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介護浴室に、システムバスの美しさと機能性を。
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バンクチュールは、住宅用オーダーメイドシステムバスルームで蓄積した技術を元に、
『デイサービス』など介護施設用の大型浴室や特殊なレイアウトのバスルームを、
システムバス（ユニットバス）でご提案できるメーカーです。
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一般浴 大型浴槽  ＋ 機械浴槽
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多人数で入浴する大きな浴槽と、複数同時に使用できる洗い場、さらに機械浴槽のスペースを
確保した効率的なレイアウトが可能です。また、仕上げ材は多種多様。タイルや御影石、檜
など、色や質感、素材を選ぶことで、爽やかな空間、落ち着きのある空間など、幅広いコーディ
ネートが演出できます。タイル仕上げは、ステップの安全性向上・オーバーフロー部分の
細かな造作など、緻密な設計にも対応できるメリットがあります。

大きな浴室空間に大型浴槽と機械浴槽。
お好きなタイルでコーディネートできます。
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一般浴 大型浴槽  ＋ 個浴
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「大型浴槽」と「個浴」が一つの空間に共存することで、
目的に応じて使い分けることができます。介助スペース
を確保しながら、カーテンで空間を仕切るなど、自由設計
ならではのアレンジが可能です。

大型浴槽（多人数浴）と、
個浴の両立。
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機械浴＋個浴 複数ドア  ＋ 変形空間

既存の建築構造に合わせて、デッドスペースを
作ることなく最大限の空間活用が可能です。
ドアは用途に合わせて複数設置したり、出入りが
容易な全開口ドアにしたりと、自由に選べます。
カーテンを組み合わせることで、プライバシーに
配慮した空間づくりが可能です。

ドアも自由自在。
変形サイズの空間にも
柔軟に対応できます。
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機械浴 仰臥位  &  座位

専用のストレッチャーなどを使用することで、ご利用者を仰臥位（寝た姿勢）のまま入浴させることができる介護浴槽です。

多種多様な機械浴を
すべての浴室空間に。
機械浴の大きさや設置台数に合わせて、浴室サイズを
自由に設定。スタンダードな四角形以外のイレギュラー
な形状にも対応できます。

浴室の出入口は、ストレッチャーの移動を考慮した
段差のない設計。有効開口幅も十分に確保することが
可能です。

仰臥位入浴
ぎょうがい
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専用の車椅子などを使用する
ことで、ご利用者を簡単に浴槽
へ移動させることができるよう
にした介護浴槽です。

座位入浴
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その他

自由空間設計＋機能部材が、
快適な入浴をサポートします。
介護する方、される方、どちらの負担も軽減し、快適な入浴ができる
システムバス。それは、確かな安全と安心を最優先に考えた多様な
部材を、自由な設計に組み込むことで創り出されます。
様々なご要望にお応えできる幅広いオーダーメイドのスタイルが、
「バンクチュール」の魅力です。

浴槽まわりに充分な介助スペースを確保
することで、あらゆる方向から補助できる
ようになり、介助者の負担を軽減できます。

三方介助
それぞれの出入りはもちろん、隣接する二つの
浴室をつなぐもう一つの通路。介助者の利便性
を図る開口を設けることができます。

三方介助＋二方開口
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一人ひとりの日常生活動作レベルに合った
入浴を、昇降ユニットや手すりなど、多様な
組み合わせでサポートできます。

パーソナルケア浴槽

心臓など身体への負担が少なく、
車椅子のままで入浴効果を得られます。

全身シャワー浴
浴室外から浴槽までスムーズに移動でき、
介護する方される方の負担を軽減します。

天井走行リフト

出入りがしやすく、介助の負担を軽減できます。
段差がないので、車椅子やストレッチャーのまま
スムーズに移動できます。

大型全開口ドア

OPEN



「デイサービス」など介護施設において、
大型浴室や特殊なレイアウトのバスルーム
を計画する際、従来までは規格品のシステム
バス（ユニットバス）がないため、在来工法
（湿式）で施工するしかありませんでした。
　
バンクチュールは、住宅用オーダーメイド
システムバスルームで蓄積した技術を元に、
施設向けの大型・特殊なシステムバスルーム
をご提案いたします。
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システムバス構造の機能性

介護施設の
バスルームは、
システムバスで
美しく快適に。

メンテナンス性 自由設計

保温性 品質

防水性能※

壁パネル

ドア

配管部点検口 浴槽パン

防水パン（洗い場）
分割搬入・現地接続

天井点検口 天井パネル

浴槽
（FRP下地）

各部に点検口を設けているため、不具合箇
所の特定がしやすい構造になっています。
万一、トラブルが起きた際にも短期間での
対応が可能なため、運営上のリスクが軽減
されます。

建築躯体の壁・床から独立して設置して
いるため、躯体との間に空気層があり、
断熱・保温性に優れています。

徹底した品質管理のもと、工場でパネル
や防水パンの製作を行い、建築現場で
組み立てられるようシステム化されている
ため、一貫して高品質に保たれています。

大型浴室でありながら、安心のフルユニット
構造を採用しております。洗い場・浴槽の
下にそれぞれF R P製の防水パンが設置
されているため、万一、浴槽やタイルが
割れた場合にも、そこから生じる水漏れ
を防ぎます。
　
※防水性能とは、バスルーム外部へ水漏れ
　しないことをいいます。

目的に合わせたバスルーム作りが可能
です。サイズや形状はもちろん、機械浴槽
を導入する場合は排水ピット等もプラン
に合わせて設置します。必要な手すりや
水栓金具等の取付けも自在に対応でき
ます。

また、工期も短縮され現場管理が容易と
なるだけでなく、湿式在来工法における
様々なリスクが低減されます。
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施工の流れ

①搬入 ②防水パン据付 ③防水パン分割部接続＆レベル調整

④給排水菅の接続⑤壁パネルの組立⑥機械浴用給水給湯管取り出し部

⑦ドア枠と壁パネル（脱衣所側から） ⑧浴槽据付 ⑨天井パネル組立

⑩壁パネル点検口（給水給湯接続部）⑪本体主要部分の組立完了⑫浴室内部タイル貼り作業

⑬通水＆水張り検査 ⑭機械浴槽搬入＆据付（材工別途） ⑮最終チェック～お引渡し



バンクチュール事業部ニッコー株式会社

バンクチュール

テーブルウェア

Tel.  東京：03-5214 -1531｜名古屋：052-951- 8926｜大阪：06 - 6443 -1552

お客様センター 0120-13 -8625
24時間受付

※12/31～1/3・8/13～8/15を除く。 内容に
　よっては、平日営業時間の対応となります。 
　後程、弊社担当者より御連絡致します。

17.9(SR)

食器をつくり続けて100年以上。世界中のホテルやレス
トランなど、プロフェッショナルの使用にも耐えうる品質
とデザインを提供しています。美しくも丈夫で軽い器は、
ご高齢の方にも安心してお使いいただけます。

多機能材「ムッシュⓇ」

「除臭」と「調湿」の機能を併せ持ち、ホルムアルデヒド
などの化学物質を吸着・分解・除去する、シックハウス
対応の空気配慮型『多機能材』です。

合併処理浄化槽

処理性能B O D 1 0㎎ /ℓに高度処理化した家庭用コン
パクト型浄化槽「浄化王NEXT（ネクスト）」。 水質改善
の切り札として、地球環境保全の一役を担っています。

BAINCOUTURE
ブランドサイト
www.baincouture.jp 

BA I N C OU T U R E（バンクチュール）は、安心のシステムバス
構造でありながら自由な発想をかたちにできるオートクチュール
のお風呂です。 既存のバスルームの概念にとらわれない空間
作りで、お客さまのお住まいに新たなシーンをもたらします。
　
B A I N＝お風呂（仏）　発音：バン　   
C O U T U RE＝高級な仕立て（仏）　発音：クチュール

バスルームは、「使う空間」から「過ごす空間」へ
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