
代 々 木 の 杜 「 設 備 の ご 紹 介 」 SYSTEM  KITCHEN  /  LAVATORY   PLAN



キッチンパネル

FLOOR CABINET

※イメージですので実際とは異なります

RANGE HOOD

SYSTEM KITCHEN  PLAN

DOOR & KNOB

COUNTER TOP TAPSYSTEM KITCHEN

IMAGE
　　　　L=1650  [A,B,Cタイプ]
　　　　L=1650 [Dタイプ]

 SINK

GAS RANGE

WALL CABINET

DOOR & KNOB

◆VMR-755MQL/R（タカラスタンダード）
◆ホーロー整流板付レンジフード
◆ブラック塗装

◆吊戸棚 開き扉
◆ブルモーション丁番
◆耐震H型ラッチ付
◆扉下がり15mm

◆調理キャビネット
◆1段引出し+開き扉

◆ガスキャビネット
◆開き扉

◆シンクキャビネット
◆開き扉

煙を逃がさない
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ＵＰ。高品位ホーローを採用

しているので、油汚れも簡単に

拭き取れます。

頑固な汚れも
サッと取れる

キッチンの中で一番掃除に困る場

所なので、汚れが染み込まない高

品位ホーローを整流板に採用しま

した。頑固な油汚れもサッと拭くだ

けでキレイになります。またホーロー

整流板は取り外し可能なので、表

も裏も丸洗いできます。

炎が当たっても
燃えない

レンジフードには熱に強い

ホーロー整流板を採用。

炙ってもコゲ跡さえ付きませ

ん。

◆SOシンク（W=600）

◆T23EB（タカラスタンダード）
◆2口ホーロートップコンロ

◆人造大理石天板t6
◆YX型　シャープエッジ　吉本産業
◆D=600 立ち上がり無し

コーラルホワイト

◆KM5311TV12（KVK）
◆シングルレバー混合水栓
◆回転規制120°

本体色

ホワイト（TW色）

巾木色

ダークブラウン（No.53）

◆ホーローキッチンパネル Ｈタイプ
◆見切り・エッジ材 ： アルミ製（プラチナステン）

●タカラオリジナルマグネット小物の他、市販のマグネット小
物を使えば使い方がますます広がります。フックや小物置
き、スパイスケース、調理タイマーなど便利なアイテムが数多
くあります。またネットから取り出したレシピや、お気に入りの
ポストカードなど手軽に貼り付けることもできます。

●金属のベースに高温でガラス質を焼き付けた高品位ホー
ローパネルは、熱に強く汚れが染み込まないため、水周りや
コンロ周りに最適な素材です。キッチンの気になる汚れも
サッとひと拭き。いつまでもキレイなキッチンが保てます。

ライトベージュ

KITCHEN PANEL

扉ｶﾗｰ：TJ-10006K
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ/ﾌﾟﾗﾝｸﾄ

引手ｶﾗｰ：PA-59ブロンズ

◆メラミン左右1.5R



手前：スパイス棚
奥：照明スペース

キッチンパネル

キッチンパネル

FLOOR CABINET

※イメージですので実際とは異なります

RANGE HOOD

SYSTEM KITCHEN  PLAN

DOOR & KNOB

COUNTER TOP TAP
SYSTEM KITCHEN

IMAGE L=2300  [Eタイプ]

 SINK

GAS RANGE

◆人造大理石天板
◆アクシーマシリーズ
◆D=650 立ち上がり有り

WALL CABINET

DOOR & KNOB

ソリッドブラウン

◆JY180MN-NNBN01（タカギ）
◆浄水器機能付シャワー水栓
◆節湯C1対応

◆調味料・照明スペース付吊戸棚
◆ブルモーション丁番
◆耐震H型ラッチ付
◆扉下がり15mm

◆調理キャビネット
◆3段巾木スライド収納
◆blumﾀﾝﾃﾞﾑBOX+ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝ

◆ガスキャビネット
◆開き扉
◆ブルモーション丁番
◆ガス横小引出し付

スライドレールにはblum 社製タンデムボックスレール
+ ブルモーション を使用しているため、重量物を入れ
た時でもスムーズな引き心地を実感できます。さら
に、引出しを強く押しても途中でスピードが落ち、最
後は吸いこまれるように静かに閉まる 『ブルモーショ
ン』引出しを閉める時の音 ”バタン！ガシャン！ とい
う不快な音をシャットアウト。

TANDEMBOX plus BLUMOTION

◆シンクキャビネット
◆開き扉
◆ブルモーション丁番

IMAGE L=2050×1860*D740・650  [Fタイプ]

[シンク側] [ガス側]

◆ＺＯシンク（W=800）
◆静音仕様

◆VMR-905MQL/R（タカラスタンダード）
◆ホーロー整流板付レンジフード
◆ブラック塗装

煙を逃がさない
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ＵＰ。高品位ホーローを採用

しているので、油汚れも簡単に

拭き取れます。

頑固な汚れも
サッと取れる

キッチンの中で一番掃除に困る場

所なので、汚れが染み込まない高

品位ホーローを整流板に採用しま

した。頑固な油汚れもサッと拭くだ

けでキレイになります。またホーロー

整流板は取り外し可能なので、表

も裏も丸洗いできます。

炎が当たっても
燃えない

レンジフードには熱に強い

ホーロー整流板を採用。

炙ってもコゲ跡さえ付きませ

ん。

◆TN34AV-60B　（タカラスタンダード）
◆3口ホーロートップコンロ
◆無水片面焼きグリル付き
◆温調機能付き

◆メラミン左右1.5R

扉ｶﾗｰ：TJ-10006K
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ/ﾌﾟﾗﾝｸﾄ

引手ｶﾗｰ：PA-59ブロンズ

◆ホーローキッチンパネル Ｈタイプ
◆見切り・エッジ材 ： アルミ製（プラチナステン）

●タカラオリジナルマグネット小物の他、市販のマグネット小
物を使えば使い方がますます広がります。フックや小物置
き、スパイスケース、調理タイマーなど便利なアイテムが数多
くあります。またネットから取り出したレシピや、お気に入りの
ポストカードなど手軽に貼り付けることもできます。

●金属のベースに高温でガラス質を焼き付けた高品位ホー
ローパネルは、熱に強く汚れが染み込まないため、水周りや
コンロ周りに最適な素材です。キッチンの気になる汚れも
サッとひと拭き。いつまでもキレイなキッチンが保てます。

KITCHEN PANEL

本体色

ホワイト（TW）

巾木色

ダークブラウン（No.53）

ライトベージュ



OPEN

CUPBOARD PLAN

　COUNTER

　DOOR & KNOB

　FLOOR CABINET

◆1段引出し+開き扉
◆blum タンデムBOXブルモーション
◆ブルモーション丁番

スライドレールにはblum 社製タンデムボックスレール + ブルモー
ション を使用しているため、重量物を入れた時でもスムーズな引
き心地を実感できます。さらに、引出しを強く押しても途中でス
ピードが落ち、最後は吸いこまれるように静かに閉まる 『ブルモー
ション』引出しを閉める時の音 ”バタン！ガシャン！ という不快な
音をシャットアウト。

TANDEMBOX plus BLUMOTION

IMAGE L=1500*D680  [Eタイプ]

◆人造大理石天板
◆アクシーマシリーズ
◆立上り無し

◆メラミン左右1.5R
◆レール引手：PA-59

※イメージですので実際とは異なります

CUPBOARD

◆ダストBOXスペース

ソリッドブラウン

扉ｶﾗｰ：TJ-10006K
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ/ﾖｺﾌﾟﾗﾝｸﾄ

引手ｶﾗｰ：PA-59ブロンズ

本体色

ホワイト（TW）

巾木色

ダークブラウン（No.53）



ミラー貼りミラー貼り

LAVATORY  PLAN

　COUNTER

　MIRROR CABINET 　DOOR & KNOB

　CABINET

◆三面鏡
◆下部ミラー貼り

　TAP

◆メラミン左右1.5R
◆レール引手：PA-59

IMAGE L=900*D600  [A,B,Dタイプ]

※イメージですので実際とは異なります

◆K475NJV-1-13 (三栄水栓)
◆シングルレバー混合水栓

◆人造大理石天板・ボウル一体型カウンター
◆DHS型
◆フランジレス仕様

◆フランジレス排水栓 排水口の金具をなくし、水はけの良い
形状なので、お手入れがしやすく汚れ
も簡単に拭き取れます。

フランジレス排水栓

～水じまいがよくすっきりした排水栓まわり～

LAVATORY

IMAGE L=770*D600  [Cタイプ]

◆ボウル下開き収納

本体色

ホワイト（TW色）

巾木色

ダークブラウン（No.53）

扉ｶﾗｰ：TJ-10006K
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ/ﾌﾟﾗﾝｸﾄ

引手ｶﾗｰ：PA-59ブロンズ



ミラー貼り

ドライヤー
スペース

ティッシュ
スペース

照明スペース 照明スペース

LAVATORY  PLAN

　COUNTER

　MIRROR CABINET 　DOOR & KNOB

　CABINET

◆五面鏡
◆下部照明スペース付　◆下部ミラー貼り

◆ドライヤースペース付
（ステンパイプ・フック3ヶ付）

◆ティッシュBOXスペース

　TAP

◆メラミン左右1.5R
◆レール引手：PA-59

IMAGE L=1650*D600  [Eタイプ]

◆開き扉
◆ブルモーション丁番

◆2段引出し
◆メーターBOX+ブルモーション

◆人造大理石天板・ボウル一体型カウンター
◆DHS型
◆フランジレス仕様

◆フランジレス排水栓 排水口の金具をなくし、水はけの良い
形状なので、お手入れがしやすく汚れ
も簡単に拭き取れます。

フランジレス排水栓

～水じまいがよくすっきりした排水栓まわり～

LAVATORY

◆K475NJV-1-13 (三栄水栓)
◆シングルレバー混合水栓

スライドレールにはブルム社製メーターボックスレール +
ブルモーション を使用しているため、重量物を入れた時
でもスムーズな引き心地を実感できます。さらに、引出
しを強く押しても途中でスピードが落ち、最後はゆっくり
静かに閉まります。引出しを閉める時の音 ”バタン！ガ
シャン！ という不快な音をシャットアウトできます。

META BOX + BLUMOTION

CLIP on BLUMOTION

開き扉の丁番にはblum 社製クリップオン ブルモーショ
ン丁番を使用し、扉を閉める際に強く押しても途中で
スピードが落ち、最後は吸いこまれるように静かに閉ま
ります。扉を閉める時の音 ”バタン！ガシャン！ という
不快な音をシャットアウト。

※イメージですので実際とは異なります

本体色

ホワイト（TW色）

巾木色

（No.53）

扉ｶﾗｰ：TJ-10006K
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ/ﾖｺﾌﾟﾗﾝｸﾄ

引手ｶﾗｰ：PA-59ブロンズ



ヘルスメータースペース

ミラー貼り

フロントポケット フロントポケット

ドライヤー

スペース

ティッシュ

スペース

照明スペース 照明スペース

LAVATORY  PLAN

　COUNTER

　CABINET

◆ヘルスメータースペース付き

　TAP

IMAGE L=2400*D600  [Fタイプ]

●ボウル前の取り出しやすい場所にポケットタイプの収納を設けました。
ヘアブラシやヘアピン、コットン・綿棒・マニキュアなどの化粧小物をスッキリ収納できます。
●収納BOXは取り外して丸洗いできるのでいつも清潔です

◆開き扉
◆ブルモーション丁番

◆フロントポケット収納

◆2段引出し
◆メーターBOX+ブルモーション

◆KM8001TBM (KVK)
◆シングルレバー混合水栓
◆ヘッド引出し式

スライドレールにはブルム社製メーターボックスレール + ブ
ルモーション を使用しているため、重量物を入れた時で
もスムーズな引き心地を実感できます。さらに、引出し
を強く押しても途中でスピードが落ち、最後はゆっくり静
かに閉まります。引出しを閉める時の音 ”バタン！ガシャ
ン！ という不快な音をシャットアウトできます。

META BOX plus BLUMOTION

◆人造大理石天板・ボウル一体型カウンター
◆DHS型
◆フランジレス仕様

◆フランジレス排水栓 排水口の金具をなくし、水はけの良い
形状なので、お手入れがしやすく汚れ
も簡単に拭き取れます。

フランジレス排水栓

～水じまいがよくすっきりした排水栓まわり～

LAVATORY

※イメージですので実際とは異なります

　MIRROR CABINET 　DOOR & KNOB

◆五面鏡
◆下部照明スペース付　◆下部ミラー貼り

◆ドライヤースペース付
（ステンパイプ・フック3ヶ付）

◆ティッシュBOXスペース

◆メラミン左右1.5R
◆レール引手：PA-59

本体色

ホワイト（TW色）

巾木色

ダークブラウン（No.53）

扉ｶﾗｰ：TJ-10006K
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ/ﾖｺﾌﾟﾗﾝｸﾄ

引手ｶﾗｰ：PA-59ブロンズ



TOILETCOUNTER  PLAN

FLOOR  CABINET

COUNTER TOP

◆LFK612-107（KVK）
◆単水栓

◆L435LQ/L435Q（NITTO CERA）
◆陶器ボウル

◆片開き扉収納

BOWL & TAP

◆人造大理石天板　アクシーマシリーズ
※水返し無し・上端4R

※あくまでイメージの為、実際とは異なります

◆オレフィン左右1R
◆プッシュラッチ仕様

IMAGE L=450*D150  [A,B,C,D,E,Fタイプ]

ソリッドブラウン

DOOR

本体色

ホワイト（TW）

巾木色

ダークブラウン（No.53）

扉ｶﾗｰ：TE2561（ﾄｯﾊﾟﾝ）
ﾃﾈﾛｳｫｰﾙﾅｯﾄMG横



TOILETCOUNTER  PLAN

FLOOR  CABINET

COUNTER TOP

◆LFK612-112（KVK）
◆単水栓

◆L466（NITTO CERA）
◆陶器ボウル

◆開き扉収納
◆ブルモーション丁番

BOWL & TAP

※あくまでイメージの為、実際とは異なります

◆オレフィン左右1R
◆プッシュラッチ仕様

IMAGE L=1250*D400  [オーナー邸]

DOOR

◆人造大理石天板　アクシーマシリーズ
※水返し無し・上端4R

ソリッドブラウン

扉ｶﾗｰ：TE2561（ﾄｯﾊﾟﾝ）
ﾃﾈﾛｳｫｰﾙﾅｯﾄMG横

本体色

ホワイト（TW）

巾木色

ダークブラウン（No.53）


