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イメージ写真

＜シンク＞

Ｚシンク

＜フード＞ ＜キッチンパネル＞

＜ウォールキャビネット＞

＜ベースキャビネット＞

耐震ラッチ付

シロッコファン ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

※キッチンは他シリーズへの変更はできません。

足元スライド収納

※高さの調整はできません。
※サイズやＩ型以外への変更はできません。

H=700(引き手ナシ)

＜引き手＞

が使えます。

ｵﾌﾟｼｮﾝ例

ﾎｰﾛｰだからﾏｸﾞﾈｯﾄ

たっぷり収納できます。

Ｉ型2550mm カウンター高さ850mm
システムキッチン オフェリア

＜水栓＞

浄水器兼用ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓　［節湯仕様］ カスタマークラブ
お引き渡し時に

ユーザー登録を
いたします。

㈱タカギみず工房

・24時間電話お客様サポート

・安心延長保証サービス
　蛇口の保証期間が10年に延長

・５年毎の浄水器本体無償交換
用途に応じて「浄水」「浄水ｼｬﾜｰ」「原水」
「原水ｼｬﾜｰ」の４種類が選べます。

・カートリッジ継続割引サービス

・安心延長保証サービス
　蛇口の保証期間が10年に延長

・24時間電話お客様サポート

PC415ｼﾘｰｽﾞ

＜ガス加熱機器＞

ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ
T33V-60T 片面焼きタイプ

＜ワークトップ＞ 人工大理石

ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ ｼｬｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ

＜食器洗い乾燥機＞

ﾌﾟﾙｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ
水圧でのびる２段ノズルで
ｽﾐｽﾞﾐまでムラなく洗えます。

＜扉カラー＞

TYU 2261C TJK 2255CTYU 2252C AU 2598CMNYU 2682CMANU 2767CM

ANU 2580CM

LNU 2664CM

ANU 2679CMANU 2680CM ANU 2597CM ANU-10001CM

AYU 2666CM

ANU 2665CMANU 2596CM ANU 274CM

ﾛｯｼｭﾎﾜｲﾄ ﾛｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾏｲﾙﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｽﾄｰﾝﾎﾜｲﾄ ｳｯﾄﾞﾏｲﾙﾄﾞﾎﾜｲﾄ
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＜水栓＞

＜レンジフード＞

＜キャビネット＞

＜壁面収納ユニット＞

昇降式ｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ キャビネット高さ変更

H=500へ変更 ±0円

＜シンクまわり＞
まな板プレート

卓上食洗機用分岐水栓

W=1200/D=450 W=1500/D=450 W=1800/D=450

※扉・把手はキッチン本体と同じものになります。
※壁面収納ユニットは上記以外のﾌﾟﾗﾝもご用意しております。詳細はショールームにてご相談ください。

W=1650/D=450

アイラック収納

ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽ水栓に変更

←

専用照明に変更となります。

ホーロー底板仕様に変更
＜ベースキャビネット＞

+22,000円(税別)

ソフトクロージングに変更

水切りプレート 水止めフタ
＜マグネットオプション＞

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌｯｸﾏｸﾞﾈｯﾄ小物置L ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌｷﾝ掛け

システムキッチンオプション オフェリア

※まな板ﾌﾟﾚｰﾄは水切りﾌﾟﾚｰﾄの上に乗せて使用します。
　水切りﾌﾟﾚｰﾄも合わせてご注文ください。。

＜ガスコンロ＞

+199,000円(税別) +233,000円(税別) +309,000円(税別)

両面焼き３口

＜ＩＨクッキングヒーター＞

片面焼き３口
ﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ

ｵｰﾄｸﾞﾘﾙ機能付両面焼き３口

標準タイプ ワイドタイプ ｵｰﾙﾒﾀﾙﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ

ＶＲＡ－９０１ＢＴ
ﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ ﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ

ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄｶﾗｰ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ

TAF800WV60CTTN55WV60CTTN55V-60CT
+124,000円(税別)+75,500円(税別)+55,000円(税別)

＜カウンター＞
人造大理石　ソリッド天板に変更

ﾌﾟﾚｰﾝﾎﾜｲﾄ ｿﾘｯﾄﾞｸﾞﾚｰ ｿﾘｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

＜シンク変更＞
人大シンク

ホワイト ベージュ

ピンク グレー
※人大シンク選択時はソリッド天板となります。

　(人大シンク選択時は不可)

+186,000円(税別)
※別途、電気工事代13,350円(税別)※別途、電気工事代23,800円(税別)

ガスオーブン 電気オーブン

+230,000円(税別)

＜オーブンレンジ＞

+40,000円(税別)

全色共通：+34,000円(税別)

+275,000円(税別)
※別途、取付工事費
　20,000円(税別)

+340,000円(税別)
※別途、取付工事費
　30,000円(税別)

+340,000円(税別)
※別途、取付工事費
　30,000円(税別)

+91,500円(税別)

※別途、水道工事代

+300,000円(税別)
※別途、取付工事費
　30,000円(税別)

+39,000円(税別)

+60,000円(税別)

ﾚﾝｼﾞ横のｷｬﾋﾞﾈｯﾄが
ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ選択時は

→

+3,500円(税別)+3,800円(税別) +800円(税別) +2,500円(税別) +1,700円(税別) +5,500円(税別)

W=1650　+109,000円(税別)

+18,200円(税別)
+9,530円(税別)

↓

開き戸になります

+50,000円(税別)

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

　も多数ご用意しております。
※マグネットオプションは掲載品の他に

　ご希望の方は担当者までお申し付け
　ください。
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ﾎﾜｲﾄﾀｲﾌﾟ

イメージ写真

＜タオル掛け＞＜風呂フタ＞

浴槽水栓無し

巻フタ

＜カウンター＞

ワイドカウンター

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ

＜ｼｬﾜｰ＞

エコシャワー

＜水栓＞

給湯器から浴槽に湯張りします。

　変更はできません。

システムバスルーム 1616サイズ

＜壁パネル＞ 正面ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ+３面ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙまたは４面ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙとなります。

＜浴槽＞
ＦＲＰ浴槽

※システムバスルームは指定品以外への

＜天井・照明＞
フラット天井

「パーフェクト保温」

震度６強相当の振動に耐えます。
過酷な三次元耐震実験でも
その揺れへの強さを実証しました。

浴室全体を包む

天井、壁、浴槽をたぷりの保温材で包み、
冬場の寒さを和らげます。

発泡ウレタン

天井 浴室パネル

浴槽裏

24mm

お手入れ簡単排水口

カンタン脱着

洗い場の排水口には、新形状の
ヘアキャッチャーを採用。
髪の毛が絡みにくい構造なので、

ホワイト ピンク

グリーン ベージュ

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

＜エプロン＞

ホワイト

KF9032S

＜ﾌｯｸ＞ ＜ﾐﾗｰ＞

ｽﾘﾑﾐﾗｰﾒﾀﾙﾀｲﾌﾟ

＜棚＞

ﾎﾜｲﾄﾀｲﾌﾟ３段

＜入口＞

折戸ホワイト

(手元止水)

浴室暖房乾燥機

電気式100V V-141BZ-TKT

予備暖房や湿気・カビ対策
多彩な機能でｵｰﾙｼｰｽﾞﾝ
快適な浴室に。

ツマミを持ってカンタンに
お手入れできます。

側面にオーバーフローの穴が
あいているので水の流れがよく、
詰まりにくい。

照明Ｗ １灯

ＬＥＤ

スクエア浴槽 ラウンド浴槽 半身浴槽 排水栓

ホワイト

ベージュ

ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ

＜フロア＞

ホワイトグレー

グレーベージュ

正面アクセントパネル

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰｽﾄﾗｲﾌﾟ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰｽﾄﾗｲﾌﾟ
＋

ホワイト

ｳｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ｳｫﾙﾅｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

ｳｫﾙﾅｯﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭｳｫﾙﾅｯﾄﾐﾃﾞｨｱﾑ ﾌﾞﾘｯｸﾀﾞｰｸ ﾌﾞﾘｯｸｸﾞﾚｰﾌﾞﾘｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ

正面アクセントパネルは下記２ﾃﾞｻﾞｲﾝ

１面デザイン ｱｸｾﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ

よりお選びいただけます。

※ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰｽﾄﾗｲﾌﾟとﾗｲﾄｸﾞﾚｰｽﾄﾗｲﾌﾟは
　ｱｸｾﾝﾄﾃﾞｻﾞｲﾝのみお選びいただけます。

※ｶｳﾝﾀｰと水栓上ｶｳﾝﾀｰは同色となります。
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＜握りバー追加＞

L=600　+9,500円(税別)
L=400　+8,000円(税別)

※本ページに記載の無いオプションはお請けできません。

システムバスルームオプション
＜浴槽変更＞
高断熱浴槽＋保温風呂フタ

+15,700円(税別)

＜照明変更＞
スタイリッシュ照明

１灯+2,500円(税別)

＜タオル掛け変更＞
クリアタイプ

+2,500円(税別)

＜入口変更＞
折戸グレー

+11,500円(税別)

＜棚変更＞
クリアタイプ

+15,300円(税別)

＜浴室ＴＶ追加＞
１４型

+173,000円(税別)

＜どこでもラック追加＞
小物フック

+2,800円(税別)

石鹸置き

+2,100円(税別)

風呂イスフック

カミソリフック シャンプーフック タオルハンガー

+1,700円(税別)

　　別途電気工事代・ｱﾝﾃﾅ配線代
+19,000円(税別)

開き戸

+11,500円(税別)

開き戸グレー

+22,500円(税別)

＜風呂フタ変更＞
組合せ風呂フタ

保温材無

＜ミラー変更＞
ワイドクリアミラー

+27,500円(税別)

風呂フタフック

組合せ風呂フタ専用
+2,100円(税別)

+7,700円(税別)

Ｉ型

+16,500円(税別)
600×400

Ｉ型

+2,100円(税別)

+2,100円(税別) +2,100円(税別)

1616サイズ

＜ｼｬﾜｰﾌｯｸ変更＞
スライドバー

+8,800円(税別)

スマート照明

１灯+7,500円(税別)

天井付スクエア照明

+20,500円(税別)

ダウンライト３灯

+30,500円(税別)

(蛍光灯) (LED) (LED) (LED)

２灯5,000円(税別) ２灯+15,000円(税別)

ロングクリアミラー

+10,500円(税別)



P23

§オプション対応品§
＜ボウル変更＞

※洗面化粧台は指定品以外への変更はできません。

＜ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ変更＞

＜キャビネット＞

※写真はイメージです

＜水栓＞

＜ボウル＞

※本ページに記載の無いオプションはお請けできません。

※間取りにより洗面化粧台のサイズが変更となる場合があります。
　サイズ変更となる場合、附属設備等異なります。

洗面化粧台 ＥＬＩＣＩＯ　Ｗ＝７５０

+16,000円(税別)

＜ミラー＞

スタイリッシュ３面鏡

＜サイドパネル追加＞

引出し付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
+6,000円(税別)

扉タイプ

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式ｼｬﾜｰ水栓
K37610J-2TTK

LEDを採用。

背の高い物もすっきり
収納できます。

ヘッドが伸ばせるので
お手入れがラクです。

＜水栓変更＞

ｶﾐｿﾘﾌｯｸ
+2,100円(税別)

小物置き

石鹸置き

ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ

サイドパネル専用オプション

ﾃｨｯｼｭﾎﾙﾀﾞｰ

ﾄﾞﾗｲﾔｰﾌｯｸ

+2,100円(税別)

+1,700円(税別) +1,700円(税別)

+1,700円(税別) +1,800円(税別)

＜扉＞

TYU 2261C TJK 2255CTYU 2252C AU 2598CMNYU 2682CMANU 2767CM

ANU 2580CMLNU 2664CM ANU 2679CMANU 2680CM ANU 2597CM ANU-10001CM

AYU 2666CM

ANU 2665CMANU 2596CM ANU 274CM

本来の色味の再現性が高く、

ホワイト

花(ピンク)

花(ブルー)高品位ホーロー

PC415ｼﾘｰｽﾞ

引き手

ﾊｲﾊﾞｯｸﾀｲﾌﾟ(人大ﾎﾜｲﾄ)
+12,000円(税別)

ｸﾛﾑﾒｯｷｼｬﾜｰ水栓
+9,200円(税別)

＜ｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ追加＞

W=750
+26,000円(税別)

スライド収納

の時には鏡を見ながら、
などを整理整頓。メイク

サッと取り出せる便利な

(ｽﾘﾑ＆ﾜｲﾄﾞLED照明)

散らかりがちな化粧小物

収納を設けています。

顔色がより自然に見えます。

業界最高ｸﾗｽRa90の高演色性

ミラー裏収納

たっぷりと収納できます。
ボトルやスプレーなどを
ミラー裏にはお持ちの化粧品


