
KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM TJK10122C ANU 2767CM AYU2666CM AU-2598CM

TJK10126CNYU2682CM ANU10001CMNYU2679CM ANU 2597CM LNU2664CM ANU2665CM NYU363CM

NYU1942CM TJK10006CTYU2261CTYU2250C TJK2680C TJK2254CTYU469C TYU2603C

TYU2686C TNU10043C TJK10051C TNX10131CTJK10007C TYU10134C

DAPコート(11色)

プラムホワイト イエロー ブルー ピンク オレンジ オリーブグリーン

MOP1201M MOP1203M MOP1204M MOP1205M

メラミン化粧板(30色)

オレフィンシート(4色)

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

巾木収納付オールスライドキャビネット

巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。
缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。
また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、

小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて
大容量の収納スペースを確保しています。

水にも傷にも、熱や衝撃にも
強く、いつまでも美しいまま。
そんな素材が、この高品位
ホーローです。シックハウス

症候群の原因となるホルム

アルデヒドなどの有害物質を
含まないので、家族の健康や

環境にも優しく、長く安心して

お使いいただけます。

Worktop Cabinet Kitchen panel

Door

ホーロークリーンキッチンパネル

Ｈタイプ

Sink & Tap Dish washer 

System Kitchen ユーティリティーシンクEプラン

Range hood & Gas range

2018.05

●巾木色：No.53 こげ茶

「静かさ」と「省エネ」に自信あり！
洗浄も乾燥も高温で除菌するから清潔。
毎日使うものだから、便利･快適仕様です。

乾燥専用ヒーターを庫内の背面に設置。ヒーターが
外にあることで、乾燥時に小物類のコゲやこびりついた
食品カスのニオイの心配がなくなりました。約80℃の
温風で清潔に乾燥します。

■食器収納容量約40点
■「カラーナビ食器かご」で

食器のセット位置もすぐ

わかります。
■低騒音 約36dB

約80℃

ビルトイン食器洗い乾燥機 / EW-45R2S レンジフード シロッコファン / VMAタイプ

頑固な汚れもサッと取れる

ホーロー整流板

ホーローを使った「シャットアウトパネル」・「整流版」と

親水性グリスフィルターで内部へ侵入する油煙汚れを
シャットアウト。お掃除の手間を減らすトリプルガード。

ホーロートップガスコンロ / TN34V60T 

・洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしい
フォルムの「すっきりクリーンゴトク」。

・煮こぼれなどが器具内に進入しにくい「シールドトップ」。
汁受け皿が無いから、拭き掃除もラクラクです。

■水無し片面焼グリル

■左右強火力

ロッシュホワイト

ライトベージュ

マイルドホワイト

ロッシュベージュ

ソリッドホワイト ソリッドベージュ

プレーンホワイト ソリッドライトグレー

アクリル人造大理石ワークトップ / アクシーマ

高級感のある質感と肌ざわりが魅力の

人造大理石天板。

高温・高圧にてプレス成形していますので、
寸法安定性、耐熱性、耐衝撃性などに優れた、

品質の高い人造大理石です。

汚れが染み込みにくく、汚れた時も簡単な

お手入れで汚れが落せます。

ブラックシルバー

◆GSシリーズ

◆レール引手

（タオルハンガー付）

ユーティリティシンクE

① ② ③ ④

①まな板USE

②SK水切りプレートUSE

③ミドル水切りプレートUSE    

④ミドル調理プレートUSE

3層シンクで「洗う、調理、片付ける」をスムーズに。

ソフトクロージング

メーターボックス

＋ブルモーション

間仕切りバー

前後にスライドさせて

間仕切り、整理整頓できます。

Image

イメージ画像の為詳細は右記にてご確認願います・
**IHはオプションとなります

浄水器付ハンドシャワー水栓。ホースが引き出せるから
お掃除やポットへ浄水を注ぐにも便利です。さらに、

レバー中央までは水が出るエコタイプ水栓なので、

無意識なエネルギーのムダ使いがなくなります。

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓 / JA306MN

キッチン下台高さ変更H850→H900へ( I型のみ )
¥15,000



  食器洗い乾燥機   電気加熱機器   シンク キッチンその他

加熱機器   電気加熱機器 レンジフード

加熱機器 レンジフード

手動ダウンウォール

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

Takarastandard  オプション表

■お手入れラクラク ■キズに強い ■マグネットが使える

EW-CP45ST
(三菱製)

『シャワーミスト＋ターボ噴射』
で汚れを残さない
食器収納量約37点
予約タイマー機能
粉末やジェル、タブレットなど、
どんな種類の洗剤でも
お使いいただけます

CS-KG30MS(シルバー)
(三菱製)
２口IH＋１口ラジエントヒーター

ピザも焼ける広々グリル

フル天板操作
ラクな姿勢で操作できます

両面焼き自動グリル仕様
マイコンが火加減をコント
ロールし、裏面までこんがり
おいしく焼き上げます。

IHクッキングヒーター
CH-MS6R
(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製)
3口ｼﾝｸﾞﾙ(右IH)ｵｰﾙﾒﾀﾙ対応

『シングルオールメタル対応』
すべての金属製の鍋が右IHで使えます。
*底の反った鍋や小さい鍋など

鍋の形や大きさによっては

使えないものがあります

揚げ物温度も光で見張る

『光火力センサー』

光で油温を見張り一定に

保つことで、揚げ物がより

□ 水切りネットT (人大シンク用)

□ スライドプレートT (人大シンク用)

ステンレスレンジフード

排気タイプ VNS型

リモコン付

頑固な汚れもサッと取れる
ホーロー整流板を標準装備。

□ 水切プレートZ (ステンレスシンク用)

□ まな板Ｚ*まな板は、水切プレートZとセットでご使用下さい

□ 水切ネットZ (ステンレスシンク用)

￥43.000

￥62.000

差額なし

￥232.000

￥63.000

人大シンク標準
小物置き

￥3.000

ステンレスシンク

水はね音を低減した静音設計のシン

ク。表面は傷が目立ちにくいエンボス

加工。

ステンレスシンク標準
小物置き

￥4.800

￥3.000

￥3.500

￥4.000

5色から選べるトッププレート

□クリアパールブルー

□クリアパールブラック

□クリアパールピンク

□クリアパールグレー
□クリアパールホワイト

ガラスを超えた強さと美しさ
ハイパーガラスコート

□片面焼グリル TN55AV60C
□両面焼グリル TN55WV60C

￥39.500
￥60.000

EW-45H1ST
(三菱製)

『おまかせエコ』
３つのセンサーで汚れ具合や
食器量を見わけて洗う。
かしこく節水・節電

『シャワーミスト＋ターボ噴射』
食器収納量約40点
予約タイマー機能
粉末やジェル、タブレットなど、
どんな種類の洗剤でも
お使いいただけます ￥57.000

ステンレスレンジフード

排気タイプ VRA型

リモコン付

『ホーローシャットアウトパネル』

水につけるだけで汚れが落ちる

親水性ファンを採用しました。

￥78.000

『ホーローグリスフィルター』 『ホーロー整流板』

内部への汚れをシャットアウト
ホーローだから汚れも
サッとふくだけ！

汚れたらワンタッチで外して
食洗で手軽に洗えます。

頑固な油汚れもサッとふく
だけでキレイに取れます

ホーローでお手入れの
しやすさを徹底追及！！

『ホーロークリーン
レンジフード』

□ レール引き手用タオルハンガーKIC

￥1.500

■吊戸用昇降棚

手の届きやすい高さに
棚をおろせるので、
普段使いのモノの
収納に便利です。

￥26.000

ステンレストップ

差額なし



　　　　　　

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓 ■お手入れラクラク ■キズに強い ■マグネットが使えきれい 便利強い

SystemKitchen オフェリア

■天板高さ：85cm

トールユニット ＣＨ２３００（プランによります）

フル引戸タイプ
扉タイプ

3段引出しﾀｲﾌﾟ

扉タイプ スライドタイプ オープンタイプ

カウンターユニット H850 カウンター天板間口

60.75.90.120.135.150.165.180cm

扉タイプ 収納ワゴンタイプ
90・75cm ３個仕様

オープンタイプ 収納ワゴンタイプ
60cm 2個仕様

家電収納ユニット H1100

W1800プラン

組合せ例 Ｃ
（カウンターユニット：間口90cm 扉タイプ×2）

組合せ例 Ａ
（トールユニット：間口90cm 3段タイプ

+ カウンターユニット：間口90cm 扉タイプ）

組合せ例 Ｂ
（トールユニット：間口90cm 扉タイプ

+ 家電収納ユニット：間口90cm 扉タイプ）

■間口 90cm

120cm

￥146.000

￥162.000

■間口 60cm

90cm

￥94.000

￥104.000

■間口 60cm

90cm

￥104.000

￥114.000

■間口 60cm

75cm

90cm

￥60.000

￥63.500

￥67.000

■間口 60cm

75cm

90cm

￥70.000

￥75.000

￥80.000

■間口 60cm

75cm

90cm

￥50.000

￥53.000

￥56.000

■間口 60cm

75cm

90cm

￥72.000

￥76.000

￥80.000

■間口 60cm

75cm

90cm

￥60.000

￥62.500

￥65.000

■間口 60cm

75cm

90cm

￥82.000

￥91.000

￥100.000

セットプラン ￥186.000

オプション食器棚一覧

セットプラン ￥191.000 セットプラン ￥160.000


