
∥ 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン ∥I 型2550 TYPEOFELIA
㈱大興 様 様標準仕様

∥ 扉カラー ∥ 45色

∥ ワークトップカラー ∥ ∥ キッチンパネルカラー ∥

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

∥ 扉形状 ∥

∥ 標準装備 ∥

∥ 人造大理石シンク

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。
※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

素材は、汚れやキズ・湿気に強い

・汚れが染み込まない
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！

・水にも熱にも強い
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！

・キズつきにくい

『高品位ホーローキッチンパネル』

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く！

『どこでもラック』

レードル掛けフキン掛け小物置き

小物置き

『ホーロー整流板』

ホーロー整流板

すきま風現象を利用した
整流板の効果により、
吸引力がさらにアップ。

さっと拭くだけでキレイに。
取り外しも簡単です。

∥ ベースキャビネット 足元スライドタイプ

写真はイメージですので
仕様とは一部異なります

TK51NA

左右1/4R（R3）加工

∥ 引き手 ∥

KU-6118CM HU-7158CM KU6000CM QU1604CM KU6522CM QTU7830CM KU6613CM ANU2665CM LNU26654CMKU6500CM

LNU-2682CM TJK2255CANU2580CMAYU2666CM AU-2598CM ANU2767CMTYU2252C TYU2261C

ANU2597CM

ANU2684CM TYU464C

TYU469C TJK-470C ANU274CMAU5903CM ANU2596CM TYU2250C

TS-624E TS-856E

ANU2568CM NYU1932CMANU2567CM

TS-625E MOP1205M オレンジ ブルー ピンクMOP1204M オリーブ
グリーン

プラム

ソリッドグレ－ ソリッドベ－ジュ

プレーンホワイト ソリッドホワイト

VUS-904T(V）

ガスキャビネット シンクキャビネット ガス横小引出し

足元まで有効活用した充実収納
奥まで見渡せ、出し入れが
簡単なので、無用の長物も
なくなりキッチンライフが充実します。

∥ 加熱機器 IHヒーター

∥ ハンドシャワー水栓

ヘッドが引き出せます
のでシンク内のお手
入れもカンタンです。

∥ 食器洗い乾燥機 フルオープン 4～5人用

オプション

ハンドシャワー水栓
KM5031TTK

※排水ﾌﾟﾚｰﾄは樹皮関になります。

ベージュ

グレー ピンク

ホワイト

HT-Ｈ60ST

「光＆4温度センサー」だから
どんなに鍋をふっても
火加減そのまま！

●ナビ付きワンタッチ火加減操作
●きり忘れ帽子タイマー
●両面焼きグリル
●マイコン自動焼きグリル
●オートパワーオフ

EW-DP45S

●ランニングコスト

●使用水量

手洗いより断然お得！
しかも節水で優しい

オイルポットや土鍋、寸銅なども
深さがあるのでラクラク収納。

大きな鍋や洗剤も収納。
奥の物も取り出しやすい。

調味料も
細かに収納。



∥ 「エリシオ」 オリジナル洗面化粧台 ∥W750 TYPEELICIO

∥ 標準装備 ∥

∥ キャビネット 扉引出しタイプ

写真はイメージですので仕様とは一部異なります

∥ 3面鏡ミラー （樹脂製ボックス仕様・蛍光灯照明付）

ミラーの裏側は大容量の便利な収納スペース

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。

コンセント（1200W）

回すと通電する防滴仕様のコンセント。

蛍光灯20W

歯ブラシ立て

くもり止めヒーター
湯気による不快な鏡の

くもりを取り除きます。

棚

取り外しが可能です。

∥ カウンターカラー ∥

壁のカビや水アカが
サッとふき取れて、スッキリきれい ベースが金属の

キッチンパネル
だから、
マグネットが
くっつく！

ドライヤーフックタオルハンガー

小物置きＳタオルハンガーL

小物の収納に便利な2段引出し付き

※ こちらはオプションです

∥ 扉カラー ∥ 全45色

∥ 引手 ∥∥ 扉形状 ∥

左右1/4R（R3）加工
TK51 ﾚｰﾙ引手

人造大理石ボウル
一体型カウンター

素材は、汚れやキズ・湿気に強い

水アカ汚れがたまりにくく美しさ長持ち。
スタイリッシュな化粧台が空間を演出します。

繋ぎ目がないから
お手入れカンタン
ずっと清潔

質感の高い
一体成形の
人造大理石

㈱大興 様 標準仕様

ホワイト

KU-6118CM HU-7158CM KU6000CM QU1604CM KU6522CM QTU7830CM KU6613CM ANU2665CM LNU26654CMKU6500CM

LNU-2682CM TJK2255CANU2580CMAYU2666CM AU-2598CM ANU2767CMTYU2252C TYU2261C

ANU2597CM

ANU2684CM TYU464C

TYU469C TJK-470C ANU274CMAU5903CM ANU2596CM TYU2250C

TS-624E TS-856E

ANU2568CM NYU1932CMANU2567CM

TS-625E MOP1205M オレンジ ブルー ピンクMOP1204M オリーブ
グリーン

プラム

∥ 水栓

壁付タイプ。
ヘッドが伸ばせるので
お手入れがラクです。

整流シャワー

※イメージ写真

LFA547T12TTK

∥ 排水栓

ヘアキャッチャ－
流れた髪の毛や
コンタクトをキャッチ。
すぐに取り外せるので
お掃除も簡単です。

ワンプッシュ排水栓
ボタン１つで貯水・排
水ができます。



∥ 「ルーノＴ」 システムバスルーム ∥1616 TYPE

㈱大興 様 標準仕様

より乾きやすい
新パターンを採用
滑りにくい・水アカ防止

ホワイト
高品位ホーロー

カラー：ホワイトグレー（FRP）

■ 壁カラー カウンター面のみ。他３面は無地対応

■ エプロンカラー ■ 床カラー

シャッター式

■ 浴槽カラー FRP

浴槽底面に滑り防止の
凹凸加工

浴槽床

< オプション >

カミソリフック小物フック シャンプー
フック

シャワー
フック

※他にも種類がございますので、ご確認願います。

高品位ホーロー高品位ホーロー浴槽の壁はすべて

湯アカもサッとひと拭き毎日シャワーで流すだけ 傷つきにくく汚れにくい

ベースが金属なので、マグネット収納が活躍。

清潔さの秘密は、表面を密着コ＾ティングしているガラス質の層。
お手入れしやくす、ガラスの清潔さや美しい光感を持った
浴槽パネルです。

浴室全体を
包 み 込 む

ト ー タ ル 保 温ト ー タ ル 保 温

天 井

24mm

24mm

浴槽裏

壁パネル

冷たい外気を遮る

ので、結露しにくく

なってます。

タカラシステムバス
すべての浴槽の裏側に

は、発砲ウレタンの吹付

処理を施しています。

優れた耐久性と安定性を

誇る4層構造を採用

洗い場

タカラシステムバスは、
浴室全体を包み込む発想で
保湿材を使用した、トータル保湿。
あたたまった浴室の熱を逃さず、
冬場の入浴もとても快適。
お湯も冷めにくく経済的です。

シュガーホワイト

シュガーベージュ

シュガーピンク

写真はイメージですので仕様とは一部異なります

足をステップにのせてリラックス親子の対面入浴で
楽しくコミュニケーション

半 身 浴 タ イ プ半 身 浴 タ イ プ心地よい

使い方の多彩なマルチステップを使って、
半身浴をはじめ、入浴スタイルをお好みで
満喫できます、

マルチステップ

安定感のある
姿勢でカンタン
気軽に半身浴を
楽しめます

∥ 標準装備 ∥ ※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。
※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

∥ 洗面器置き台一体型カウンター

∥ タオル掛け ∥ 風呂フタ

樹脂製 ホワイト

∥ 収納棚

樹脂製
3段棚

∥ 水栓 （浴槽用水栓なし）

I型 400 ホワイト

∥ ハンドバー

∥ ドア

∥ ミラー

折戸(ホワイト)
非常脱着構造扉

∥ フラット天井 ＆ ２灯照明

フラット天井
メタルホース
シャワーヘッド

サーモシャワー付

角型ミラー

シャワーフック
スライドバー

照明UVN
60W
ミニクリプトン電球

カラー：グレーベージュ（FRP）

∥ 浴室暖房乾燥機 電気式100V仕様

三菱電機 V-141BZ
●ロング気流暖房
足元までしっかり
温風が届く！

●風乾燥モード
消費電力95%低減。
ヒーターを使わず
かしこく節電。

●夜干し乾燥モード
乾燥＜弱＞でじっくり
乾かせば、消費電力が
15%カット！

ダークブラウン

クローバー ベージュボーダー

ホワイト ロッシュベージュ ロッシュピンク ロッシュグリーン

ベージュファサードプラチナリーフモザイクローズ


