




It’s not decorative but still beautiful. Just like a river stream.

飾らず、美しい。水の ように。





As it merely nestles up, it is a part of daily living. It has become a part of life naturally.
Rather than the form, the design is completely natural.

寄り添うようにして、暮らしの風景に佇まう。

自然と生活の一部になっている。

デザインしたのは、フォルムというより、在り方そのもの。



The interface which pursued functional beauty responds to even a faint motion of the hand
with sensitivity to temperature.
This will react to your needs with simple thought. And this is all thanks to the way it was designed.

機能美を追求したインターフェースが

微かな手の動き、こまやかな力加減さえも丁寧に伝える。

思いのままその所作に応えてくれる心地よさ、

それもまた、デザインだと思うから。





Designed by Yasumichi Morita

どこまでも無駄なく、シンプルに。本当に必要とされること以外の一切を

削ぎ落とし、「水を使う」という動作を突き詰めて生まれたデザイン。長い

時をかけて届く水の恵みを、さりげなく日常へと繋ぎ、てらうことなく、

構えることなく、生活に“S
ス ッ ト

UTTO”融け込む。洗練に洗練を重ねて到達した

ミニマリズムがここにある。

K4731PJV
ポップアップ

K4731PJV-2T
ポップアップ

K4731NJV

K4731NJV-2T

｜ BATHROOM ｜

｜ BASIN ｜｜ KITCHEN ｜

K8731JV

SK1831 

シャワーキッチンシャワー

With a simple design, nothing is wasted. Everything has been removed from 

the design except the absolute essentials, with the ultimate focus of simply “using 

water” as the goal. SUTTO will become a natural part of everyday living with 

the blessing of water requires a long time to reach your tap. SUTTO is the ultimate 

in minimal design.
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Jシングルワンホール洗面混合栓

ポップアップ用
K4731PJV-2T ¥60,000
K4731PJK-2T ¥60,000   h

gVX
・ポップアップ用、専用引棒付
・泡沫吐水

Jシングルワンホール洗面混合栓

ポップアップなし、ゴム栓なし
K4731NJV ¥46,000
K4731NJK ¥46,000   h

gVX
・泡沫吐水

取付足の径：35
取付穴径：35〜40
取付ロックナット対辺：38

取付足の径：35
取付穴径：35〜40
取付ロックナット対辺：38

G1/2

420

239
55

10°
260 最大335

170

G1/2

420

99 5510°120
最大195

170

Jシングルワンホール洗面混合栓

ポップアップ用
K4731PJV ¥48,000
K4731PJK ¥48,000   h

gVX
・ポップアップ用、専用引棒付
・泡沫吐水

取付足の径：35
取付穴径：35〜40
取付ロックナット対辺：38

G1/2

420

99 φ5510°120
最大195

170

Jシングルワンホール洗面混合栓

ポップアップなし、ゴム栓なし
K4731NJV-2T ¥58,000
K4731NJK-2T ¥58,000   h

gVX
・泡沫吐水

取付足の径：35
取付穴径：35〜40
取付ロックナット対辺：38

G1/2

420

239
55

10°
260 最大335

170

取付足の径：35
取付穴径：36〜40
取付ロックナット対辺：38

Jシングルワンホールスプレー混合栓

K8731JV ¥68,000

gVX
・シャワー・整流切替
・ステー130°回転

BATHROOM

BASIN

|  P R I C E  L I ST  |

KITCHEN

Jサーモシャワー混合栓

SK1831 ¥68,000

geb

92

85

最大95
PJ1/2

250

G1/2

240

614

430

145 80

60
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・表示価格は2013年4月現在の希望小売価格です。表示価格に消費税は含まれていません。
・品質改良、原材料事情などにより、品番、価格、仕様、包装などの変更、および製造中止を予告なくさせていただく場合があります。
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