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躍 動する木目 柄を扉 の上で 表 現しました 。

Feel it and Touch it ! 
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NEW  Feel Wood / Dark｜フィールウッド  / ダーク

Kitchen：Feel Wood ｜ Dark
Range Hood : UFO
Faucet : Tall Boy

Lighting : Planet S / Table Lamp : Planet F / Table : Multiplo / Chair : Piuma /
Sofa : Largo / Storage : Bookworm （以上 Kartell）/ Carpet : Eden Queen（moooi carpets）/
Floor : Artistic Marble Floor Thea（TKS）
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NEW  Feel Wood / White｜フィールウッド  / ホワイト

Lighting : Planet S / Table Lamp : Planet F / Table : Multiplo / Chair : Madame world of Emilio Pucci edition / Storage : Bookworm / 
Sofa : Largo（以上 Kartell）/ Carpet : Celestial （moooi carpets）/ Floor : Artistic Marble Floor  Rombi（TKS）

Kitchen：Feel Wood ｜ White
Range Hood : UFO
Faucet : Tall Boy
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Feel Wood｜ダーク Feel Wood｜ホワイト

新扉のフィールウッドは、自然で荒 し々い風合の節目模様や

導管の凹凸感まで天然木さながらにリアルに表現した新感覚のキッチン扉です。

古木の味わい深いテクスチャーが見事に再現されたダークカラーと

美しい木目が上品な印象をあたえるホワイトの２色展開。

NEW

躍動する木目の質感を
扉の上で表現。

Feel Wood｜フィールウッド 
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NEW

3D-sink○R × ICE

3Dシンクに［ ICE ］が新登場。

 3Dシンクとワークトップが、
［ ICE ］でリンクしました。
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キッチンシンクの概念を変えた 3D-sinkに、
流氷をイメージしたアイス柄が新登場。

特殊なプレス技術によって生まれたアイスの柄目は、

トーヨーキッチンスタイルが辿りついたまったく新しい

ステンレスのテクスチャーデザインです。
※対応キッチン：INO、CORE、BAY

シンク：W110/D56/H25cm

調理台プレート：W45/D55.7/H1.7cm

まな板：W35/D51.4/H2cm

マルチプレート：W45/D55.7/H1.7cm

3Dシンク・アイスは、ワークトップアイスに対応。

調理プレート、排水プレートもアイス仕様となります。

NEW 3D-sink｜ 3Dシンク

Ice ［ アイス ］
大自然の流氷からインスパイアされたデザインです。

ランダムで深く荒 し々いリンクルが特徴で、表情はど

こか人の肌のような温もりも感じることができます。
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トールボーイは、広いシンク全体をカバーできるあたらしい水栓。

33cmものロングスパウトは、トーヨーキッチンスタイルの

広くて深いシンクにあわせて開発されました。

また、吐水レバーも女性が楽に手の届く長さ（17cm）にデザインし、

奥行きの深いキッチンでも前傾せずに自然なポーズで湯水を出すことができます。

Built in｜ビルトイン機器

NEW

Tall Boy
 トールボーイ

ホース有

2017.06 発売予定

ホース無

33cm

17cm
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NEW

キッチンの新たな基準。
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Lighting : Klunker Box 120（TKS） ・Klunker Triple Ring 70（TKS）/ 
Stool : Masters Stool （Kartell）/ Table : Atlanta Table（TKS）/ Chair : Masters（Kartell）/ 
Sofa : Pop Duo（Kartell）/ Carpet : Fool's Paradise（moooi carpets）/ 
Table Light : Bourgie（Kartell）/ Storage : Componibili 2,3（Kartell）/ 
Wall : Orchis（SICIS）/ Floor : Artistic Marble Floor Thea（TKS）

BAY METALLIC｜ベイメタリック 

Kitchen : Metal Smoke
Range Hood : UFO
Faucet : Grand Canyon
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Lighting : Ge・FL/Y（Kartell）/ Table：Four（Kartell）/ Chair：Louis Ghost（Kartell）/
Stool：NY Stool（TKS）・Stone（Kartell）/ Storage：Large Ghost Buster（Kartell）/ Wall：COR402（SICIS）

BAY METALLIC｜ベイメタリック 

Kitchen : Tin
Range Hood : Flat
Faucet : Twin
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Lighting : Kowloon S（TKS）/ Floor Lighting : Caboche（Foscarini）
Table : Atlanta Table（TKS）/ Chair : Ami Ami Chair（Kartell）/ 
Sofa : Chicago（TKS）/ Coffee Table : Tip top (Kartell)/ Wall : Marigold 3（SICIS）

BAY｜ベイ 

Kitchen : White
Range Hood : Flat
Faucet : Twin
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NEW

キッチンがインテリアになる。
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Lighting : Raimond (moooi) / Table : Stainless Tavo（TKS）/ 
Stool : Monster Bar Stool Low (moooi) / Sofa : Love Sofa (moooi) / Carpet : Eden Queen (moooi carpets)

CORE METALLIC｜コアメタリック 

Kitchen : Metallic Fiber
Range Hood : UFO
Faucet : Grand Canyon
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Lighting :Raimond（moooi） ・ Space Frame（moooi）/ Table : Container Table（moooi）/ Chair :Monster Chair（moooi）/ 　
Carpet :Crystal Rose（moooi carpets） / Lighting :Paper Chandelier（moooi）/ Floor Lamp :Raimond Tensegrity （moooi）/ 
Sofa :Boutique Sofa（moooi） / Mirror : Klunker Mirror Round 65（TKS）/ Wall : Daisy（SICIS） / Floor :Phenomenon Hexagon（Mutina）  

CORE METALLIC｜コアメタリック 

Kitchen : Solid
Range Hood : UFO
Faucet :Grand Canyon
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Lighting : Ali&Baba（TKS） ・ Beads（innermost）/ Table : Top Top（Kartell）/ 
Chair : Ami Ami Chair（Kartell）/ Wall : marigold 3（SICIS）
キッチンのサイドパネルは、扉同色も可能です。

CORE｜コア

Kitchen : Black Zebra Laminate
Range Hood : Thin
Faucet : Big
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Sofa : Ran（TKS）/ Mirror : Ice（TKS）

CORE｜コア

Kitchen : Kirakira Bianco
Range Hood : Thin
Faucet : Big
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Lighting : Gregg（Foscarini）/ Stool : NY Stool （TKS）/ Sofa : Kilim Sofa（TKS）　
Storage : Large Ghost Buster（Kartell） 
キッチンのサイドパネルは、扉同色も可能です。

CORE｜コア

Kitchen : Nuno
Range Hood : Thin
Faucet : Big
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ステンレスが美しい。

選び抜いたキッチンに最適な素材ステンレス。

熟練されたハンドメイドの仕上げならではの美しさ。
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驚異の切削技術、
ローレットハンドル

通常では不可能とされる精緻な切削技術、

手技の結晶がつくりだすメカニカルなオブジェ。

※ COREとBAY ではハンドル仕様が異なります。
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浮遊感のあるキッチン。

「超極細」のメタル AF なら、

宙に浮かんだような軽やかな空間が生まれる。

※ COREとBAYではAFデザインが異なります。



キッチン画像はイメージです。仕様変更などによりイメージと異なる場合がございます。41 42

Functions
全ての機能には意味がある。

TOYO K I TCHEN  STYLE が他とは違う理由。

　  ３D シンク ｜ スペースを立体活用

　  ワークトップ ｜ 長く使うためのデザイン

　  　  素  　  材   ｜ キッチンに最適な素材

　  エアフロー ｜ 足元から快適を

　  フロアユニット ｜ 動線を短くする収納

  >  P43

  >  P47

  >  P49

  >  P53

  >  P55

1

2

3

4

5

12

3

4

5

キッチンは料理をするだけの " 設備 " ではない、

がわれわれの答え。 しかし、つかいやすいこと、

快適に長くつかえること、作業スペースが広いことは

キッチン選びの重要なポイントの１つです。

トーヨーキッチンスタイルは、そのすべてをキッチンのデザインとして組み込むことで、

機能性とデザイン性を一度に叶えるキッチンをつくりあげました。
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3D-sink○R ｜3Dシンク

ワイドなシンクを立体的につかう。
ゼロ動線を実現する画期的マルチシンク。

3Dシンクだからできる！
トーヨーキッチンスタイルならではのシンク活用。調理の概念が変わりました。

シンクの中段は、野菜の水切りやゆでこぼしに最適な
高さです。穴の開いたマルチプレートを使って、水やお
湯をシンクに簡単に、そして安全に流すことができます。

突然のお客様でも大丈夫。プレートを上段で並べれば、
シンクにふたができます。使いおわった皿や汚れ物を
簡単に目隠しすることができます。ワイドなゆったりシン
クなので大きな鍋も、しっかりと収まります。

汚れ物や、野菜の切りくずなどがシンクにたまると他
の作業はストップしてしまいます。3Dシンクの場合、中
段と底面の間にスペースがあるため底面に一時的に
置いておけば、作業の妨げにはなりません。

一般的にまな板は立てて置いておくものですが、3D
シンクなら、すでにリブにセットされているので必要なと
きにサッとスライドするだけ。ワンアクションで出し入れす
ることができます。

立体作業ができる3Dシンクなら、料理にあわせてキッチンの高
さが変えられます。パン生地など力を入れて捏ねる場合は中段
で、盛りつけやクッキーの型押しなどは上段にセットすることで、
調理のしやすい高さに設定できます。

■A

■A ■B ■C ■D

■B■C

■D

ゆでこぼしが簡単に！

シンクを「目隠し」汚れ物は下へ

まな板を簡単出し入れ

料理にあわせてキッチンの高さが変えられる。

※男性、女性で身長が異なる場合も、3Dシンクならつかいやすい高さにセット可能。

上段のプレートで
ドレッシングづくり

上段のまな板で
ゆでた野菜を切る

中段のプレートで
湯通しした野菜を

水切り

底面に汚れ物を
一時避難

3Dシンクなら、作業ごとに片付けなくても同時にこれだけのことができます。

３Dシンク、3D-sink は株式会社トーヨーキッチンスタイルの登録商標です。

1

３層構造で立体的な作業を可能にするシンク。

野菜を洗う、お肉を切る、盛りつける、などの加熱調理以外の作業がシンク内で並行して行えます。

シンプルな構造。専用プレートを３段のリブに置くだけ。

→P56参照

3Dシンク

吊り

戸
棚・
収
納

ワ
ー
ク
ト
ッ
プ

7
cm

Zero

7

77cm

動画はこちら

特許第 3169870 号
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3D-sink○R ｜3Dシンク1

2D-sink /  2Dシンク 
フラスコ形状のシンクで水跳ねもゼロに。

3つのプレートがワークスペースをワイドに広げる

シンク上下を活用できる２Ｄシンク

シンクの底面に近づくほど奥行きを
広くとったフラスコ形状。大鍋などが
簡単に洗え、水ハネも防ぎます。シン
クを3層に分け、それぞれを立体活用
することで、今までできなかった流れ
作業（並行調理）が可能になりました。

幅 110cmという広 と々したシンクスペースと、ゆったりとした
作業スペースを同時に確保できる、調理効率に優れたシン
クです。シンクは２段リブ構造になっており、調理台プレートと
まな板を通常装備しています。

2Dシンク内では、洗った野
菜を水切りしたり、調理の妨
げになる汚れた鍋やフライ
パンを一時的にストックした
り。シンクの上下を立体的に
活用することで、調理効率が
ぐんとアップします。

プレス加工では不可能な形状

オーバーハング機構

調理スタイルを変えた3層構造。

ワンアクションで「まな板」登場!

水切りできる軽量「マルチプレート」

耐荷重100kg！「調理台プレート」

調理台プレートの下から簡単に引き出すことができ、
使用後はサッと収納できる大型高級樹脂製まな板。
すぐに洗えていつも清潔。

ゆでこぼしや水切りなどに便利なパンチング加工のステ
ンレスプレート。水を流しながらの作業など、使い方は自
由自在です。また軽量なので上げ下げしても疲れません。

※ 調理台プレートとマルチプレートは上・下段のリブに両方セットできます。 ほかでは真似できない特許技術です。

耐荷重 100kg、1.5mm 厚ステンレスの頑丈なプレート。ワークトップの
延長として、さらに広いスペースが確保できます。また硬い食材を切る
など、力のかかる作業にもビクともしない耐久性を持っています。

シンク上面

シンク上面

シンク中面

シンク中面

シンク底面

シンク底面 シンクの上下を同時活用

シンク上
スペース

シンク下スペース 2Dシンク
断面図

サイズ：W110/D56/H24cm

標 準 装 備

特許第 3169870 号
｜業｜界｜最｜大｜
この大容量

（W110 ×D56  ×H25cm) 
をショールームで
実感ください。
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Work top｜ワークトップ

ワークトップがインテリアになった、
新感覚ステンレストップ。

高品質ステンレス SUS304 を使用した、
オリジナル研磨のワークトップ。

大自然の流氷からインスパイアされたデザイ
ンです。ランダムで深く荒 し々いリンクルが特徴
で、表情はどこか人の肌のような温もりも感じ
ることができます。

ワークトップには職人技による高度なチタン
研磨仕上げを施しました。あえて表面に繊細
な引っ掻きキズのような加工をすることで、
使い込んだ道具のように、あたたかみのある
デザインに仕上げています。

Emblem Top
エンブレムトップ

Ice［アイス］

Titanium Polish
チタン研磨仕上げ

2

INOでは、アイス以外のエンブレムトップもご用意しています。

ワークトップに使われているステンレスは、

熱・水・汚れ・衝撃など過酷な環境下のもとに検証を繰り返し、

一般メーカーよりも厚みのあるものを採用しています。

エンブレムは、表面に刻まれた凹凸感
ある特殊なプレスパターンによって、長年
の使用で生じた細かなキズさえ目立た
せません。独自のクオリティコンセプトに
基づき開発された、永く美しさをキープ
できるステンレストップです。

強く、頑丈なワークトッ
プには、1.0 ～1.5mm
の分厚いステンレスを採
用しています。一般メー
カー（0.6 ～ 0.8mm）
とは使っている素材の量
が違います。

長く愛されるデザイン。キズや衝撃にも強い。
ステンレスを極めたワークトップ。

ステンレスに
あたたかみが
生まれる

キズも
目立たない
特殊仕上げ

トーヨーキッチン
スタイルは

極 厚
ステンレス
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ステンレスにこだわる理由。

量産できない、職人の技。

鋼のなかで特に強度に優れ、衛生的な素材  -ステンレス。

ステンレストップの4つの特徴

3Dシンクの複雑な形状は、プレ
ス加工では不可能なカタチ。数
え切れないほどの多くのパーツ
を、ひとつずつ高度なステンレ
ス加工技術によりハンドメイドで
つくりあげていきます。曲げ、溶
接、研磨という、熟練の技術
がなければできない、TOYO 
KITCHEN STYLE オリジナルシ
ンクです。

［ 耐 熱 ］ 油はねも大丈夫。

［ 弾 力 ］ お皿が割れにくい。 

［ 耐 汚 ］ 油、洗剤にも強い。

［ エ コ ］ 再生可能な循環素材。

鍋に使われることからも分かるように、ステンレスは熱に
強いので熱湯や油はねで変色することがありません。

長年の使用にも十分な強度を誇る一方、瞬間的な衝撃
に対して粘りのある弾力性を兼ね備えています。

防汚性が高いだけでなく、医療現場でも使われている
ステンレスは、衛生的にも水回りに適した素材です。

耐久面、衛生面に優れたステンレスは、地球にやさしい
リサイクル可能な素材です。

均一な厚み
プレス加工でつくられる一般的なシ
ンクは、縦に伸びるため素材の厚み
が均一になりませんが 3Dシンクは
すべて均一の厚みのため堅牢です。

つなぎ目のないシンク
高度な曲げ、溶接、研磨技術がつ
なぎ目のないシンクを実現。だから
腐食の心配もありません。

3Dシンク

真似できない技術。
80 年以上もステンレスと
ともに歩んできました。

創業以来培ってきたわれわれの技術力は、ステンレスとともに進化してき
ました。固い鋼であるステンレスも、人間の手技とアイデアひとつで美し
く変身します。世界で認められる高いデザイン性の裏には、ステンレス加
工への飽くなきチャレンジ精神が宿っています。

成形や曲げ加工が難しいとされるこの素材を敢えてつかっているのに
は理由があります。１つは、キッチン環境にもっとも適している素材であ
ること。毎日つかうものだからこそ、過酷な環境に強いものが必要でし
た。錆付きや汚れもつきにくく衛生的、かつ金属のもつ高い剛性は長
年の使用に耐えられる。ステンレスがプロの厨房や医療現場でもつか
われているのもそのためです。

Material｜キッチンに最適な素材3

鋼特有の
堅牢さで
長くつかえる

衛生的で
清潔さを
保てる素材

人の手が
つくる

あたたかみ

熟練技術で
素材の魅力が
引き出せる
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美しさと耐久性が両立するキッチンドア。

トーヨーキッチンスタイルのキッチンドアは、HPL化粧扉を中心に選んでいます。

HPLは水や火、汚れなどに強く、耐久性に優れているだけでなく、

高いデザイン性も合わせ持っています。ヨーロッパの専門メーカーと提携し、

キッチンを長く美しく使うことを研究した答えです。
※ HPL 以外にも、ステンレス、天然石、ピアノ塗装などの扉が選べます。

キッチンに最適な素材。

キッチンの扉材には、キズや汚れに強く、耐水性にも優れた
素材を選んでいます。たとえば HPL に代表されるメラミン
化粧の扉は、表面のメラミン層でキズや汚れ、湿気などを
ガードするだけでなく、芯材となるぶ厚い高品質パーティ
クルボード（下記参照）によっても強固に守られています。
この３層（メラミン層 +2層のパーティクルボード）構造の
おかげで、長く使用してもキズつきにくく、お手入れも簡単
なキッチンが生まれます。キッチンが直面する過酷な環境下
で試験と検証を繰り返し、ようやく辿りついたわれわれ
の答えです。

耐傷性 耐傷性 耐熱・耐汚性 耐水性

フライパンが軽く当たっただけで
も凹んでしまう。

化粧層が薄いため、衝撃によって
裏面にまでヒビ割れが発生。

ライターで10秒火を当てると、表
面は変質し煤汚れも取れません。

経年による傷や劣化により、湿気
を吸い込み膨張してしまう。

一般的なキッチンよりも厚い18mmの
パーティクルボードはチップも高密（右）。
表面の化粧層の厚さも一目瞭然です。

目に見えない部分にこだわること。TOYO KITCHEN STYLE が大切にしていることの一つです。例えばキッチンのユニットを構成
する部材にはすべて「オーストリア製のパーティクルボード」を使用。ヨーロッパに材料をオーダーする理由が2つあります。まず
ひとつは品質。アジア生産のボードと吸湿について社内実験を行なった結果、断然の強さを誇りました。もうひとつは 100％間伐
材を使用していること。木材を消費することは「森を壊す」イメージがありますが、逆に「森を育てて」います。日当たりや風の流れ
を作るための間伐は森を育て、その間伐材をしっかりと消費することは、森を育てる資金になります。これは TOYO KITCHEN 
STYLE がコストでモノを選ばないひとつの事例です。　

世界から厳選した、森を育てるパーティクルボード

一般的なキッチン扉の場合

Material｜キッチンに最適な素材3

HPLとは、High Pressure Laminate （ハイプレッシャーラミネート） の略です。高圧で熱を加えることで

硬化する、特殊な樹脂含浸素材。熱や水、汚れや衝撃にも強い、キッチン環境に最適な素材です。

※イメージは一般流通材（FFコート紙）。
　当社社内試験で確認されたダメージです。

『デザインの高い再現性』、
そして『キッチン環境に最適な素材』を
研究・開発してきました。

よりリアルな
質感や色彩まで再現。
トーヨーキッチン
スタイルだけの
扉デザイン。
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Air Flow｜エアフロー

キッチンが宙に浮く、軽快感。

トーヨーキッチンスタイルが独自に開発したキッチン専用の脚『AF エアフロー』。

アイランドキッチンで快適に過ごすためには、なくてはならない機能です。

宙に浮いたイメージが、家具のように自由なキッチンレイアウトを実現します。
※キッチンタイプ（INO、CORE、BAY）により、AFのデザイン、構造は異なります。

湿気がこもらず衛生的。

「寒い」「暑い」を解消。

つま先が入ってラク。キッチンの高さは 3種類。

身長（cm） ÷ 2 + 10cm = キッチンの高さ

キッチンの特にシンク周辺は湿気がこもりやすく、ケコ
ミでキッチン下がふさがれている場合、ハウスダストや
ダニなどが発生しやすい危険地域といえます。エアフロ
ーはユニット全体を床から持ち上げて空気を通すので、
キッチン下に湿気がたまりません。掃除も簡単でつねに
クリーンな状態を保つことができます。

キッチンをリビング側に設置するとキッチンが
空気の流れを遮り、キッチン側の空気回りが
悪化します。リビング側は心地よくても、キッ
チンにいる人は「寒さ」「熱さ」に悩まされ
ます。エアフローで床から浮いているキッチ
ンなら、部屋全体の空気もスムーズに循環。
キッチンを部屋の中心に置くために、足元の
通気性は大切なポイントです。

調理作業は立ち仕事。包丁などを
扱う際は、やや前傾姿勢になり、
思った以上に疲労を伴うことがあ
ります。エアフローにより足元に空
間が生まれ、つま先が入ることで、
作業がもっとラクになります。

独自の人間工学基準でエアフローによりキッチ
ンに近づくことなどを考慮し、身長の½プラス
10cm の高さを推奨。H95cm は身長165cm
以上の方の負担を軽減します。

一般的なケコミのキッチン AF仕様のキッチン

4

Fresh 
Air

キッチン高　     　　身  長

H 85cm＝ 145～ 155cm
H 90cm＝ 155～ 165cm 
H 95cm＝ 165～ 170cm ※H95cmは INO のみ対応。

リフォームの際には
床の張り替えコストまでおさえられる。

空調効率アップ。
快適かつエコな生活にもつながります。

アイランド
キッチンに

最 適

強靭な AFは、高い強度と耐久性を誇るメタル仕様。 BAY AF
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ワークトップの奥行きは、一般的なキッチンに比べて
10cm以上も深くしています。充分な調理スペース
を確保しながら
もキッチンの間
口寸法はコンパ
クトにすることが
可能です。

Floor unit｜引き出し収納

ひと目で使いたい道具がわかる。
大型引き出し収納。

静かでスムーズに閉まる
50kgレールを採用。

アイランドでも
十分な収納力を確保。

INOと COREはさらに大容量。

一坪分の収納力。
その秘密は奥行き65cmの引き出し。

大鍋や大皿をたっぷり収納できる50kg
レールを採用。さらにセルフクロージング機
構のブルモーション（ブルム社）搭載により、
静かでスムーズに閉まる引き出しを実現。

奥行きの深さが生み出す、大容量の収納空
間。置き場所がないとあきらめていた大型
の鍋がラクラク入り、調理の幅も広がります。
引き出しタイプなので腰をかがめることなく
出し入れが可能で、動線のムダをなくします。

ワークトップ 77cmだから可能な、奥行き65cm の引き出し。一般
的なものと比べ18cmも奥行きが広いので、引き出しだけで一坪空
間（500 リットル）が誕生し、ひと家族分の調理道具を収納できます。
もうアイランドキッチンでも収納不足に悩むことはありません。

ゼロ動線

毎日使うキッチンだから、使いやすくてラクな
ほどいい。そんな願いを叶えるのは、今まで
にない独創的な 4 つの立体機能により、ほと
んど動くことなく調理ができる「ゼロ動線」と
いう考え方です。作業効率はもちろんレイアウ
トの自由度も格段にアップ。キッチンを中心と
した理想の暮らしが実現します。

吊り戸棚は手が届かない、という常識を一変し目線
の高さまで下げた、まさに「使える吊り戸棚」です。
力をかけずに指 1本で扉の開閉ができます。

食材の下ごしらえから野菜の水切りやゆでこぼし、
さらに料理の盛り付けまで、この 3Dシンクなら
ほとんど動くことなく並行してどんどんこなせます。

奥行きの深さと間口の広さが生み出す、大容量
の収納空間。必要なモノが、必要なときにすぐ手
が届く。これで調理の効率がぐっと上がります。

料理をラクに・楽しくする
「ゼロ動線」という考え方。

1. 広くて余裕！
奥行き+10cmで、
ワークトップ面積が20％アップ

4. すぐ手が届く！
たっぷり収納の大型引き出し

2. 調理がスピーディ！
ワイドなシンクを立体的に使う。
３Dシンク

3. 出し入れしやすい！
目線の高さで出し入れできる吊り戸棚

225cm

その差

60cm

65cm

285cm

引き出しの
収納面積

その差 cm

cm

一般製品 47cm 3.3m2

65

18

5

（BAY50cm）

77cmオプションで、BAY / COREの
引出しにもLED照明が搭載可能。

NEW OPTION !

写真は INOでのイメージです。INOでは引出し
用のLED照明を標準装備しています。

3Dシンク

吊り

戸
棚・
収
納

ワ
ー
ク
ト
ッ
プ

7
cm

Zero

7

77cm
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Storage｜キッチン収納

キッチンにベストマッチする収納を選ぼう。
キッチン収納は調理に使う道具を中心にすると、料理はグッとスムーズに行えます。
収納棚には、お気に入りの食器やグラス、乾燥パスタや保存食など、使う頻度にあわせて手元に置いたり、
子供の手の届かない高い場所にしまったり。スマートに収納を選ぶなら、キッチンからの動きが自然な収納が一番良い。
さらにインテリアとの相性も考えるなら、キッチンと一緒に考えるのがベストな選択です。

収納も「ゼロ動線」なら、
キッチンとのスムーズな動線を実現。
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Storage｜キッチン収納

収納もトーヨーキッチンスタイルに
おまかせください。
収納選び一つで、せっかくのキッチンも台なしになりかねません。
造作を勧められたけど、一体感がないからどこかしっくりこない ...。
一生に一度の買い物だから、後悔せずにじっくり選びたい。アイランドキッチンでも収納はたくさん欲しい。
トーヨーキッチンスタイルなら、様々なご要望にお応えします。

キッチンとミスマッチな収納はどこか居心地が悪い。
後悔しない収納を選ぶなら、キッチンと合わせてプランしよう。スペース、ご予算にあわせてご提案します。

 デザイン
 重 視

キッチンと
同じ扉に
したい！

コストも
大事

オーブンも
欲しい

電動式も
いいなぁ

※ 扉カラーやハンドルによって価格は異なります。詳しくはショールームでプランいたします。

　　　吊り戸 +カウンター
　　　BAY ホワイト、チタンTOP  

L ハンドル：123,900円～
Cハンドル：129,700円～

　　　吊り戸 +カウンター
　　　BAY ホワイト、チタンTOP  

L ハンドル：115,900円～
Cハンドル：121,500円～

壁面
いっぱい
大容量

吊り戸：W120/D37.5/H70cm
カウンター：W120/D45/H90・85cm

吊り戸：W90/D37.5/H70cm
カウンター：W900/D45/H90・85cm

set
価格

set
価格
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Storage｜収 納

インテリアとしての収納を選ぶ。

削ぎ落したシンプルさ。

トーヨーキッチンスタイルの考えるベストな収納は、
キッチンやまわりのインテリアともマッチするデザ
イン性と、スムーズな作業性を兼ね備えているも
のだと考えます。最新の収納オーランドは、LDK
空間に自然と馴染む2種類のミラー扉を採用し、
極限まで薄く削ぎ落したシンプルな扉が、快適で
広い作業空間をつくり出します。

Size : W90/120/150 x D43/65 x H226.8/231.8cm
扉：ハーフミラーブロンズガラス / ミラーガラス
※収納の脚は INO、CORE、BAYシリーズの仕様に準じます。

Orlando［オーランド］

NEW  オーランドにセットプランができました。
理想のキッチン + 収納がより選びやすくなりました。

ミラー BAY仕様 CORE仕様
幅 奥行 棚板仕様 家電引出し仕様 棚板仕様 家電引出し仕様

W90cm
D43cm ¥474,000 ¥631,000 ¥489,000 ¥646,000

D65cm ¥495,000 ¥750,000 ¥510,000 ¥764,000

W120cm
D43cm ¥507,000 ¥668,000 ¥522,000 ¥682,000

D65cm ¥532,000 ¥797,000 ¥547,000 ¥812,000

W150cm
D43cm ¥549,000 ¥724,000 ¥564,000 ¥739,000

D65cm ¥577,000 ¥867,000 ¥592,000 ¥881,000

W180cm
D43cm ¥941,000 ¥1,097,000 ¥953,000 ¥1,110,000

D65cm ¥982,000 ¥1,237,000 ¥994,000 ¥1,249,000

W240cm
D43cm ¥1,007,000 ¥1,167,000 ¥1,020,000 ¥1,180,000

D65cm ¥1,056,000 ¥1,321,000 ¥1,068,000 ¥1,334,000

ハーフミラー BAY仕様 CORE仕様
幅 奥行 棚板仕様 家電引出し仕様 棚板仕様 家電引出し仕様

W90cm
D43cm ¥570,000 ¥727,000 ¥584,000 ¥742,000

D65cm ¥600,000 ¥827,000 ¥615,000 ¥842,000

W120cm
D43cm ¥613,000 ¥775,000 ¥628,000 ¥790,000

D65cm ¥670,000 ¥895,000 ¥685,000 ¥910,000

W150cm
D43cm ¥669,000 ¥844,000 ¥683,000 ¥859,000

D65cm ¥741,000 ¥982,000 ¥755,000 ¥997,000

W180cm
D43cm ¥1,131,000 ¥1,289,000 ¥1,144,000 ¥1,301,000

D65cm ¥1,193,000 ¥1,419,000 ¥1,205,000 ¥1,432,000

W240cm
D43cm ¥1,218,000 ¥1,380,000 ¥1,230,000 ¥1,392,000

D65cm ¥1,333,000 ¥1,558,000 ¥1,345,000 ¥1,570,000

※詳細は最寄りのショールームでお問い合わせください。
※価格はすべて税抜きです。
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Range hood｜レンジフード

キッチンとの一体感が生まれるデザイン、
高性能で捕集力も抜群のオリジナルフード。

Flat［フラット］

Thin［シン］

部屋で違和感のない薄型でスマートな
デザイン。レンジグリスフィルターの縁に
吸気口を施した「高速整流板」を採用
したレンジフードです。空気の流れをス
ムーズにし、さらにパワフルな吸引力の
高捕集型レンジフードを実現しました。

部屋の換気や美しさにこだわった高捕
集型のステンレス製。パワフルな吸引
力で気になる臭いや煙を素早く消し去
ってくれます。キッチン同様に熟練の職
人による高度な加工技術で、美しく丹
念に仕上げました。

Prism［プリズム］

Dome Hood［ドームフード］

プリズムは排気ダクトをトラスフレームで覆う構造。
5 種類のパーツからなるトラスフレームの組み合わ
せによって天井や壁のどの位置から様々な設置条
件に対応することを可能にしました。

シャンパンゴールドの輝きは、満ちていく月
のように美しい。表面には陶器の肌を思わ
せる、ハンドメイドならではの文様が浮かび、
空間のインテリア性をより高めてくれます。　　
※W75cm 以下の加熱機器を推奨

お手入れ不要のシロッコファンを搭載。

トーヨーキッチンスタイルは、メンテナンス性も重視しています。
油汚れを水玉状にはじくファンシークリーン仕上げのシロッコファ
ンを採用。油脂成分は、回転による遠心力で浮き上がり、オイル
トレーに集められます。廃油がたまったらワンタッチで
外して洗うだけなので、掃除の手間がかかりません。

フィルター無しの
独自機構で捕集
効率をアップ。

強力サイドウィングで

速攻換気。

油煙中の油をしっかり
分解し、余分な油は
オイルトレーに
集めます。

UFO［ ユーフォー ］
両サイドに設計された三枚翼のサイド
ウィングが、より確実にそして力強く煙
を吸込みます。

製品の取付は、取扱い説明書・施工書の注意事項をご確認の上、正しい方法で施工ください。性能に影響が出る場合があります。
Prism のトラスフレーム、ダクトホースは別売となります。Domeフードの取付ボルト、ダクトホースも別売となります。

  NEW 2017年 6月発売予定
              奥行き65cmの
              壁付けタイプが新登場   NEW LED照明も登場
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Built in｜水栓・加熱機器・食器洗い機・冷蔵庫

世界から厳選、充実のビルトイン機器。

Twin［ツイン］ Flex［フレックス］

Grand Canyon［グランドキャニオン］

Seven［セブン］

Tall Boy［トールボーイ］

Usagi［ウサギ］

食器洗い機 冷蔵庫・冷凍庫・ワインセラー

引き伸ばして手元で使える便利なメタ
ルホース付。広いシンクの隅々まで洗
い流すことができます。

カラフルでアクセサリー感覚をもった、フ
ァッション性の高い水栓。自由に動くホ
ースで、女性にも握りやすい太さです。

吐水とシャワーが斬新なアイデアで切換えできる新水栓。手元
は泡沫吐水で柔らかな水流。そしてホースを伸ばせばシャワー
タイプで勢いよく湯水を流せます。

360°全方向で吐水が
できるマルチ
ジョイント水栓。

広いシンク全体をカバーできるあたらし
い水栓。33cm ものロングスパウトは、
トーヨーキッチンスタイルの広くて、深い
シンクにあわせて開発。前傾せずにラク
に使えるように設計されています。

機能優先で医療用として開発された水栓器
具を、キッチン用に改良。蛇口部に大型の操
作レバーで、肘や腕でも操作できます。

家事にも美しさを求める。
驚くほど静かで大容量の食洗機。

感性を刺激する、機能と美しさ。
GAGGENAU のビルトインCOOLING SYSTEM

NEW

機器類はモデルチェンジなどにより掲載品と異なる場合がございます。最新情報は最寄りのショールームまでお問い合わせください。
食洗機は特定保守製品になります。消費生活製品安全法に基づき所有者の登録、製品点検が必要です。

 ホース有
（ホース無もございます）

IHやガスコンロ、料理のレパートリーが増えるオーブンレンジなど、

クッキングスタイルにあわせた多彩な機器をご提案します。
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　BAY / CORE  SET-PLAN セットプラン　　-  人気のアイランドキッチンで。

業界最大のゆったりカウンター
アイランドには最大105cmの奥行の天板をご用意しております。
余裕のスペースで食事やお子様の勉強も一緒にできます。

抜群の強度
アイランドに求められるのは自立する足
の強度。エアフローは抜群の強度と耐
久性を誇ります。

空気の流れがスムーズ
アイランドを浮かせるエアフローが、
空気の流れを遮らず、部屋全体の空調
効率を良くします。

スッキリとした天板
3Dシンクはシンクの中で作業ができるので、散らかりがちな調
理後もプレートでフタをすれば天板はいつでもスッキリです。

HPLやステンレス、塗装扉など
50種以上からお選びいただけます。
価格は扉種によって異なります。  
詳しくはショールームでお見積りいたします。
※扉のエッジ（木口材）は、一部を除きBAY / CORE で異なります。

最新のビルトイン機器が選べます。
国内外さまざまなメーカーの機器に対応しています。
掲載品は一例です。機能やデザインを見ながら、
ショールームでじっくりお選びください。

 ■    キッチンサイズ

 ■  仕  様

 ■  扉  ■  ビルトイン

ワークトップ： 
ステンレス（チタン研磨 / エンブレムTOP アイス） ※ 人大もお選びいただけます。

シンク：
3Dシンク（チタン研磨 /エンブレム アイス）/
2Dシンク

ハンドル：
BAY 2種/ 
CORE 1種

AF（エアフロー）：
BAY専用 / 
CORE専用 

チタン研磨

3Dシンク/チタン研磨

BAY/Lシリーズ

BAY AF

握りやすい太さ 無垢アルミ製

エンブレムTOP アイス

3Dシンク/アイス

2Dシンク

BAY/Cシリーズ

CORE/ローレットハンドル

CORE AF

※セットプランでは       　　 　　　　　　　
BAYのみ対応。 

※BAY/Lシリーズは扉カラーに
よって、ハンドルの仕様がアルミ
とステンレスで異なります。

「アイランドキッチンならトーヨーキッチンスタイル」の理由

高 さ：
H90 / 85cm

間 口：W304 / 289 / 
              274 / 259 / 244cm

奥 行：D105 / 90 / 77cm

360°どこから眺めても
美しいアイランド。
アイランドキッチンは部屋の中心。
すべての面にドア材が
施されているので、
どこから見ても死角はありません。
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BAY Price｜ベイ価格表

  BAY   　　　　　　　　    　→   ¥805,400 （税抜）～  BAY

仕　様 ビルトイン

ワークトップ：チタン研磨

エアフロー：BAY AFハンドル：Cシリーズ

加熱機器：ガスコンロ  
DG32N1SQ1（ハーマン）

シンク：   2Dシンク

水栓：Tall Boy（ホース有 /無） 食洗機：RKW-404A-B
（リンナイ）

フード：Flat   W90

扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

メタル、ホワイト、
チタン、ダークウッド、
ミディアムウッド、
ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド
［  Jランク ］

D77cm
ー ¥805,400 ¥834,400 ¥855,200

○ ¥842,300 ¥871,300 ¥892,100

D90cm
ー ¥826,400 ¥857,400 ¥878,200

○ ¥863,300 ¥894,300 ¥915,100

D105cm
ー ¥836,400 ¥867,400 ¥896,200

○ ¥873,300 ¥904,300 ¥933,100

ヌノ
ストーングレー
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥952,800 ¥999,800 ¥1,028,500

○ ¥988,200 ¥1,035,200 ¥1,063,900

D90cm
ー ¥972,800 ¥1,021,800 ¥1,052,500

○ ¥1,008,200 ¥1,057,200 ¥1,087,900

D105cm
ー ¥983,800 ¥1,032,800 ¥1,070,500

○ ¥1,019,200 ¥1,068,200 ¥1,105,900

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥972,800 ¥1,021,800 ¥1,047,900

○ ¥1,007,000 ¥1,056,000 ¥1,082,100

D90cm
ー ¥992,800 ¥1,043,800 ¥1,070,900

○ ¥1,027,000 ¥1,078,000 ¥1,105,100

D105cm
ー ¥1,003,800 ¥1,054,800 ¥1,088,900

○ ¥1,038,000 ¥1,089,000 ¥1,123,100

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,075,100 ¥1,133,000 ¥1,145,600

○ ¥1,099,700 ¥1,157,600 ¥1,170,200

D90cm
ー ¥1,096,100 ¥1,156,000 ¥1,169,600

○ ¥1,120,700 ¥1,180,600 ¥1,194,200

D105cm
ー ¥1,107,100 ¥1,167,000 ¥1,187,600

○ ¥1,131,700 ¥1,191,600 ¥1,212,200

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥1,249,400 ¥1,314,700 ¥1,344,000

○ ¥1,261,200 ¥1,326,500 ¥1,355,800

D90cm
ー ¥1,270,400 ¥1,337,700 ¥1,368,000

○ ¥1,282,200 ¥1,349,500 ¥1,379,800

D105cm
ー ¥1,281,400 ¥1,348,700 ¥1,386,000

○ ¥1,293,200 ¥1,360,500 ¥1,397,800

食洗機あり

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

iPad で簡単見積り 掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

2Dシンク × ガスコンロ。
コスパ最高のベーシックプラン1

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

BAYの扉ランクは
P77-78をご覧ください。
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扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

メタル、ホワイト、
チタン、ダークウッド、
ミディアムウッド、
ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド
［  Jランク ］

D77cm
ー ¥905,400 ¥931,400 ¥955,200

○ ¥942,300 ¥968,300 ¥992,100

D90cm
ー ¥928,400 ¥952,400 ¥984,200

○ ¥965,300 ¥989,300 ¥1,021,100

D105cm
ー ¥946,400 ¥969,400 ¥1,003,200

○ ¥983,300 ¥1,006,300 ¥1,040,100

ヌノ
ストーングレー
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥1,052,800 ¥1,095,800 ¥1,129,500

○ ¥1,088,200 ¥1,131,200 ¥1,164,900

D90cm
ー ¥1,075,800 ¥1,117,800 ¥1,157,500

○ ¥1,111,200 ¥1,153,200 ¥1,192,900

D105cm
ー ¥1,092,800 ¥1,134,800 ¥1,176,500

○ ¥1,128,200 ¥1,170,200 ¥1,211,900

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥1,072,800 ¥1,117,800 ¥1,147,900

○ ¥1,107,000 ¥1,152,000 ¥1,182,100

D90cm
ー ¥1,095,800 ¥1,139,800 ¥1,175,900

○ ¥1,130,000 ¥1,174,000 ¥1,210,100

D105cm
ー ¥1,112,800 ¥1,156,800 ¥1,194,900

○ ¥1,147,000 ¥1,191,000 ¥1,229,100

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,175,100 ¥1,230,000 ¥1,245,600

○ ¥1,199,700 ¥1,254,600 ¥1,270,200

D90cm
ー ¥1,199,100 ¥1,252,000 ¥1,274,600

○ ¥1,223,700 ¥1,276,600 ¥1,299,200

D105cm
ー ¥1,216,100 ¥1,269,000 ¥1,293,600

○ ¥1,240,700 ¥1,293,600 ¥1,318,200

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥1,349,400 ¥1,411,700 ¥1,444,000

○ ¥1,361,200 ¥1,423,500 ¥1,455,800

D90cm
ー ¥1,373,400 ¥1,433,700 ¥1,473,000

○ ¥1,385,200 ¥1,445,500 ¥1,484,800

D105cm
ー ¥1,390,400 ¥1,450,700 ¥1,492,000

○ ¥1,402,200 ¥1,462,500 ¥1,503,800

BAY Price｜ベイ価格表

  BAY        　　　　　　　　　　　　　　　→   ¥905,400 （税抜）～  BAY

仕　様 ビルトイン

ワークトップ：チタン研磨

エアフロー：BAY AFハンドル：Cシリーズ

加熱機器：IHヒーター 
HT-K6SK（日立）

シンク：   3Dシンク

水栓：Tall Boy（ホース有 /無） 食洗機：RKW-404A-B
（リンナイ）

フード：Flat   W90

食洗機あり

掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

3DシンクとIH搭載の
スタンダード仕様2

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

iPad で簡単見積り
BAYの扉ランクは
P77-78をご覧ください。
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扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

メタル、ホワイト、
チタン、ダークウッド、
ミディアムウッド、
ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド
［  Jランク ］

D77cm
ー ¥1,095,400 ¥1,118,400 ¥1,164,200

○ ¥1,132,300 ¥1,155,300 ¥1,201,100

D90cm
ー ¥1,147,400 ¥1,171,400 ¥1,214,200

○ ¥1,184,300 ¥1,208,300 ¥1,251,100

D105cm
ー ¥1,168,400 ¥1,193,400 ¥1,238,200

○ ¥1,205,300 ¥1,230,300 ¥1,275,100

ヌノ
ストーングレー
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥1,242,800 ¥1,283,800 ¥1,338,500

○ ¥1,278,200 ¥1,319,200 ¥1,373,900

D90cm
ー ¥1,293,800 ¥1,335,800 ¥1,387,500

○ ¥1,329,200 ¥1,371,200 ¥1,422,900

D105cm
ー ¥1,315,800 ¥1,357,800 ¥1,412,500

○ ¥1,351,200 ¥1,393,200 ¥1,447,900

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥1,262,800 ¥1,305,800 ¥1,356,900

○ ¥1,297,000 ¥1,340,000 ¥1,391,100

D90cm
ー ¥1,314,800 ¥1,357,800 ¥1,405,900

○ ¥1,349,000 ¥1,392,000 ¥1,440,100

D105cm
ー ¥1,335,800 ¥1,380,800 ¥1,430,900

○ ¥1,370,000 ¥1,415,000 ¥1,465,100

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,366,100 ¥1,418,000 ¥1,455,600

○ ¥1,390,700 ¥1,442,600 ¥1,480,200

D90cm
ー ¥1,417,100 ¥1,470,000 ¥1,504,600

○ ¥1,441,700 ¥1,494,600 ¥1,529,200

D105cm
ー ¥1,439,100 ¥1,492,000 ¥1,529,600

○ ¥1,463,700 ¥1,516,600 ¥1,554,200

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥1,540,400 ¥1,599,700 ¥1,654,000

○ ¥1,552,200 ¥1,611,500 ¥1,665,800

D90cm
ー ¥1,591,400 ¥1,651,700 ¥1,703,000

○ ¥1,603,200 ¥1,663,500 ¥1,714,800

D105cm
ー ¥1,613,400 ¥1,673,700 ¥1,728,000

○ ¥1,625,200 ¥1,685,500 ¥1,739,800

BAY Price｜ベイ価格表

  BAY    　　　　　　　　　　　　　　　　　　→   ¥1,095,400 （税抜）～  BAY

仕　様 ビルトイン

ワークトップ：アイス

エアフロー：BAY AFハンドル：Cシリーズ

加熱機器：IHヒーター 
HT-K6SK（日立）

シンク：   3Dシンク

水栓：Tall Boy（ホース有 /無） 食洗機：RKW-404A-B
（リンナイ）

フード：UFO

食洗機あり

掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

アイスTOPで１ランク上の
ハイスペックプラン3

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

iPad で簡単見積り
BAYの扉ランクは
P77-78をご覧ください。



75 76

扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

メタル、ホワイト、
チタン、ダークウッド、
ミディアムウッド、
ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド
［  Jランク ］

D77cm
ー ¥1,466,500 ¥1,472,900 ¥1,502,700

○ ¥1,769,000 ¥1,775,400 ¥1,805,200

D90cm
ー ¥1,518,500 ¥1,525,900 ¥1,552,700

○ ¥1,821,000 ¥1,828,400 ¥1,855,200

D105cm
ー ¥1,539,500 ¥1,547,900 ¥1,576,700

○ ¥1,842,000 ¥1,850,400 ¥1,879,200

ヌノ
ストーングレー
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥1,610,900 ¥1,642,300 ¥1,677,000

○ ¥1,912,200 ¥1,943,600 ¥1,978,300

D90cm
ー ¥1,661,900 ¥1,694,300 ¥1,726,000

○ ¥1,963,200 ¥1,995,600 ¥2,027,300

D105cm
ー ¥1,683,900 ¥1,716,300 ¥1,751,000

○ ¥1,985,200 ¥2,017,600 ¥2,052,300

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥1,631,900 ¥1,660,700 ¥1,695,100

○ ¥1,930,900 ¥1,959,700 ¥1,994,100

D90cm
ー ¥1,683,900 ¥1,712,700 ¥1,744,100

○ ¥1,982,900 ¥2,011,700 ¥2,043,100

D105cm
ー ¥1,704,900 ¥1,735,700 ¥1,769,100

○ ¥2,003,900 ¥2,034,700 ¥2,068,100

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,739,200 ¥1,768,900 ¥1,796,700

○ ¥2,024,900 ¥2,054,600 ¥2,082,400

D90cm
ー ¥1,790,200 ¥1,820,900 ¥1,845,700

○ ¥2,075,900 ¥2,106,600 ¥2,131,400

D105cm
ー ¥1,812,200 ¥1,842,900 ¥1,870,700

○ ¥2,097,900 ¥2,128,600 ¥2,156,400

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥1,905,600 ¥1,953,200 ¥1,984,300

○ ¥2,197,800 ¥2,245,400 ¥2,276,500

D90cm
ー ¥1,956,600 ¥2,005,200 ¥2,033,300

○ ¥2,248,800 ¥2,297,400 ¥2,325,500

D105cm
ー ¥1,978,600 ¥2,027,200 ¥2,058,300

○ ¥2,270,800 ¥2,319,400 ¥2,350,500

BAY Price｜ベイ価格表

  BAY    　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　→   ¥1,466,500 （税抜）～  BAY

仕　様 ビルトイン

ワークトップ：アイス

エアフロー：BAY AFハンドル：Cシリーズ

加熱機器：IHヒーター 
CI261-113（ガゲナウ）

シンク：   3Dシンク/アイス

水栓：Arwa Twin
（シャワー有 /無）

食洗機：W45（ガゲナウ）

フード：UFO

食洗機あり

掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

3Dシンク・アイスと
ガゲナウのプレミアムプラン4

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

iPad で簡単見積り
BAYの扉ランクは
P77-78をご覧ください。



BAY Door Material｜ベイ ドアマテリアル
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メタル

ベンゲラミナート

カオス

PUGLIA/オーシャン

エボニー

シュカブラ

ホワイト

カッパー スノーホワイト

ティン

PUGLIA/オリーブ

コクタン

キラキラネロ

Feel Wood/ダーク

NEW NEW

ブリーチ

IVALO/シルバー

シルバーアラベスク

ストライプシルバー

ゼブラビアンコL

チタン

IVALO/ピンクスピネル

PUGLIA/サンセット

ブラックウェーブ

キラキラビアンコ

Feel Wood/ ホワイト

ブラックカーボン

IVALO/ブラス

ルシーダ

ストライプカッパー

ストーンナチュラル

ダークウッド

ゼブラ

IVALO/カッパー

シルバーライン

スモーク

ヌノ

IVALO/エメラルド

メッシュカッパー

ブラックゼブラ

ミディアムウッド

IVALO/ブラックダイヤモンド

シルバーブルー

メタルスモーク

ゼブラネロ

ストーンダーク

IVALO/サファイア

メタリックファイバー

ソリッド

ブラックステンレス

ブラックゼブララミナート

メタリックウッド

IVALO/ゴールド

ホワイトアラベスク

ドットアルミ

ゼブラビアンコS

ストーングレー

IVALO/ルビー IVALO/アイアン

ホログラム レンズ

クリスタライン

BAY
扉ランク

J

BAY
扉ランク

I

BAY
扉ランク

F

BAY
扉ランク

E

BAY
扉ランク

D

BAY
扉ランク

C

BAY
扉ランク

B

BAY
扉ランク

A

BAY
扉ランク

H

BAY
扉ランク

G

扉
ランク
目安

※ CORE/BAYは扉の木口仕様の違いや扉のランク設定が異なるため、同じ柄の扉でも価格ランクが違う場合がございます。
※ キラキラのBAY（INO）仕様は面取り加工はなくなります。
※ 扉カラーは在庫かぎりで販売終了となる可能性もございます。最新情報はショールームでご確認いただけます。

グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ

グレードアップ
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CORE Price｜コア価格表

                　　　　　　　　　　  　　       →   ¥1,132,200 （税抜）～  CORE

仕　様 ビルトイン

ワークトップ：チタン研磨

エアフロー：CORE AFハンドル：ローレットハンドル 水栓：Tall Boy（ホース有 /無）

フード：Flat  W90

扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド、ヌノ、
ストーンダーク
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥1,132,200 ¥1,167,600 ¥1,201,200

○ ¥1,149,800 ¥1,185,200 ¥1,218,800

D90cm
ー ¥1,155,200 ¥1,189,600 ¥1,230,200

○ ¥1,172,800 ¥1,207,200 ¥1,247,800

D105cm
ー ¥1,172,200 ¥1,206,600 ¥1,249,200

○ ¥1,189,800 ¥1,224,200 ¥1,266,800

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥1,170,400 ¥1,217,900 ¥1,257,500

○ ¥1,185,000 ¥1,232,500 ¥1,272,100

D90cm
ー ¥1,193,400 ¥1,239,900 ¥1,285,500

○ ¥1,208,000 ¥1,254,500 ¥1,300,100

D105cm
ー ¥1,210,400 ¥1,256,900 ¥1,304,500

○ ¥1,225,000 ¥1,271,500 ¥1,319,100

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,236,900 ¥1,297,000 ¥1,319,200

○ ¥1,246,800 ¥1,306,900 ¥1,329,100

D90cm
ー ¥1,259,900 ¥1,319,000 ¥1,347,200

○ ¥1,269,800 ¥1,328,900 ¥1,357,100

D105cm
ー ¥1,276,900 ¥1,336,000 ¥1,366,200

○ ¥1,286,800 ¥1,345,900 ¥1,376,100

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥1,442,600 ¥1,512,500 ¥1,543,300

○ ¥1,446,300 ¥1,516,200 ¥1,547,000

D90cm
ー ¥1,466,600 ¥1,533,500 ¥1,572,300

○ ¥1,470,300 ¥1,537,200 ¥1,576,000

D105cm
ー ¥1,483,600 ¥1,550,500 ¥1,591,300

○ ¥1,487,300 ¥1,554,200 ¥1,595,000

食洗機あり

掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

加熱機器：ガスコンロ  
DG32N1SQ1（ハーマン）

シンク：   3Dシンク

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

コスパ最高のベーシックプラン

食洗機：RKW-404A-SV
（リンナイ）

1

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

iPad で簡単見積り
CORE の扉ランクは
P87-88をご覧ください。
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CORE Price｜コア価格表

                　　　　　　　　　　　　          →   ¥1,170,200 （税抜）～  CORE

仕　様 ビルトイン

ワークトップ：チタン研磨

エアフロー：CORE AFハンドル：ローレットハンドル 水栓：Tall Boy（ホース有 /無）

フード：Flat  W90

食洗機あり

掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

シンク：   3Dシンク

扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド、ヌノ、
ストーンダーク
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥1,170,200 ¥1,205,600 ¥1,239,200

○ ¥1,187,800 ¥1,223,200 ¥1,256,800

D90cm
ー ¥1,193,200 ¥1,227,600 ¥1,268,200

○ ¥1,210,800 ¥1,245,200 ¥1,285,800

D105cm
ー ¥1,210,200 ¥1,244,600 ¥1,287,200

○ ¥1,227,800 ¥1,262,200 ¥1,304,800

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥1,208,400 ¥1,255,900 ¥1,295,500

○ ¥1,223,000 ¥1,270,500 ¥1,310,100

D90cm
ー ¥1,231,400 ¥1,277,900 ¥1,323,500

○ ¥1,246,000 ¥1,292,500 ¥1,338,100

D105cm
ー ¥1,248,400 ¥1,294,900 ¥1,342,500

○ ¥1,263,000 ¥1,309,500 ¥1,357,100

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,274,900 ¥1,335,000 ¥1,357,200

○ ¥1,284,800 ¥1,344,900 ¥1,367,100

D90cm
ー ¥1,297,900 ¥1,357,000 ¥1,385,200

○ ¥1,307,800 ¥1,366,900 ¥1,395,100

D105cm
ー ¥1,314,900 ¥1,374,000 ¥1,404,200

○ ¥1,324,800 ¥1,383,900 ¥1,414,100

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥1,480,600 ¥1,550,500 ¥1,581,300

○ ¥1,484,300 ¥1,554,200 ¥1,585,000

D90cm
ー ¥1,504,600 ¥1,571,500 ¥1,610,300

○ ¥1,508,300 ¥1,575,200 ¥1,614,000

D105cm
ー ¥1,521,600 ¥1,588,500 ¥1,629,300

○ ¥1,525,300 ¥1,592,200 ¥1,633,000

加熱機器：IHヒーター 
HT-K6SK（日立）

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

3DシンクとIH搭載の
スタンダード仕様

食洗機：RKW-404A-SV
（リンナイ）

2

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

iPad で簡単見積り
CORE の扉ランクは
P87-88をご覧ください。
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CORE Price｜コア価格表

                  　　　　　　　　　　　　　　     →   ¥1,367,200 （税抜）～  CORE

仕　様 ビルトイン

エアフロー：CORE AFハンドル：ローレットハンドル

食洗機あり

掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

シンク：   3Dシンク ワークトップ：アイス フード：UFO

扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド、ヌノ、
ストーンダーク
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥1,367,200 ¥1,400,600 ¥1,455,200

○ ¥1,384,800 ¥1,418,200 ¥1,472,800

D90cm
ー ¥1,419,200 ¥1,453,600 ¥1,505,200

○ ¥1,436,800 ¥1,471,200 ¥1,522,800

D105cm
ー ¥1,440,200 ¥1,475,600 ¥1,529,200

○ ¥1,457,800 ¥1,493,200 ¥1,546,800

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥1,405,400 ¥1,450,900 ¥1,511,500

○ ¥1,420,000 ¥1,465,500 ¥1,526,100

D90cm
ー ¥1,457,400 ¥1,502,900 ¥1,561,500

○ ¥1,472,000 ¥1,517,500 ¥1,576,100

D105cm
ー ¥1,478,400 ¥1,525,900 ¥1,585,500

○ ¥1,493,000 ¥1,540,500 ¥1,600,100

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,471,900 ¥1,530,000 ¥1,573,200

○ ¥1,481,800 ¥1,539,900 ¥1,583,100

D90cm
ー ¥1,523,900 ¥1,582,000 ¥1,623,200

○ ¥1,533,800 ¥1,591,900 ¥1,633,100

D105cm
ー ¥1,544,900 ¥1,605,000 ¥1,647,200

○ ¥1,554,800 ¥1,614,900 ¥1,657,100

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥1,678,600 ¥1,745,500 ¥1,798,300

○ ¥1,682,300 ¥1,749,200 ¥1,802,000

D90cm
ー ¥1,729,600 ¥1,797,500 ¥1,847,300

○ ¥1,733,300 ¥1,801,200 ¥1,851,000

D105cm
ー ¥1,751,600 ¥1,819,500 ¥1,872,300

○ ¥1,755,300 ¥1,823,200 ¥1,876,000

加熱機器：IHヒーター 
HT-K6SK（日立）

食洗機：RKW-404A-SV
（リンナイ）

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

アイスTOPで１ランク上の
ハイスペックプラン3

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

水栓：Tall Boy（ホース有 /無）

iPad で簡単見積り
CORE の扉ランクは
P87-88をご覧ください。
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CORE Price｜コア価格表

               　　　　　　　  　   →   ¥1,741,900 （税抜）～  CORE

仕　様 ビルトイン

エアフロー：CORE AFハンドル：ローレットハンドル

食洗機あり

掲載品以外にもショールームでご希望の
キッチンをプランニングいたします。

ワークトップ：アイス フード：UFOシンク：   3Dシンク/アイス

水栓：Arwa Twin
（シャワー有 /無）

扉ランク 奥行き 食洗機
幅

W244cm W255cm W274cm

ブラックゼブラ
ラミナート、
フィールウッド、ヌノ、
ストーンダーク
［  Gランク ］

D77cm
ー ¥1,741,900 ¥1,757,900 ¥1,798,200

○ ¥2,040,300 ¥2,056,300 ¥2,096,600

D90cm
ー ¥1,793,900 ¥1,810,900 ¥1,848,200

○ ¥2,092,300 ¥2,109,300 ¥2,146,600

D105cm
ー ¥1,814,900 ¥1,832,900 ¥1,872,200

○ ¥2,113,300 ¥2,131,300 ¥2,170,600

カオス、ティン、
イヴァロ（アイアン）、
ルシーダ、
メタリックファイバー
［  Fランク ］

D77cm
ー ¥1,782,800 ¥1,810,900 ¥1,856,900

○ ¥2,079,300 ¥2,107,400 ¥2,153,400

D90cm
ー ¥1,834,800 ¥1,862,900 ¥1,906,900

○ ¥2,131,300 ¥2,159,400 ¥2,203,400

D105cm
ー ¥1,855,800 ¥1,885,900 ¥1,930,900

○ ¥2,152,300 ¥2,182,400 ¥2,227,400

メタルスモーク
ソリッド
［  Eランク ］

D77cm
ー ¥1,843,000 ¥1,876,000 ¥1,920,200

○ ¥2,133,600 ¥2,166,600 ¥2,210,800

D90cm
ー ¥1,895,000 ¥1,928,000 ¥1,970,200

○ ¥2,185,600 ¥2,218,600 ¥2,260,800

D105cm
ー ¥1,916,000 ¥1,951,000 ¥1,994,200

○ ¥2,206,600 ¥2,241,600 ¥2,284,800

シュカブラ
［  Dランク ］

D77cm
ー ¥2,053,400 ¥2,104,600 ¥2,139,600

○ ¥2,352,400 ¥2,403,600 ¥2,438,600

D90cm
ー ¥2,104,400 ¥2,156,600 ¥2,188,600

○ ¥2,403,400 ¥2,455,600 ¥2,487,600

D105cm
ー ¥2,126,400 ¥2,178,600 ¥2,213,600

○ ¥2,425,400 ¥2,477,600 ¥2,512,600

加熱機器：IHヒーター 
CI261-113（ガゲナウ）

食洗機：W45（ガゲナウ）

掲載価格、機器類はモデルチェンジなどにより変更する場合がございます。予めご了承願います。

3Dシンク・アイスと
ガゲナウのプレミアムプラン4

上記には施工・配送費、オプションパーツは含まれておりません。最終的な詳細金額は、最寄りのショールームでお気軽にお見積りください。
配管カバーも別売となります。参考）ステンレス配管 BOX SET H85cm 用 ¥13,500 / H90cm 用 ¥14,800     価格はすべて税抜きです。

iPad で簡単見積り
CORE の扉ランクは
P87-88をご覧ください。



CORE  Door Material｜コア ドアマテリアル

メタル

ベンゲラミナートカオスPUGLIA/オーシャン

エボニー

シュカブラ

ホワイト

カッパー

ティンPUGLIA/オリーブ

コクタン

キラキラネロ

チタン

IVALO/ピンクスピネル

PUGLIA/サンセット

ブラックウェーブ

キラキラビアンコ

ダークウッド ゼブラ

IVALO/カッパー

シルバーライン

スモーク

ミディアムウッド

IVALO/ブラックダイヤモンド

シルバーブルー

メタルスモーク

ゼブラネロ

ブラックゼブララミナート

メタリックウッド

IVALO/ゴールドホワイトアラベスク

ドットアルミ

ゼブラビアンコS

CORE
扉ランク

C
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CORE
扉ランク

G

CORE
扉ランク

F

CORE
扉ランク

E

CORE
扉ランク

D

CORE
扉ランク

B

CORE
扉ランク

A

扉
ランク
目安

※ CORE/BAYは扉の木口仕様の違いや扉のランク設定が異なるため、同じ柄の扉でも価格ランクが違う場合がございます。
※ 扉カラーは在庫かぎりで販売終了となる可能性もございます。最新情報はショールームでご確認いただけます。

グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ

グレードアップ

Feel Wood/ダーク

ブリーチ

IVALO/シルバーシルバーアラベスク

ストライプシルバー

ゼブラビアンコL

Feel Wood/ ホワイト

ブラックカーボン

IVALO/ブラス

ルシーダ

ストライプカッパー

ストーンナチュラル

ヌノ

IVALO/エメラルド

メッシュカッパー

ブラックゼブラ

ストーンダーク

IVALO/サファイア

メタリックファイバー

ソリッド

ブラックステンレス

ストーングレー

IVALO/ルビー IVALO/アイアン

ホログラムレンズ

クリスタライン

CORE
扉ランク

B

CORE
扉ランク

A

NEW NEW

スノーホワイト



機器類はモデルチェンジなどにより掲載品と異なる場合がございます。
　レンジフードは給気連動仕様や高さ設定によって価格が異なります。

製品は取扱い説明書・施工書に沿って正しく施工してください。故障や性能に影響を及ぼす場合があります。
最新情報は最寄りのショールームまでお問い合わせください。

89 90

ガスコンロ 水 栓

レンジフード

IHクッキングヒーター（グリルあり）

IHクッキングヒーター（グリルレス）

食器洗い機

Built in ｜加熱機器・食器洗い機・水栓・レンジフード

DG32N1SQ1 W60

¥52,000/ ハーマン

トールボーイ　
¥56,000（ホース有）
トールボーイ
¥52,000（ホース無）

グランドキャニオン　
MKFA-MV923-50IX　

+¥58,000（ホース有）

DI250-441 W45/ガゲナウ　

+¥265,600～
RKW-404A-B/リンナイ　 RKW-404A-SV/リンナイ

+¥1,000～ 
RKW-601C-SV/リンナイ DI250-461 W60/ガゲナウ　

+¥301,400～ 

フラット  センター W90cm 
TRFL-B90ADCJ-75  ¥198,000～

フラット  オンウォール 
W90cm 
TRFL-B90AD  ¥198,000～  
LED照明付
TRFL-B90BD  ¥223,000～
W120cm 
TRFL-B120AD  ¥206,000～  
LED照明付
TRFL-B120BD  ¥231000～

シン  オンウォール 
W120cm  
TRTH-B120D   ¥335,000～

フラット  ペニンシュラ 
W90cm 
TRFL-B90ADPR  ¥215,000～ 
LED照明付
TRFL-B90BDPR  ¥240,000～
W120cm 
TRFL-B120ADPR  ¥255,000～  
LED照明付
TRFL-B120BDPR  ¥280,000～

シン  ペニンシュラ 
W120cm  
TRTH-B120DPR    ¥335,000～

シン  センター W120cm  
TRTH-B120DCZ-FREE   +¥150,000～

コルガノフード  W90cm  
TRDR-CBJ90D   ¥111,000～

浄水器も搭載可能です。

プリズム  W90cm  
TRCR-B90DCR   +¥142,000～
プリズム  W120cm  
TRCR-B120DCR  +¥150,000～
※ 専用のトラスフレームは別売です。

UFO  W90cm
TRUFO-B90C-57   +¥150,000～  

ツイン（クローム /ベロアクローム）　
A89532BS-CR　

+¥29,000（ホース無）

セブン　
MKFA-ZOOM-CR　

+¥47,000（ホース無）

フレックス　
ARTFLEXB-BL　

+¥56,000（ホース無）

ツイン（クローム /ベロアクローム）　
A89673NS　

+¥42,000（ホース有）

ウサギ ロングノーズ
（クローム / ベロアクローム）　
29532NVLS-CR　+¥80,000（ホース無）
（ステンレスフィニッシュ）　
A29529NVLS-TK　+108,000（ホース無）

ビッグ　
MK605BIG-T　

+¥139,000（ホース有）
HT-K6SK W60 

¥90,000/ 日立

CI261-113 W60 

¥300,000/ ガゲナウ

ベース ベース

ベース

ベース

ベース

W45cmベース W60cmベース

グレードアップ

グレードアップ

グレードアップ

グレードアップ

グレードアップ

グレードアップ グレードアップ

DW32N4WTSKSVE W60 

+¥69,000/ ハーマン

HT-K8STF W60 

+¥104,000/ 日立

CS-T34BFR W60 

-¥79,000/ 三菱

DW30F2JTKSTE W60

+¥174,000/ ハーマン

HT-K100HTWF W60

+¥170,000/ 日立

CI282-110  W80

+¥125,000/ ガゲナウ

RHB71W22E2R-STW 

+¥188,000/ リンナイ

HT-K300HTWF W60

+¥239,000/ 日立

CI290-110  W90 

+¥150,000/ ガゲナウ

→
→

→

→

→

→ →
そのほか、キッチンのオプション
パーツなどもご用意しております。

※ グリルレス IH のW80/90cmは、キッチンサイズの間口サイズによっては搭載できない場合があります。食洗機は、扉パネルのカラーによって価格が異なります。
※ CORE のW45cmのベース食洗機は、RKW-404A-SV（リンナイ）シルバー色となります。 ※ 食洗機のオプションは別途となります。

フラット　センター W90cm　LED照明付TRFL-B90BDC-75  +¥25,000～
フラット　センター W120cm  TRFL-B120ADC-75  +¥8,000～  /  LED照明付TRFL-B120BDC-75  +¥33,000～



BAY/CORE  
実  例
collection

家具・照明・タイルも
キッチンといっしょにご提案します。

91 92
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BAY/CORE  
実  例
collection

料理研究家 浜内 千波 様
（ファミリークッキング
スクール主催）
あらたに開設したファミリー

クッキングスクール・ラボ。
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BAY/CORE  
実  例
collection
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BAY/CORE  
実  例
collection
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BAY/CORE  
実  例
collection
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Showroom
BAY/CORE  
実  例
collection

メンテナンス専門。
パーツのご注文やご相談もお受けします。

トーヨーキッチンスタイルの
フラッグシップモデル［  INO  イノ  ］。
全国のショールームでご覧いただけます。

ご登録だけで通常保証が２年に延長。
有料会員さまはさらに５年保証。
必ずご登録ください、
あなたのキッチンのコンシェルジュ。

トーヨーキッチンスタイル　コンシェルジュクラブ

※ 仕様変更等により、イメージと異なる場合がございます。予めご了承ください。


