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御見積 N0： JWB7080K22020年 7月 8日作成日：

。いさだく認確ごてに書細明積見御は細詳、きつに載掲のみの材部要主たま。すまりな異と様仕の際実りあでジーメイて全は真写　意注ご※

 シンク

ベーシック仕様
 トクラスキッチンビービー

。すまりな異と様仕や色の際実、めたのジーメイ真写※

 選択色 ※1　現在選択中の色を□（赤枠）で囲んでいます。
※2　色を未選択の場合や色変更は、表示している色よりお選びください。

 カウンター

 取手

 扉

 仕様一覧

フロアスライド
ショックアブソーバー
包丁差し

シンクスペース

I型

2段フロアスライド
ショックアブソーバー
可動棚

調理スペース

W600
2口IH+ラジエント
BHTK6KK
(日立)

IHヒーター

フロアスライド
ショックアブソーバー
・コンロ横小引出し

コンロスペース

シングルレバー水栓
BK87111J(V/K)13TL
(SANEI)

水栓金具

シロッコファン/ブラック
常時換気なし/H700用
BBDR3HL9017K

レンジフード キッチンパネル LC

引出しトレー

選択アイテム

G2シンク H2シンク
グレーカフェベージュホワイトピーチピンク

ライムグリーンシックベージュソルベブルー

トクラスの
人造大理石

熱や衝撃、汚れに強くて、お手入れカンタンなら、いつもキレイをキープできます。

衝撃に強くうっかり直置きしても安心 シミや汚れに強くてお手入れカンタン！

ナイロンタワシでキズが修復できます カウンターから排水口まで”一体形状”

熱や衝撃に強い厚みと高い性能を備えています。 調味料などが染み込みにくく毎日のお手入れ
は水拭きだけで清潔さを保てます。

キズがつきにくく、万が一スリキズがついて
しまってもナイロンタワシで補修。

汚れのたまりやすい段差がないなめらか形状
なのでお手入れが簡単です。

カウンター＆シンク 段差・隙間なしのなめらかさでお手入れのしやすさが魅力です。

 とってもなめらか

 排水部分もなめらか

カウンターとシンクのつなぎ目に隙間
や段差がないので、汚れがたまる心配
もありません。

排水部分はつなぎ目のない一体形状。
お手入れが簡単です。

フロア材と相性が良い、フロア
スライド部分も扉同一仕上げ。

ケコミ同色仕上げ

キッチンにアクセントを加える
マットで端正な取手デザイン。

ブラック取手

表面にEBコートを施した引出し底
板はキズ・汚れに強く、油汚れ、
もらいサビを簡単に落とせます。
※EBコート：表面の樹脂層を硬化
させるコーティング技術

引出し底板

扉の表面に、コート加工を施し、
油汚れも内部に浸透させることが
なく、サッと拭き取るだけで簡単
にお手入れできます。

扉のお手入れ

キッチンパネル UK キッチンパネル LC



御見積 N0： JWB7080S22020年 7月 8日作成日：

。いさだく認確ごてに書細明積見御は細詳、きつに載掲のみの材部要主たま。すまりな異と様仕の際実りあでジーメイて全は真写　意注ご※

ベーシック仕様
 トクラスドレッサー　ジョリエ

 選択色 ※1　現在選択中の色を□（赤枠）で囲んでいます。
※2　色を未選択の場合や色変更は、表示している色よりお選びください。

 取手

 扉  仕様一覧

1面鏡タイプ（蛍光灯）
くもり止めヒーターあり
・取り外せるトレー4個
・コンセント2個

ミラー

ドライヤーフック
ドライヤーを掛ける便利なフック付き

ミラー特徴

仮置き棚
メガネなどの小物を置けるので
便利です。

ミラー特徴

開き扉タイプ

ベースキャビネット

バケツや洗剤ストックなど、背のある
物もしっかり収納できます。

ベースキャビネット

洗髪シャワー水栓
ムダにお湯を使わない節湯水栓です。
・ワンタッチ吐水切替え
・リフトアップ
・ホース収納

水栓

。すまりな異と様仕や色の際実、めたのジーメイ真写※

ボウル

ピンクホワイト

Eシリ－ズ

ソフトホワイト ソフトオレンジ
Cシリ－ズ

ライトチェリー ブラウンチェリー ダークチェリー

さまざまな用途で使い勝手のよいボウル形状
衣類の押し洗いもラクラク

排水口を右奥に配し、底面
を広く使えるので衣類の押
し洗いにも便利。

石鹸や洗剤の仮置きに便利

石鹸や小物などを置くスペース
もあります。

お手入れしやすく、拭き取りやすい

扉のお手入れ簡単！

扉の表面をコート加工。油
汚れも内部に浸透させるこ
となく、サッと拭き取るだ
けで簡単お手入れ。
(E・Cシリーズ)

拭きやすいスッキリ一体形状

ボウルの前面部まで継ぎ目が
ないので、サッとひと拭きで
きます。

たっぷり収納＆
省スペースタイプ

周辺収納をプラスしても間口750mm
プラン例

バー取手

600mm 150mm

洗髪シャワー水栓

節湯水栓

洗髪はもちろん、引き出せばハン
ドシャワーにもなります。ムダに
お湯を使わない節湯水栓です。

※写真は全てイメージです。オプション品が含まれています。



ホワイト ベージュ

御見積 N0： JWB7080B22020年 7月 8日作成日：

ホワイト

 エプロン色 フロア色

 壁色

ベーシック仕様

※イメージのため、選択の
　色や仕様と異なります。

 選択色 ※1　現在選択中の色を□（赤枠）で囲んでいます。
※2　色を未選択の場合や色変更は、表示している色よりお選びください。

 バスタブ色

 窓枠

クリア
ホワイト色 ブラック色

リフレクト
パターン

正面パネル

リフレクト
パターン

周辺パネル

うつくしドア　折戸
ホワイト

ドア種類

ポップアップ排水栓

 トクラスバスルーム　エブリィ

。いさだく認確ごてに書細明積見御は細詳、きつに載掲のみの材部要主たま。すまりな異と様仕の際実りあでジーメイて全は真写　意注ご※

入口方向

1616

ホワイト グレー

■ ３Dエルゴデザイン
3Ｄエルゴで洗い場はもっと広くなる

体を洗う、髪を洗い
流すなど洗い場での
人の動きを３次元的
な「球」で考え、使
いやすさを追求。ト
クラス独自の発想に
よる「３Dライン」
が洗い場での快適な
動作を可能にしまし
た。

カウンタータイプ
■ うつくしフロアW（ダブル）

■ ２重パン構造

お手入れカンタン＆安心カウンターの広さと使い勝手の良さを追求
■ 使いやすいカウンター
洗面器やボトルが置ける使い勝手の良い
便利なカウンター付き

■ カミトリ名人＋（プラス）

シャワーを使った時の水流で、フロアの
ゴミを渦巻きのように中央に集めます。
集まったゴミはそのままトントンとゴミ
箱へ。アタッチメントはぬめりや臭いを
防ぐ抗菌効果を+プラスしています。

バスタブを壁パネル・バスエプロン・浴槽
パンで囲むことによりできる空気層が保温
効果を発揮。また、万が一、水漏れしても
浴槽パンが水を受けるため、バスルームの
外へ漏れる心配はありません。 保温効果

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中央のアーチ形状に沿って水は溝に流れ
込みます。
②溝が水を誘導し、排水口方向にしっかり
流します。

足元ひろびろ
カウンター下は斜めにな
っているので、足を伸ば
してゆったりと洗うこと
ができます。

握りバーに近寄りやすい
湾曲したカウンター形状の
ため、握りバーに近寄りや
すく入浴時や洗い場への移
動がスムーズに行えます。

※写真は1616サイズです。

 仕様一覧

空気層による

熱温水に強く、耐久性に優れた人造大理石バスタブ。FRPに比べ表面が
なめらかで汚れがつきにくく、お手入れ簡単。美しい艶を長く保ち続けます。スターク

ピュアホワイト スパークルホワイト リップルベージュ リップルピンク リップルグリーン

リップルブルー リップルブラウン

ピュアホワイト スパークルホワイト

サークル型（LED）
※灯数は見積書にてご確認ください。

照明

天井付け換気扇

換気扇

ロングミラー

ミラー

一般水栓(TOTO製)

洗い場側水栓

エアインシャワー(TOTO製)
ホワイトタイプ

シャワー

ホワイトタイプ（2個）

収納棚

樹脂ブラケットタイプ

タオル掛け

樹脂製
※本数は見積書にてご確認ください。

握りバー

保温浴槽・断熱合わせフタ

保温仕様

断熱合わせフタ

風呂フタ

バスタブを切り取った
ような形は、洗い場で
腕や手が当たりにくい
ように考えられたデザ
インです。

3Dライン


