
メラミン扉　　扉形状　左右３Ｒ扉カラー 全３０色

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

全４色

オフェリア　　オリジナルプラン　　　Ｉ型２５５０mm　　　　　　　　　　１７０６仕様タカラ  キッチン 標準仕様

ホーロートップ（ブラック）
水無片面焼きグリル

全口センサー付

・全コンロ消し忘れ消火機能
・グリル消し忘れ消火機能
・立ち消え安全装置
・焦げつき消火機能
・調理油過熱防止装置

取り外し簡単な単独ゴトク

食器洗い乾燥機

◆汚れを溶かして浮かすスチーム洗浄
◆伸びるセンターノズル＆タワー

ウォッシャーで洗浄力アップ！！

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵。

ヘッドが引き出せます。

さっと拭くだけでキレイに。
取り外しも簡単です。

取りはずして丸洗いも出来ます。

ホワイト ピンク

ＲKW－404Ａ－ＳＶ (リンナイ）

33口口ガスコンロガスコンロ

ＶＭＲ- 905

加熱機器加熱機器

お手入れ簡単で

OFELIA

TN34V-60T （パロマ）

しつこい油汚れや洗剤の飛び散り
跡もサッと拭くだけ！

こびりついてしまった汚れをゴシゴシ
こすっても大丈夫！

水や湿気による痛みや腐食がない！
火の近くで使っても焦げや変色もない！

《《高品高品位位ホホーーロローーキキッッチチンンパパネネル》ル》

ホーローキッチンパネル   (全4色)

ライトベージュロッシュベージュ マイルドホワイトロッシュホワイト

・ 汚れが染み込まない

・ キズつきにくい

・ 水にも熱にも強い

《どこでもラック》《どこでもラック》

引き手  (全８種類）

パールブラウン パールベージュパールホワイト

ワークトップ (全４色）

ソリッドグレー ソリッドベージュソリッドホワイト プレーンホワイト

ベージュ グレー

ホワイト ピンク

人造大理石シンク（全４色）

標準小物置き

いつまでも色あせず、耐久性もバツグン！

アクリル人造大理石カウンター

ー  七宝引き手 （ラメ） ３色 ーー  七宝引き手 （ラメ） ３色 ー ー  レール引き手  ーー  レール引き手  ー

アクリル人造大理石シンク

ＴＫ５１ＮＡ

レンジフード　(Ｗ=９００)

ホホーーロローー整整流流板板

JA306MN－NNBN01 (タカギ）

オイルポットや土鍋、深
い鍋などもラクラク収納
できる深さがあります。

大きな鍋や洗剤も収納。

スライド式収納です。
奥のモノも取り出し易い

ガスキャビネット シンクキャビネット ガス横小引出し

小さな調味料、小ビンな
どの収納に便利です。

ベースキャビネット 足元スライドタイプ

勢いよく閉めても、しまる手前で
速度を自動調節。静かにしまる

足元まで有効活用したスライド式収納。
奥まで見渡せ、中のモノが一目瞭然。

充実したキッチンライフをお過ごし下さい。

ソフトクローズ

ことで、怪我やキャビネットの傷み
を防ぎます。

整理整頓がラクラク出来、収納効率
がグンとアップします。

単色/抽象柄 木目(鏡面)木目(マット)

住みはじめのキレイが、ずっと続くように。
ラクな家事で、ゆとりの時間を過ごせるように。
みんなが、健やかに、たのしく暮らせるように。

写真はイメージです
ので、 仕様とは一部
異なります。

ー  ハンドル引き手  ーー  ハンドル引き手  ー

ＰＣ４１５CＮＡ

ANU274CM

ANU2580CM

ベースが金属のキッチン
パネルには、マグネットが
くっつきます。

NYU2679CM

AYU2666CM

ANU2665CM

ANU2597CM

ANU10001CM

NYU2682CM

NYU1932CM

LNU2664CM

ANU2596CM

ANU2680CM

AU-2598CM

ANU2767CM

TJK2680C

TYU2603C

TYU2261C

TYU10003C

TJK2254C

TYU469C

TYU2252C

TYU2686C

TYU2250C

TJK10006C

TJK2255C

KU-6000CM

QNU6000CM

QTU7830CM

KU-6522CM

KU-6614CM

ＫＴ03Ｐ（ｼﾙﾊﾞｰ） ＫＴ03Ｐ（ﾌﾞﾗｯｸ）

ー  Ｊ型引き手  ーー  Ｊ型引き手  ー

（小物はオプションとなります）（小物はオプションとなります）

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。

※※吊戸棚：物件により付かない場合がございます。吊戸棚：物件により付かない場合がございます。

※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。
※※キャビネット割付は実際と異なります。キャビネット割付は実際と異なります。



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

　　　　オフェリア　　セミフラット対面プラン　  Ｄ＝１０４０　　　タカラ キッチン  標準仕様

ホーロートップ（ブラック）
水無片面焼きグリル

全口センサー付

・全コンロ消し忘れ消火機能
・グリル消し忘れ消火機能
・立ち消え安全装置
・焦げつき消火機能
・調理油過熱防止装置

取り外し簡単な単独ゴトク

食器洗い乾燥機

◆汚れを溶かして浮かすスチーム洗浄
◆伸びるセンターノズル＆タワー

ウォッシャーで洗浄力アップ！！

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵。

ヘッドが引き出せます。

取りはずして丸洗いも出来ます。

Ｚシンク

シンク

標準小物置き

33口口ガスコンロガスコンロ

ＶＭＲ- 905

レンジフード　(Ｗ=９００)加熱機器加熱機器

お手入れ簡単で

　　　　１７０６仕様　　　　

ステンレスシンク

さっと拭くだけでキレイに。
取り外しも簡単です。

ホホーーロローー整整流流板板

JA306MN－NNBN01 (タカギ）ＲKW－404Ａ－ＳＶ (リンナイ）

オイルポットや土鍋、深
い鍋などもラクラク収納
できる深さがあります。

大きな鍋や洗剤も収納。

スライド式収納です。
奥のモノも取り出し易い

ガスキャビネット シンクキャビネット ガス横小引出し

小さな調味料、小ビンな
どの収納に便利です。

ベースキャビネット 足元スライドタイプ

勢いよく閉めても、しまる手前で
速度を自動調節。静かにしまる

足元まで有効活用したスライド式収納。
奥まで見渡せ、中のモノが一目瞭然。

充実したキッチンライフをお過ごし下さい。

ソフトクローズ

ことで、怪我やキャビネットの傷み
を防ぎます。

整理整頓がラクラク出来、収納効率
がグンとアップします。

OFELIA
写真はイメージです
ので、 仕様とは一部
異なります。

業界トップレベルの『静音仕様』

約３５ dB

サイズ

メラミン扉　　扉形状　左右３Ｒ扉カラー 全３０色

全４色

引き手  (全８種類）

パールブラウン パールベージュパールホワイト

ワークトップ (全４色）

ソリッドグレー ソリッドベージュソリッドホワイト プレーンホワイト

アクリル人造大理石カウンター

ー  七宝引き手 （ラメ） ３色 ー
ー  七宝引き手 （ラメ） ３色 ー

ー  レール引き手  ーー  レール引き手  ー

ＴＫ５１ＮＡ

単色/抽象柄 木目(鏡面)木目(マット)

ー  ハンドル引き手  ーー  ハンドル引き手  ー

ＰＣ４１５CＮＡ

ANU274CM

ANU2580CM

NYU2679CM

AYU2666CM

ANU2665CM

ANU2597CM

ANU10001CM

NYU2682CM

NYU1932CM

LNU2664CM

ANU2596CM

ANU2680CM

AU-2598CM

ANU2767CM

TJK2680C

TYU2603C

TYU2261C

TYU10003C

TJK2254C

TYU469C

TYU2252C

TYU2686C

TYU2250C

TJK10006C

TJK2255C

KU-6000CM

QNU6000CM

QTU7830CM

KU-6522CM

KU-6614CM

しつこい油汚れや洗剤の飛び散り
跡もサッと拭くだけ！

こびりついてしまった汚れをゴシゴシ
こすっても大丈夫！

水や湿気による痛みや腐食がない！
火の近くで使っても焦げや変色もない！

《《高品高品位位ホホーーロローーキキッッチチンンパパネネル》ル》
・ 汚れが染み込まない

・ キズつきにくい

・ 水にも熱にも強い

ホーローキッチンパネル   (全4色)

ライトベージュロッシュベージュ マイルドホワイトロッシュホワイト

《どこでもラック》《どこでもラック》
ベースが金属のキッチン
パネルには、マグネットが
くっつきます。

ＫＴ03Ｐ（ｼﾙﾊﾞｰ） ＫＴ03Ｐ（ﾌﾞﾗｯｸ）

ー  Ｊ型引き手  ーー  Ｊ型引き手  ー

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

（小物はオプションとなります）（小物はオプションとなります）

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。

※※シンク材質はステンレスになります。シンク材質はステンレスになります。

※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。
※※キャビネット割付は実際と異なります。キャビネット割付は実際と異なります。

TN34V-60T （パロマ）



ラウンド浴槽（FRP浴槽）　※ 半身浴

入浴感と節水の両立タイプ

高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったり

の入浴感が楽しめるバランスのとれた浴槽で

す。浴槽内ステップ（１２１６サイズ以外）はお年寄

りやお子様のすべり込み防止にも最適です。

ワンプッシュ
排水栓

クレイドル浴槽（FRP浴槽）

ゆりかごに包まれるような新感覚

ヘッドレスト部分を高くして首当たりを気持ちよく、ま

たぎ込み部分は低くして、入りやすさに配慮。リム形

状は腕を掛けやすいように設計をしました。美しい

カーブと全身を包み込むような入浴感が特長です。

ワンプッシュ
排水栓

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.06本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.06

ＴＯＴＯ バスルーム 標準仕様　         サザナ   Ｓﾀｲﾌﾟ         １６１６サイズ               １７０６仕様ＴＯＴＯ バスルーム 標準仕様　         サザナ   Ｓﾀｲﾌﾟ         １６１６サイズ               １７０６仕様

ＴＯＴＯＴＯＴＯ
ＳＹＳＴＥＭ　ＢＡＴＨＲＯＯＭ
サザナ　Ｓタイプ

くつろぎも、クリーンも、さらに進化。

サザナは次のステージへ。

　　　　　　ＨＳＶ１６１６ＷＳＸ１＊＊

選べる浴槽

スクエア浴槽（FRP浴槽）

デザイン性と心地よさの融合

シャープな直線で構成された外観フォルムと、

首、背中をやさしく支えるフォルムが特長。

スタイリッシュな浴室空間を作れます。

ミストサウナ 換 気 扇

脱衣所
リモコン

ランドリーパイプ
（１本付き）

消費生活用製品安全法

「長期使用製品安全点検制度」対象商品

浴室換気暖房乾燥機
（１室換気・ＡＣ１００Ｖ・ランドリーパイプ１本付）

浴室テレビ

照 明 ・ 天 井

シーリング照明（天井付）
（ＬＥＤランプ）縦長ミラー

Ｗ=２９８
Ｈ=１２００

ワンプッシュ
排水栓 スマートカウンター

壁付水栓セット（ＧＧシリーズ）

プッシュブルハンドル

浴室に
入るとき

浴室から
出るとき

開き戸　
Ｗ=８００　Ｈ=２１５０（ホワイト）

押す

引く

収納棚 タオル掛け/ふろふた

タオル掛け

シャッター式ふろふた

節水エアインシャワー

収納棚２段
（ライトシルバー）

お掃除ラクラクほっカラリ床
入った瞬間から心地よく、
床のお掃除もラクラク簡単

ご購入者の
満足度は

９３％

ＴＯＴＯの

新技術

写真はイメージです。

（ｲｰｶﾑ建売標準仕様）

微細なﾐｽﾄで快適な保湿浴を実現します。
上部ｱﾛﾏﾄﾚｲにｱﾛﾏｵｲﾙを入れればﾐｽﾄと共に香りが
広がり心も体もﾘﾗｯｸｽできます。
  (ｵｰﾙ電化対応不可･ｶﾞｽ給湯器のみ対応 )

エアインクリックシャワー

お掃除ラクラク排水口

キャッチした髪の毛をポイッと捨てられます。

スッと手を入れて
サッとひとふきするだけ。

カウンター/水栓金具

ド　ア

４時間後の温度低下はわずか

魔法びん浴槽

浴槽

浴槽断熱材

断熱構造で
ずっとあったか

冷気をシャットアウトするＷ断熱構造と、

思わず足を進めたくなるやわらかさ。

１６インチの大画面
３波対応（地上波 ・ BS ・ 110°CS）
高精細Full HD 207万画素
長寿命LEDバックライト/低電力１８W節電設計
AV入力１系統装備/Bluetooth音声出力搭載
ワイヤレスリモコンで簡単操作

ﾎﾜｲﾄ

ﾌﾞﾗｯｸ

※1階設置のみ※1階設置のみ

（メタル調）

大幅節水でも量感たっぷり。
秘密は空気を含んだ大粒の水。

約３５％節水

従来のシャワーと比較して最大約３５％ （当社比）

節水しながら、 心地よい浴び心地を実現しました。

新技術により湯水に空気を含ませることで、

湯水の一粒一粒を大粒化。

節水しながらも、 たっぷりの浴び心地が体感できます。

ミスト：なし
洗面器ｶｳﾝﾀ ：ーあり

平天井 壁高さH=2150
（分割タイプ）

お掃除ラクラク鏡
炭素の膜で
水あかのこびり付きを防ぐ

面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり

皮脂汚れ

※「カラリ床」はＴＯＴＯの登録商標です。

親水パワーの効果で軽くこすれば汚れがスッキリ。

写真はイメージです。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。

※標準仕様にスライドバーは付きません。

※上記イラストの断熱風呂ふたは、標準外となります※上記イラストの断熱風呂ふたは、標準外となります

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。

※※標準仕様はシャワーヘッド形状が異なります。標準仕様はシャワーヘッド形状が異なります。
※※天井高さ・形状は物件により異なります。天井高さ・形状は物件により異なります。

（抗菌・防カビ仕様）



浴室TV
【ホワイト】

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.06本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.06

床 【ライトグレー ： タイル調】
アクセントパネル

【アースブラック】
ベースパネル

【プリエホワイト】

ＦＲＰラウンド浴槽
【ホワイト】

エプロン ：ホワイト
アクセントパネル

【クレアライトグレー】
ベースパネル

【プリエホワイト】

ＦＲＰラウンド浴槽
【ホワイト】

エプロン ：ホワイト
アクセントパネル
【セイラン】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰラウンド浴槽
【ホワイト】

エプロン ：ホワイト

アクセントパネル
【ソワレローズウッド】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰラウンド浴槽
【ホワイト】

エプロン ：ホワイト

アクセントパネル
【ノルディックグレーウッド】

ベースパネル
【プリエホワイト】

アクセントパネル
【ビスクトラバーチン】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰラウンド浴槽
【ホワイト】

エプロン ：ホワイト

アクセントパネル
【ホワイトロマーノ】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰラウンド浴槽
【ホワイト】

エプロン ：ホワイト

アクセントパネル
【ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏｸﾞﾘｰﾝ】

ベースパネル
【プリエホワイト】

ＦＲＰラウンド浴槽
【アクア】

エプロン ：アクア

浴室TV
【ブラック】

床 【ホワイト ： タイル調】

浴室TV
【ホワイト】

床 【ホワイト ： タイル調】

浴室TV
【ホワイト】

浴室TV
【ホワイト】

浴室TV
【ホワイト】

浴室TV
【ホワイト】

床 【ライトグレー ： タイル調】

浴室TV
【ブラック】

床 【ブラック ： タイル調】

ＦＲＰラウンド浴槽
【ベージュ】

エプロン ：ベージュ 床 【ベージュ ： タイル調】 床 【ベージュ ： タイル調】 床 【ペールブルー ： タイル調】

Ａ  t ype

Ｅ  t ype

Ｂ t ype

Ｆ  t ype

Ｃ  t ype

Ｇ  t ype

Ｄ  t ype

Ｈ  t ype

ＴＯＴＯ バスルーム 標準仕様　         サザナ   Ｓﾀｲﾌﾟ         １６１６サイズ               １７０６仕様ＴＯＴＯ バスルーム 標準仕様　         サザナ   Ｓﾀｲﾌﾟ         １６１６サイズ               １７０６仕様

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積、カタログにて確認の程お願いいたします。



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

メラミン扉　　扉形状　左右３Ｒ扉カラー 全３０色

単色/抽象柄 木目(鏡面)木目(マット)

ANU274CM

ANU2580CM

NYU2679CM

AYU2666CM

ANU2665CM

ANU2597CM

ANU10001CM

NYU2682CM

NYU1932CM

LNU2664CM

ANU2596CM

ANU2680CM

AU-2598CM

ANU2767CM

TJK2680C

TYU2603C

TYU2261C

TYU10003C

TJK2254C

TYU469C

TYU2252C

TYU2686C

TYU2250C

TJK10006C

TJK2255C

KU-6000CM

QNU6000CM

QTU7830CM

KU-6522CM

KU-6614CM

タカラ  洗面化粧台 標準仕様  　　　　　　　　　　　　　　１７０６仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エリシオ　　　　　　　　　　　　Ｗ＝９００ｍｍ  タカラ  洗面化粧台 標準仕様  　　　　　　　　　　　　　　１７０６仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エリシオ　　　　　　　　　　　　Ｗ＝９００ｍｍ  

質感の高い一体成形の人造大理石

カウンター。継ぎ目がないから

お手入れカンタン、ずっと清潔。

木製素材の中でも高級素材の

「高圧メラミン扉」を採用。耐久性に

優れた扉面材なので、丈夫で長持ち。

ミラーの裏の収納スペースや

小物ラックで、使いやすさに

配慮しています。

取手形状

台輪カラー　全２色

ダークブラウン ホワイト

ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ

TK51NAﾚｰﾙ引手

レール引手 人造大理石

ホワイト

カウンター形状

ハイバックカウンター
水ハネをしっかりガードする一体成型のカウンター

キャビネット

扉タイプ
背の高い物もスッキリ収納

ミラー シングルレバー式シャワー水栓

ミラー裏はたっぷり収納スペース

３面鏡（樹脂ボックス仕様 ・ ＬＥＤ付）

収納物の上のスペースを
活用できる小物ラック付

歯ブラシ立て
シャワーホースを
引き出して使えます。

LFA547T12TTKN

ヘッドの部分でシャワーと整水の
切り替えが可能です。

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。
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