
汚れ、キズ、熱、衝撃に強く、気兼ねなく使えるトクラスの人造大理石。

キズに強い

熱に強い 衝撃に強い

汚れに強い

調味料などの汚れが染
込みにくいので、毎日のお
手入れは水拭きだけで清
潔さを保てます。油汚れも
中性洗剤でサッと落とせ
ます。

ウォールキャビネットから
缶詰を落としてしまっても、
割れにくい厚みと特性を備
えています。

沸騰したお湯を流したり、
うっかり鍋敷きを忘れても
安心。
※長く美しくカウンターをお
使い頂くために、日常の使用
では鍋敷きをお使い下さい。

万が一のキズも、細かいス
リキズならナイロンタワシで、
浅いキズならサンドタワシで
こすれば補修可能。長年の
使用後もリニューアル可能
です。

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.10本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.10

トクラス  システムキッチン標準仕様　　　　　　　　　　　　　１７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　トクラス  システムキッチン標準仕様　　　　　　　　　　　　　１７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　BbBb 　　ｏｒｉｇｉｎａｌ　　ｓｅｒｉｅｓ 　　ｏｒｉｇｉｎａｌ　　ｓｅｒｉｅｓ
トクラスキッチン

ビービー

I 型タイプ　Ｋ，Ｈ，Ｃ シリーズ　間口２５５０ｍｍ

Color Variation
扉

（DAP化粧/光沢） 光沢にぴったりな、シンプル柄で質感を向上しつつシンク色とも合わせやすいカラーを取り揃えました。

シュガーホワイト ペールイエロー マンダリンオレンジ ベビーピンク ストロベリーレッド

ボーダー基調で適度なゆらぎがある横木目により、ゆったりした空間の
広がりを感じられる、光沢木目扉シリーズです。

ライトチェリー ブラウンチェリー ダークチェリー

チェリー材の木目柄を持つ扉シリーズ。ナチュラルな表情が、
落ち着いた空間を演出します。

※Cシリーズはバー取手のみとなります。

（DAP化粧/光沢）

カームホワイト カームブラック カームブルー

バー取手

シンク下以外

ライン取手

ラスタホワイト ラスタベージュシンク下収納専用
　ロングバー取手

取手 キッチンパネル
※Ｋ，Ｈ，Ｃシリーズに対応

（オレフィンシート/艶消し）

少し大きめの取手で、
手に優しい丸みをつけています。 ※Ｋ，Ｈシリーズに対応

Point Function おすすめポイント

マーブルシンク&カウンターの彩りで、毎日を気持ちよく

サッと、きれいで、毎日、気持ちよく使えるマーブルシンク。

シンクとカウンターは、段差も、汚れの
入り込む隙間もないシームレス接合。
だから、毎日のお手入れは、サッと水
拭きだけです。

排水部分も一体成型だから、とても
なめらかな形状。汚れをためにくいの
で、いつまでも美しくお使いいただけ
ます。

フロアスライド 包丁差し  標準装備

小さく開けて、サッと出し入れ。出番の多い
                                アイテムは扉裏に。

※トクラスのキャビネットは全て「Ｆ☆☆☆☆」

■ シンク用キャビネット間口：1050mm ■ コンロ用キャビネット間口：1050mm

背の高い調味料も
大丈夫。全部引き出
せるのでとっても便利。

上段はＷ300で小物類の収納に。中段・下段はＷ1050で
鍋やフライパンも十分に収納できます。

■ウォールキャビネット高さ：700mm

キャビネットが振動すると
揺れを感知し、扉をロック。
揺れによる扉の開き、収納
物の飛び出しを防止します。

開き扉、取手レスですっきり。アッパーロック付き。

下段引出しフロアスライド

■ レンジフード 間口：900mm

■浅型食器洗い乾燥機

BNP45RS6SAA/パナソニック製
                   ※収納容量：約40点

イメージ写真

やさしく閉まる
ソフトクローズ機構の
フロアスライドキャビネット

■ ソフトクローズ機能
標準装備

BR32AM4H2SVW／リンナイ製

■ 浄水器内蔵ｼｬﾜｰ水栓

■ ホーロートップコンロ

・ 無水片面焼グリル
・ 基本安全機能
・ ダブル高火力

Standard Equipment 標準装備品  【2550㎜標準プラン】 

カラーバリエーション

8 Color Variation

マーブルシンクは、カラフルに7色をラインナップ。
2種類のシンクと組み合わせて、コーディネートできます。

Counter & MarbleSink Color
調理スペース広々のスタンダードなI型カウンター。
半円形のG2シンクは、デザインのかわいらしさに加えて、カウンターが広く使えます。

23cmのディナー皿が6枚も並びます。 まな板を置いてもゆとりの広さで
調理がはかどります。

カウンター

ニューグラーナホワイト

間口2550mmで、800mmの調理スペースを実現。

447

780

H2シンク

423

800

G2シンク

AWJSA1HSK/ﾄｸﾗｽ製

サイクロンフードⅢ CFA903(S/H)ANM8/トクラス製

カラー ： シルバー カラー ： ホワイト

業界トップクラスの除去性能を誇る
トクラスの浄水カートリッジ搭載

グラスグリーン

K series

H series C series

■ 造作対面用ハンガーレール ・ アイテム
マルチスタンド/ラック/ふきん掛け 各1個

ハンガーアイテムをカウンターに応用すれば色々なシーンで活躍。
手元を上手に活用することで、調理中のムダな動作が軽減でき、
ますますキッチンワークがはかどります。

※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※イメージ写真のため実際の仕様メージ写真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。

※※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。

※対面キッチン以外は設置できません。

※※食洗機：パネルタイプになります。食洗機：パネルタイプになります。

シックベージュソルベブルー ホワイトライムグリーン カフェベージュピーチピンク グレーイエロー



汚れ、キズ、熱、衝撃に強く、気兼ねなく使えるトクラスの人造大理石。

キズに強い

熱に強い 衝撃に強い

汚れに強い

調味料などの汚れが染
込みにくいので、毎日のお
手入れは水拭きだけで清
潔さを保てます。油汚れも
中性洗剤でサッと落とせ
ます。

ウォールキャビネットから
缶詰を落としてしまっても、
割れにくい厚みと特性を備
えています。

沸騰したお湯を流したり、
うっかり鍋敷きを忘れても
安心。
※長く美しくカウンターをお
使い頂くために、日常の使用
では鍋敷きをお使い下さい。

万が一のキズも、細かいス
リキズならナイロンタワシで、
浅いキズならサンドタワシで
こすれば補修可能。長年の
使用後もリニューアル可能
です。

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.10本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.10

トクラス  システムキッチン標準仕様　　　　　　　　　　　　　１７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　トクラス  システムキッチン標準仕様　　　　　　　　　　　　　１７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　BbBb 　　スクエアＵ  ニースペースタイプ 　　スクエアＵ  ニースペースタイプ

トクラスキッチン

ビービー

Color Variation
扉

（DAP化粧/光沢） 光沢にぴったりな、シンプル柄で質感を向上しつつシンク色とも合わせやすいカラーを取り揃えました。

シュガーホワイト ペールイエロー マンダリンオレンジ ベビーピンク ストロベリーレッド

ボーダー基調で適度なゆらぎがある横木目により、ゆったりした空間の
広がりを感じられる、光沢木目扉シリーズです。

ライトチェリー ブラウンチェリー ダークチェリー

チェリー材の木目柄を持つ扉シリーズ。ナチュラルな表情が、
落ち着いた空間を演出します。

※Cシリーズはバー取手のみとなります。

（DAP化粧/光沢）

カームホワイト カームブラック カームブルー

バー取手

シンク下以外

ライン取手

ラスタホワイト ラスタベージュシンク下収納専用
　ロングバー取手

取手 キッチンパネル
※Ｋ，Ｈ，Ｃシリーズに対応

（オレフィンシート/艶消し）

少し大きめの取手で、
手に優しい丸みをつけています。 ※Ｋ，Ｈシリーズに対応

Point Function おすすめポイント

マーブルシンク&カウンターの彩りで、毎日を気持ちよく

サッと、きれいで、毎日、気持ちよく使えるマーブルシンク。

シンクとカウンターは、段差も、汚れの
入り込む隙間もないシームレス接合。
だから、毎日のお手入れは、サッと水
拭きだけです。

排水部分も一体成型だから、とても
なめらかな形状。汚れをためにくいの
で、いつまでも美しくお使いいただけ
ます。

フロアスライド 包丁差し  標準装備

小さく開けて、サッと出し入れ。出番の多い
                                アイテムは扉裏に。

※トクラスのキャビネットは全て「Ｆ☆☆☆☆」

■ シンク用キャビネット間口：900mm ■ コンロ用キャビネット間口：1050mm

背の高い調味料も
大丈夫。全部引き出
せるのでとっても便利。

上段はＷ300で小物類の収納に。中段・下段はＷ1050で
鍋やフライパンも十分に収納できます。

下段引出しフロアスライド

■ レンジフード 間口：900mm■浅型食器洗い乾燥機

BNP45RS6SAA/パナソニック製
                   ※収納容量：約40点

イメージ写真

やさしく閉まる
ソフトクローズ機構の
フロアスライドキャビネット

■ ソフトクローズ機能
標準装備

BR32AM4H2SVW／リンナイ製

■ 浄水器内蔵ｼｬﾜｰ水栓

■ ホーロートップコンロ

・ 無水片面焼グリル
・ 基本安全機能
・ ダブル高火力

Standard Equipment 標準装備品  【2550㎜標準プラン】 

カラーバリエーション

マーブルシンクは、カラフルに7色をラインナップ。
2種類のシンクと組み合わせて、コーディネートできます。

Counter & MarbleSink Color
調理スペース広々のスタンダードなI型カウンター。
半円形のG2シンクは、デザインのかわいらしさに加えて、カウンターが広く使えます。

23cmのディナー皿が6枚も並びます。

間口2550mmで、800mmの調理スペースを実現。

447

780

H2シンク

423

800

G2シンク

サイドフード SNSR4MA903(R/L)SI/富士工業製

カラー ： シルバー

業界トップクラスの除去性能を誇る
トクラスの浄水カートリッジ搭載

グラスグリーン

K series

H series C series

■ ダイニング側 キャビネット間口： 2400mm

ニースペースタイプ

Ｋ，Ｈ，Ｃ シリーズ　間口２５５０ｍｍ
スクエアＵ ﾆｰｽﾍﾟｰｽﾀｲﾌﾟ

※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※イメージ写真のため実際の仕様メージ写真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。

※※食洗機：パネルタイプになります。食洗機：パネルタイプになります。
※※加熱機器：ガスコンロになります。加熱機器：ガスコンロになります。
※※レンジフード：サイドフードになります。レンジフード：サイドフードになります。

AWJSA1HSK/ﾄｸﾗｽ製

8 Color Variationカウンター

ニューグラーナホワイト シックベージュソルベブルー ホワイトライムグリーン カフェベージュピーチピンク グレーイエロー

キャビ間口 2400ｍｍ



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.08本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.08

トクラス  バスルーム 標準仕様                ｅｖｅｒｙ       １６１６サイズ            １７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  トクラス  バスルーム 標準仕様                ｅｖｅｒｙ       １６１６サイズ            １７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

Color Variation カラーバリエーション

正面パネル

ホワイトスタークベージュスタークホワイト

周辺パネル

エプロン

Point Function おすすめポイント

３Ｄエルゴ デザイン ～カウンタータイプ～
■３Ｄエルゴデザインのバス

お子様でも安心

お子様と一緒に

大人でもゆったり

お年寄りでも安心

無理なく足を伸ばして
入浴できます。

小柄な方でも姿勢を
安定できます。

安心　＆　エコ
□フロア断熱

断熱材

断熱材

□保温浴槽

階上用設置(2階設置)には
付きません。

□安心　ダブル構造

バスタブの下に防水パンを
備え、その間の空気層が
保温性に貢献。
安心の防水性能も高い評価を
得ています。

□節水の嬉しい工夫

標準装備　システムバス機能
□浴室テレビ

　　　　　　　
　　　　　　　

□サウンドシャワー

サウンド機能の豊かな音の広がり
お気に入りの音楽を聴きながら
リラックス入浴が楽しめます。

浴室に適した
スピーカー

共鳴室

メインスピーカー

おそうじラクラク
□うつくし浴槽「スターク」人造大理石バスタブ

□うつくしフロアW
洗い場でシャワーを使うだけで排水口
に流れ込む水が渦巻き水流になり、
髪の毛を小さくまとめます。

□カミトリ名人＋（プラス）

Standard Equipment 標準装備品
■ロングミラー

１6インチの大画面
フルハイビジョンパネル採用

LEDバックライト採用
薄型タイプ
ワイヤレスリモコンで簡単操作

WMA-160-F(W)(ﾎﾜｲﾄ)

WMA-160-F(B)(ﾌﾞﾗｯｸ)

バスタブにゆっくり浸かる、洗い場でのびのびとラクに
身体を洗う。人間工学に基いたバスタブのゆるやかな
曲線が、浴室空間の広さと使い勝手の良さを実現させました。

フットレストに足を掛けると
足止めになり安心です。

フットレストに腰を掛ければ
向かい合って入浴できます。

□100V 換気暖房乾燥機

壁パネル

バスタブ　人造大理石 マルチステック付

ホワイト グレー

フロア　うつくしフロアＷ

家族みんながゆたっり安心して入浴

「24時間換気」
サイドブロー機構を採用

「暖房」

「換気」

「ブロー換気」

「乾燥」

「涼風」

浴室内空気を24時間低風量で排出します。

浴室に温風を送ります。冬場などの
入浴前に温めておくと、入浴時快適です。

浴室の湿気を排出します。入浴後などの
浴室を使用した後に使用します。

浴室内空気を循環させながら換気します。
浴室を乾燥させたい時に使用します。

浴室に風を送り、入浴中の蒸し暑さを
和らげます。(冷房機能はありません)

浴室内に吊るした洗濯物を温風または
送風で乾燥させます。

なめらかな肌ざわり。
FRP素材のバスタブに比べて表面が滑らかで
艶があり、肌触りのよさが特徴のバスタブです。

耐久性に優れ、いつまでも美しい。
長期間使用しても熱水による劣化が少なく強いバスタブです。
表面の滑らかさと美しさを保つので、長年経っても心地よい
入浴が楽しめます。

2つの溝で水はけの
良さとお手入れの
しやすさを両立
しました。

①フロアのアーチ形状に沿って水が引き込まれます。
②小溝が水を誘導し、排水口方向に流します。

230mm×950mm
■収納棚
ﾎﾜｲﾄﾀｲﾌﾟ2個

■スライトバー
メタルタイプ
握りバー兼用

■水栓金具
一般水栓

■シャワー
ｴｱｲﾝｸﾘｯｸｼｬﾜｰ(ﾒﾀﾙ)
ｼｬﾜｰﾎｰｽ：ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

■天井
フラット天井

■照明(LED)
サークル型2灯

■ポップアップ排水栓
ボタンを押すだけでラクに
排水できます。

■タオル掛け
樹脂ブラケットタイプ

■開戸

■風呂フタ
巻きフタ

ランドリーパイプ
1本付き

ホライゾンブラック ホライゾンブラウン オリーブブラウン オリーブホワイト

ブロックベージュ リビングオーク リビングウォールナット グラスタイル

スパークルホワイト

※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※イメージ写真のため実際の仕様メージ写真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。

※シャワーヘッド・※シャワーヘッド・収納棚の形状は異なります。収納棚の形状は異なります。
※※照明は壁付け仕様となります。照明は壁付け仕様となります。
※浴槽脇手摺はオプションとなります。※浴槽脇手摺はオプションとなります。



Ａ pa tte rn

Ｅ pa tte rn

Ｂ pa tte rn

Ｆ pa tte rn

Ｃ pa tte rn

Ｇ pa tte rn

Ｄ pattern

Ｈ pattern

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.08本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2016.08

トクラス  バスルーム 標準仕様                ｅｖｅｒｙ       １６１６サイズ            １７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  トクラス  バスルーム 標準仕様                ｅｖｅｒｙ       １６１６サイズ            １７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

グレー ブラック

スタークホワイト

【  アクセントパネル 】

ホライゾンブラック スパークルホワイト

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

ホワイト ホワイト

スタークベージュ

【 アクセントパネル 】

ブロックベージュ スパークルホワイト

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

ホワイト ブラック

スタークホワイト

【  アクセントパネル 】

ホライゾンブラウン スパークルホワイト

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

ホワイト ホワイト

スタークホワイト

【  アクセントパネル 】

リビングオーク スパークルホワイト

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

ホワイト ブラック

スタークベージュ

【 アクセントパネル 】

リビングウォールナット スパークルホワイト

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

ホワイト ホワイト

スタークホワイト

【  アクセントパネル 】

オリーブブラウン スパークルホワイト

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

ホワイト ホワイト

スタークホワイト

【  アクセントパネル 】

オリーブホワイト スパークルホワイト

【  ベースパネル 】 【  人大浴槽 】

【  フロア 】 【  浴室TV 】

ホワイト ホワイト

スタークホワイト

【  アクセントパネル 】

グラスタイル スパークルホワイト

※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。



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.04

トクラス  洗面ドレッシング 標準仕様        １７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　Ｗ＝９００ｍｍ  トクラス  洗面ドレッシング 標準仕様        １７０４仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　Ｗ＝９００ｍｍ  

一段高い仮置きスペース
凹凸のないなめらかな
曲線が美しいボウル。
水はねしてもお手入れ
しやすいハイバックガ
ードなので、汚れも拭
きやすく快適です。

ハイバックガードで
なめらかなボウル

水栓の根元に水がたまら
ない壁出し水栓だから、
お手入れが簡単。
また、引き出せば
ハンドシャワーとして
使えます。

使いやすい壁出し水栓

ボウルの両サイドには、
仮置きスペースを一段
高く設定。小物などを
濡らさずに置いておく
ことが出来ます。

使いやすさと
お手入れのしやすさを
第一に考えた、
機能充実の洗面化粧台です。

カラーバリエーション
扉 &  ボウルカラー

■ボウル色

ホワイトホワイト ライトチェリー ブラウンチェリー

■扉色

Color Variation
取手

Point Function おすすめポイント
使い勝手に収納に　機能充実のミラー

ミラーを開くとワイドな収納棚
広くて取り出しやすい収納スペース

キレイ好きな奥様に大好評！
湿気も臭いも自然に換気

「乾くん棚」は歯ブラシや
コップ、石けんなどを
すっきり収納。
湿気も臭いも自然に換気
するアイデア設計だから
快適です。

ステンレス製の網棚は
簡単に取り外して洗える
ので清潔さを保てます。

高さのあるものもすっきり収納
トレイは高さの調整もできて便利。
取り出せるので洗うこともできます。

両サイドのミラーは外側にむかって開くので
鏡を見ながら収納物が取り出せます。

センターミラーはくもり止めヒーター
付き。照明を点灯させるとスイッチ
がはいります。

外側に開く両サイドのミラー

くもり止めヒーター

Standard Equipment

■ 快適な収納を考えた
　ベースキャビネット

■キャビネット

900mm

汚れの入る
すき間がない

汚れが
染み込みにくい

細かいキズは
磨いて美しく

衝撃に強く
割れにくい

大きなものもラクラク収納
バケツなど大きな物の収
納がしやすいタイプです。

■人造大理石ボウル

システムドレッサー

ダークチェリー

従来の混合水栓はハンドルが
正面の位置でお湯がでていま
した。
正面の位置で水を出す節湯
水栓ならムダなエネルギーを
使いません。

湯と水の混合切替時に
カチッと音がなります。

従来品 節湯水栓

■節湯水栓

900mm

※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※イメージ写真のため実際の仕様メージ写真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。

ＬＥＤ照明
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