GROHE SPALET
SENSIA ARENA

日本が世界に誇る最先端のシャワートイレ技術と、GROHE のデザインが融合。
清潔で快適、そして美しい。世界へ発信していく GROHE のトイレ。
GROHE SPALET ー グローエ スパレット

妥協なき美しさの追求。センシア アリーナ
極限まで薄さを極めたメカニック部やシートデザインに、柔らかな曲線を描く美しい筒型の陶器部。
それは、デザインと技術のハイレベルな挑戦によって実現したこだわりの美しさ。
その研ぎ澄まされたフォルムが上質なトイレ空間へと導く。
GROHE SPALET PRESENTS センシア アリーナ誕生。

床排水仕様

39 381 SH0

¥380,000（税抜価格）

床上排水仕様

39 382 SH0

¥400,000（税抜価格）

いつまでも新品の輝きを保つ新素材「アクアセラミック」
水アカや汚れがつかないトイレのための画期的な新素材。
センシア アリーナは、このアクアセラミックをボディに採用しました。
トイレの水を流すだけで、いつまでもいつもキレイ。
毎日のお掃除が格段に楽になります。

洗浄前

洗浄後

汚れをつけない
ついた汚れを落とすのではなく、水アカや汚れをつけないという発想から
生まれた新素材。水となじみやすい性質なので、汚れの下に水が入り込んで、
付着する前に浮かせて流します。

キズがつかない
アクアセラミックは表面に高硬度のジルコンを含んでいるため、
キズそのものがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

抗菌仕様
汚れを洗い流したあと、釉薬に含まれる銀イオンのパワーで細菌の繁殖を
抑制し、水アカだけでなく、においも軽減します。

水の力で汚れをつきにくく
「プレウォッシュ」

男子立小用時の飛沫を飛ばさない
「フォームクッション」

着座時に約 300cc の水を流すプレウォッシュで、

水面に張った泡のクッションで受け止めるので、

汚れる前に便器を湿らせ水となじみやすいアクア

男子立小用時の飛沫が飛び散らず床や壁の汚れや、

セラミックの効果を最大限に活かします。トイレ

においの発生を防ぎます。トイレ自体の汚れだけ

をさらに汚れにくくする、センシア アリーナ独自

でなく、トイレ空間の清潔さにこだわりました。

の機能です。

少ない水でもしっかり洗い流す
「トリプルボルテックス洗浄」

においを漏らさず 残さず吸い込む
「エアシールド脱臭」

強力な 3 つの水流を一気に吐き出すトリプルボル

吸い込むだけの脱臭ではなく、鉢内に気流を発生

テックス 洗 浄 だから、汚 れがつかないアクアセラ

させて、においの上昇を防ぐエアシールド脱臭。

ミックとの相乗効果で、かつてない洗浄力を実現 。

エアカーテンの技術を応用して鉢内に風を送り込

※

しかも使う水はわずか 3.8 リットル。節水性能も

む新技術で、においの原因を便器内でしっかりと

両立しました。

解決します。

※床排水仕様の場合

製品仕様
商品名

センシア アリーナ

定格電源

AC100V 50/60Hz

消費電力

定格消費電力：850W（周囲温度 20℃、水温 15℃） 最大消費電力：1300W（周囲温度 20℃、水温 3℃）

省エネ区分

瞬間式

年間消費電力量※１

99kWh / 年（節電機能切時：131 kWh / 年）

給水圧力

最低必要圧力

0.05MPa（13L / 分

最高圧力

0.75MPa（静水圧）

目標年度 2012 年度

省エネ基準
達成率

年間消費電力量

136%

（131kWh/ 年）

99kWh/ 年

このマークは、省エネルギー法のトップランナー基準による省エネ性能

流動時）、0.15MPa（静水圧）

を示すもので、省エネ基準達成率 100％以上の商品は緑色、100％未満
の商品はオレンジ色のマークを、省エネ基準達成率、年間消費電力量・

使用温度範囲

0℃〜 40℃

エネルギー消費効率とともに表示しています。「省エネ基準達成率」は、

商品寸法

幅 377mm 奥行 660mm 高さ 485mm

省エネルギー法に定められた目標年度に対する達成率を示しています。

商品質量

約 41.5kg

電源コード（電源接続方式）

有効長さ 1.0m（漏電保護機能、アースコード付）

省エネ基準達成年度 〈電気便座〉2012 年度

床排水：大洗浄 3.8L、小洗浄 3.3L

電気代と計算方法

洗浄水量

約300cc

給水方式

水道直結式

便器洗浄方式

ダイレクトバルブ方式

サイズ

大型
流動方式

流動水量：40L / h

給水方式

水道直結式

給湯方式

瞬間式

おしり吐水量

ビデ吐水量

鉢内除菌

ルームリフレ

暖房便座

脱臭

部屋暖房

フォームクッション

音楽再生
スマートフォン通信

リモコン

年間消費電力量 (kWh/ 年 )
27 円 ( 税込 )kWh※
※電気代は、電力会社ならびに各家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として
1kWh あたり 27 円 ( 税込 ) としました。

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量測定基準について
省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4 人

パワフル洗浄：0.43L / 分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節）

家族 ( 男性 2 人、女性 2 人 ) で 1 日あたり 16 回使用した場合を基準に

供給水圧 0.2MPa のとき

便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。
タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間 (7.7 時間 )で

マイルド洗浄：0.45L / 分（洗浄強さ：脈動方式による 6 段階調節）

算出しております。

供給水圧 0.2MPa のとき

シャワー機能

温風乾燥

年間電気代の目安 ( 円 ( 税込 )/ 年 )

床上排水：大洗浄 4.8L、小洗浄 3.3L

プレウォッシュ吐水量

凍結防止

％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

温水洗浄便座・暖房便座の省エネのための上手な使い方

0.45L / 分（洗浄強さ：脈動方式による６段階調節）

①使用後は便フタを閉める ②節電機能を使う ③設定温度を低めにする

供給水圧 0.2MPa のとき

④長時間使用しない場合は電源を切る

温水温度

水温・約 32℃〜 40℃（計 6 段階切替）

ヒーター容量

1240W

安全装置

温度ヒューズ、高温検出サーミスタ、空焚き防止流量スイッチ

風量

0.30 ㎥ / 分

温風温度

低（室温）、中（約 40℃）、高（約 55℃）

ヒーター容量

500W

安全装置

温度ヒューズ

風量

吹き出し・吸い込み風量：0.04 ㎥ / 分

方式

イオン技術による分解・除去方式（循環気流を利用）

風量

吹き出し・吸い込み風量：0.04 ㎥ / 分

方式

脱臭カートリッジによる化学吸着方式及び、イオン技術による分解・除去方式

表面温度※2

室温・約 28℃〜 36℃（計６段階切替）、ワンタッチ節電（8h）設定時：室温

ヒーター容量

48W

安全装置

温度ヒューズ

脱臭方式

脱臭カートリッジによる化学吸着方式（循環気流を利用）

脱臭能力

吹き出し・吸い込み風量：0.04 ㎥ / 分

風量

0.30 ㎥ / 分以上

温風温度調節

低（約 15℃）・高（約 20℃）：2 段階切替

ヒーター容量

320W

安全装置

温度ヒューズ・サーモスタット

使用洗剤

台所用中性洗剤

洗剤タンク容量

300mL（600 回相当）

出力・スピーカー

0.25Ｗ＋0.25Ｗ（ステレオ）・1W

音楽圧縮方式・記憶媒体

Ogg・本体メモリー内蔵

方式

Bluetooth®

寸法

幅 260mm 奥行 33mm 高さ 73mm

電源

単三アルカリ乾電池：2 本

通信方式

電波式（Bluetooth®）

表示

電子ペーパー

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について
年間消費電力量は、2012 年度基準に基づく測定値で (

) 内はタイマー

節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によ
って異なることから、
「年間あたり」の値にしています。実際にお使いに
なるときの消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使
い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
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※1 省エネ法（2012 年度基準）に基づいた測定値。

青：給水寸法／赤：排水寸法

※2 省エネに配慮して、便座温度は最高 36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。
トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。
※オプション部材として、床上排水用の耐火カバーを別途ご用意しております。（品番：14044000

価格：￥16,500（税抜価格））

※センシアアリーナの保証期間は取付日から 5 年となります。

本社

南青山ショールーム

大阪営業所

東京都港区北青山 2-11-3

東京都港区南青山 6-12-1

大阪府大阪市中央区北久宝寺町 4-3-5

A-PLACE 青山 6F

TTS 南青山 2F

本町サミットビル 3F

Tel. 03-5775-7500 Fax.03-5775-7611

Tel. 03-5778-3206 Fax.03-3400-6906

Tel.06-4708-6340

営業時間 9:30〜17:30 ／定休日 土・日・祝日

営業時間 10:30〜18:00 ／定休日 月

営業時間 9:30〜17:30 ／定休日 土・日・祝日

Fax.06-4708-6485

JP 06.2017

リモートコントロール

