吐水すると、水圧や流量によっては満足な当たり心地を得られない場
合があります。

＊水栓本体の取付配管巾は150mm±15mmとなります。それ以外の寸法や、
　その他の偏芯用インレットとの組合せはできません。

NEW

NEW

NEW
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GROHE
SHOWER SYSTEMS
ラグジュアリーなバス空間とシャワーの快適さを同時に楽しめる、
グローエの「シャワーシステム」をご紹介します。

レインシャワーシステム
サーモスタットタイプ・
角度可変サイドシャワー付
27 374 00J

¥297,000（税抜）
■クローム
■壁付シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー（210mm）
■ハンドシャワー（28 034 00J）
■メタルホース（1750mm）付

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットバス・
シャワータイプ
JP 2883 02

¥162,400（税抜）
■クローム
■角度可変シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー（180mm）
■ハンドシャワー（JP 2869 00）
■メタルホース（1750mm）付

※写真のホースは実際にセット
　されている商品と異なります。

ユーフォリアシャワーシステム
サーモスタットタイプ
27 296 10J

¥140,800（税抜）
■クローム
■角度可変シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー（180mm）
■ハンドシャワー（JP 2869 00）
■メタルホース（1750mm）付

※写真のホースは実際にセット
　されている商品と異なります。

シャワーシステム
ダイバーター切替タイプ
27 058 00J

¥105,000（税抜）
■クローム
■角度可変シャワーホルダー
■オーバーヘッドシャワー（210mm）
■ハンドシャワー（28 034 00J）
■メタルホース（1250,1750mm）付

※水栓金具が別途必要です。組
　合せ参考例は次ページ参照。

GROHE
SHOWER SYSTEM RECOMMENDATIONS
シャワーシステム27 058 00J をベースとした浴室水栓との組み合わせ例をご紹介します。
※セット商品ではありません。

シャワーシステム
27 058 00J

¥105,000（税抜）

サーモスタットバス・シャワー混合栓
34 276 10J

¥107,300（税抜）

合計金額 ¥212,300（税抜）

シャワーシステム
27 058 00J

¥105,000（税抜）

サーモスタットバス・シャワー混合栓
JP 2725 03

¥90,000（税抜）

合計金額 ¥195,000（税抜）

シャワーシステム
27 058 00J

¥105,000（税抜）

シングルレバーシャワー混合栓
32 837 00J

¥31,700（税抜）

合計金額 ¥136,700（税抜）
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GROHE
HEAD SHOWERS 

ユーフォリア
オーバーヘッドシャワー

（180mm）
27 491 00J

¥19,500（税抜）
■クローム
■レイン

ヴェリス
オーバーヘッドシャワー

（W300mm×D150mm）
27 470 00J

¥119,100（税抜）
■クローム
■レイン

スクエア
オーバーヘッドシャワー

（210mm×210mm）
27 479 00J

¥83,500（税抜）
■クローム
■レイン

モダン
オーバーヘッドシャワー

（210mm）
28 368 00J

¥65,000（税抜）
■クローム
■レイン

ジャンボ
オーバーヘッドシャワー

（400mm）
28 778 00J

¥148,900（税抜）
■クローム
■レイン

モダン シャワーアーム
（282mm）
28 576 000

¥17,900（税抜）
■クローム

スクエア シャワーアーム
（275mm）
27 488 00J

¥17,900（税抜）
■クローム

天井吊り下げ用取付金具
JP 6905 00

¥22,800（税抜）
■クローム

※天井吊り下げ用取付金具（JP 6905 00)と組み合わせて使用してください。
　シャワーアーム（28 576 000、27 488 00J）およびシャワーシステム（27 058 00J）

と組み合わせることはできません。

各オーバーヘッドシャワーを
天井付けとする場合にご使
用ください。

※

モダン
オーバーヘッドシャワー

（310mm）
27 477 00J

¥75,000（税抜）
■クローム
■レイン
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シャワーホルダー付
シャワー給水口
28 628 000
¥6,500（税抜）
■クローム

ユニットバス用
シャワーシステム
補強セット
JPK 07800
¥14,400（税抜）

ワンストップアダプター
JPK 07000
¥5,300（税抜）
■樹脂製

シャワー用減圧弁
JPK 06410
¥12,000（税抜）
■クローム

シャワー給水口
28 671 000
¥7,200（税抜）
■クローム

トップ エクステンション
07 247 000
¥10,900（税抜）
■クローム

※ハンドシャワーの水流を、体の真上から
垂直に散水させるためのエクステンショ
ンです。ウォールバー（28 819 10J）の
上部先端に取り付けて、ハンドシャワー
と組み合わせて使用します。

※トップエクステンションのご採用時には、
シャワーホースが届くように、シャワーホー
スの長さ選定など設計にご留意ください。

※27 058 00Jをユニットバスに設置
する場合の壁補強材です。

　（上下2カ所用）

※ハンドシャワーとホースの間に装着して使用しま
す。ボタンを押すと一時的にシャワーを止水する
ことができます。

※完全止水ではありませんので少量の水がシャワー
より流れます。止水は水栓本体で行ってください。

※設定圧力0.18MPa
※26 120 000、26 120 LS0が完全に止水しない場合に、必要に

応じてお使いください。
※ホース内の急激な圧力上昇を抑え、ホースの外れ・破損や器具な

どの破損を防止します。
※水栓本体とシャワーホースの間に装着して使用します。

メタルシャワーホース1/2”
28 142 00J（1250mm）
¥9,200（税抜）
JPH 03000（1600mm）
¥10,000（税抜）
28 165 00J（1750mm）
¥11,400（税抜）
28 145 00J（2000mm）
¥12,500（税抜）
■クローム
■金属製外装
■ねじれ予防機能付

メタフレックスシャワーホース1/2”
28 409 00J（1500mm）
¥7,600（税抜）
28 410 00J（1750mm）
¥8,000（税抜）
28 413 00J（2000mm）
¥8,800（税抜）
■クローム
■樹脂製外装
■ねじれ予防機能付

セナ シャワーホルダー
28 690 000
¥10,800（税抜）
■クローム

セナ エルボジョイント
（ハンドシャワー用）
28 389 000
¥3,700（税抜）
■クローム

シャワーホルダー
（角度可変タイプ）
28 623 000
¥9,500（税抜）
■クローム

シャワーホルダー
（角度可変タイプ）
27 055 000
¥6,200（税抜）
■クローム

GROHE
SHOWER PARTS

ウォールバー（600mm）
27 523 00J
¥11,000（税抜）

ウォールバー（900mm）
27 524 00J
¥13,800（税抜）
■クローム
■角度可変シャワーホルダー付

ウォールバー（900mm）
28 819 10J
¥23,800（税抜）

ウォールバー（1150mm）
27 136 10J
¥29,800（税抜）
■クローム
■角度可変シャワーホルダー付

ウォールバー（1000mm）
28 621 000
¥23,200（税抜）

ウォールバー（1200mm）
JP 2891 00
¥29,800（税抜）
■クローム
■角度可変シャワーホルダー付

シャワーホルダー
27 074 000
¥6,500（税抜）
■クローム

シャワー給水口
27 057 000
¥13,000（税抜）
■クローム

シャワー給水口
27 076 000
¥13,000（税抜）
■クローム

シャワーホルダー
27 075 000
¥6,500（税抜）
■クローム

シャワーホルダー
28 622 000
¥3,300（税抜）
■クローム



 Page Page25 26

グローエ 水 栓 金 具 の デザインテイスト と
コーディネートできるアクセサリーを取り
揃えました。
洗練されたデザインのアクセサリーは、バ
スルームをラグジュアリーな空間へと導き
ます。

GROHE ACCESSORIES
WIDE VARIETY

ハンドシャワーの取替え方法

GROHE製のホースをご使用の場合は、そのまま取替えが可能です。

他社製のホースをご使用の場合は、下記のアダプターを使えば取替え可能です。

 

※製品の機能が十分に発揮されるように、付属の説明書の内容にそって正しく取り付け
てください。

※付属の説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障が生じた場合は、
商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

※施工完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認してください。また、付属の説
明書は、お客様で保管頂くようお願いいたします。

※取り付けの際、指などを傷つけたりしないようご注意ください。

グローエ製の
ハンドシャワー

グローエ製の
ハンドシャワー

付属パッキン

①

②

③

アダプター

ご使用中の
シャワーホース

グローエ製の
シャワーホース

取り付け方
①使用するアダプターに付属のパッキンを取り付ける

②アダプターをハンドシャワーに取り付ける

③アダプターを押さえながらシャワーホースを取り付ける

取替え方法
①ハンドシャワーを左に回して取り外します。

②新しいハンドシャワーを右回しにねじ込んで　

　ください。 ①

②

※ゴム手袋、すべり止め付き軍手などを付けることをおすすめします。

※シャワーホース側にパッキンがあることを確認の上ねじ込んでください。

ホース用アダプター
JPK 03200
¥1,000（税抜）
■クローム　〔G1/2〕
■LIXIL（INAX）/TOTO/KAKUDAI/
　SANEI製ホース対応、バランス釜以外

約21mm

ホース用アダプター
JPK 03300
¥1,000（税抜）
■クローム　〔W23山14〕
■MYM製ホース対応

23mm

ホース用アダプター
JPK 03400
¥1,000（税抜）
■クローム　〔M22×2〕
■KVK製ホース対応

22mm

ご利用のシャワーホースに対応するアダプターをお選びください。
ホース用アダプター
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GROHE
ESSENTIALS

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

すべてのグローエの水栓金具とコーディネートできるアクセサリー「エッセンシャル」シリーズです。
どんなバスルームにも合うシンプルなデザインが魅力です。

シンプルなデザインにクラシカルなディテールをあしらった「エッセンシャル オーセンティック」。
モダンと伝統が融合したそのデザインは、バスルームに気品と優しさを加えてくれます。

ガラストレイ 40 368 001
¥3,900（税抜）
■ガラス

ホルダー40 369 001
¥6,000（税抜）
■クローム

ガラストレイ 40 368 001
¥3,900（税抜）
■ガラス

ホルダー40 652 001
¥7,000（税抜）
■クローム

ローブフック
40 364 001
¥3,300（税抜）
■クローム

ローブフック
40 656 001
¥3,800（税抜）
■クローム

ダブルタオルバー 626mm
40 654 001
¥14,800（税抜）
■クローム

トイレットペーパー
ホルダー
40 657 001
¥6,200（税抜）
■クローム
■カバーなし

トイレットペーパー
ホルダー
40 367 001
¥7,700（税抜）
■クローム
■カバー付

タオルリング
40 365 001
¥6,000（税抜）
■クローム

タオルリング
40 655 001
¥6,600（税抜）
■クローム

タオルバー 654mm
40 366 001
¥9,800（税抜）
■クローム

タオルバー 626mm
40 653 001
¥11,000（税抜）
■クローム

※アームが固定式ではありません。その
ためペーパーが直接壁面に接触し、滑
らかに回転しない場合があります。

NEW

NEW NEW

NEW NEW NEW

NEW
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タオルバー 400mm
JPK 50401
¥8,300（税抜）
■クローム

タオルリング
40 510 001
¥10,800（税抜）
■クローム

タオルスタンド
JPK 50700
¥83,000（税抜）
■クローム

ペーパーストック
JPK 50500
¥15,500（税抜）
■クローム

ローブフック
40 511 001
¥6,000（税抜）
■クローム

タオルバー 200mm
JPK 50301
¥6,100（税抜）
■クローム

タオルバー 600mm
40 509 001
¥14,400（税抜）
■クローム

タオルパーテーション
JPK 50600
¥70,000（税抜）
■クローム

ペーパーホルダー
JPK 50200
¥6,000（税抜）
■クローム
■カバー付

トイレットペーパー
ホルダー
40 507 001
¥8,400（税抜）
■クローム
■カバーなし

タオルラック
40 512 001
¥41,700（税抜）
■クローム

ペーパースタンド
JPK 51100
¥83,000（税抜）
■クローム

グローエの世界観にマッチするアクセサリーをご用意しました。
バスルームをより上質な空間に仕立てます。

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE JAPAN COLLECTIONS
ACCESSORIES

バスルームを端正に仕上げる、スクエアタイプのアクセサリーです。



グローエジャパン株式会社
本社
東京都港区北青山2−11−3　A-PLACE青山6F
TEL 03−5775−7500　FAX 03−5775−7611
営業時間　9:30〜17:30
定休日　土・日・祝日

GROHE 南青山ショールーム
東京都港区南青山6−12−1　TTS南青山2F
TEL 03−5778−3206　FAX 03−3400−6906
営業時間　10:30〜18:00
定休日　月

大阪営業所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5
本町サミットビル3F
TEL 06−4708−6340　FAX 06−4708−6485
営業時間　9:30〜17:30
定休日　土・日・祝日

JAXSON大阪プレゼンテーションセンター内
GROHEコーナー（完全予約制）
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5
本町サミットビル1F
TEL 06−4708−6340　FAX 06−4708−6485
営業時間　10:00〜18:00
定休日　土・日・祝日

VISIT US ONLINE
www.grohe.co.jp/

Follow us


