
‖ 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン ‖ Ⅰ型2550 TYPEOFELIA

写真はイメージですので仕様とは一部異なります

※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。

‖ 扉カラー ‖ 全45色よりお選び頂けます

オイルポットや土鍋、
寸胴なども深さがあるので

ラクラク収納。

ストック類や小物など
調味料を細かに収納。

大きな鍋や洗剤も収納。
奥の物も取り出し易い。

コンロキャビネット 引き出し シンクキャビネット

勢いよく閉めても、
しまる手前で速度を自動調節。
静かにキチンと閉まります。

ソフトクロージング

‖ 引き手 ‖

‖ ワークトップカラー ‖ 全4色

品質の高い、お手入れ
しやすい人造大理石。
シンプルな色合いで
清潔な雰囲気を演出します。

シャイングレーシャインホワイト

シャインベージュ ナチュラルホワイト

‖ ホーローキッチンパネル ‖ 全4色

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

2017/5

TK51NA レール引手

左右1/4R（R3）加工

Takara  Standard
Original  System  Kitchen

どこでもラック オプション

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！ レール引手用タオルハンガー

‖ 電動昇降吊戸棚 食器乾燥庫

●細やかな工夫が家事をサポート。うれしい乾燥・あたため機能。
・自動食器乾燥コース（最大120分）
約65℃の熱風を循環させる事で、乾きムラを抑え、手早くしっかり
乾燥できます。
・食器あたためコース（最大20分）
温かい料理は温かい食器で頂くといっそう美味しくいただけます。
手料理をよりいっそう美味しくしてくれる、気配り機能を搭載。
●プロユースのステンレスカゴ
プロの厨房でも使われているステンレス(SUS304)を採用。
耐久性や耐熱性に優れているだけでなく、
水あかや汚れにも強いので、簡単なお手入れで庫内を清潔
に保てます。

フキン掛け 小物置きMタオルハンガーＳレードル掛け

KU6000CM ＱＮＵ6000ＣＭKU6522CM QTU7830CMKU6614CM

ANU2665CMLNU2664CM

TJK2255C

ANU2580CM

AYU2666CM AU-2598CMANU2767CM

TYU2252C TYU2261C

ANU2597CM ANU274CMANU2596CM

TYU2250C

MOP1205M

オレンジブルー ピンク オリーブ
グリーン

プラム

TJK10006C

ANU2680C

TJK2254C TYU2686CTYU2603C TYU10003C

NYU2679CM

ANU2680CM

ANU10001CM

イエロー

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

TYU469C

ホワイト

NYU1932CM

MOP1201M MOP1203M MOP1204M

NYU2682CM



‖ 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン ‖I 型2550 TYPE IHヒーター仕様OFELIA

油汚れもさっとひとふき。

こびりついた醤油染みなどをゴシゴシこすっても傷つきません。

揺れると、扉の内側から自動的にロック。
上部に取付けているので、
収納物出し入れの邪魔になりません。

耐震ラッチ

70cm

EW-45R2S

節水

手洗い
約77Ｌ

約10Ｌ

1回あたりの使用水量

食洗機 EW-45R2S

経済的 1回あたりのﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ

手洗い
約54.2円

約20.8円
食洗機 EW-45R2S

2017/5

●お手入れカンタン

不純物を除去してきれいな水を作ります。

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵。

ヘッドが引き出せるので大きな鍋や
シンク内を洗う時などに便利です。

除去する不純物
●カルキ●濁り●溶解性鉛●農薬●カビ臭JA306MN-9NTN01

‖ 浄水器内臓ハンドシャワー

※シンク水止めふたはオプション

水はね音を低減した
静音設計のシンク。
表面は傷が目立ち
にくいエンボス加工。

‖ 静音設計 Ｚシンク ‖ 加熱機器 2口ヒーター＋1口ラジエントヒーター

‖ シロッコファン ‖ 食器洗い乾燥機 ‖ ウォールキャビネット 耐震ラッチ付

‖ アクリル人造大理石シンク ‖ ホーロー底板オプション オプション

段差・スキ間がなく
お手入れカンタン！

厚いお鍋を置いても
変色しにくい。

キズや衝撃にも強く
美しさが長持ち。

ベージュ

グレー

ホワイト

ピンク

●アクリル人造大理石は色あせず、耐久性もバツグン！

ＨＴ－K60ＳT
水あり両面焼きｸﾞﾘﾙ
天面カラー：シルバー
前面フェイスカラー：シルバー

‖ 周辺収納オプション

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。

ホーロー整流板

さっと拭くだけでキレイに。
取り外しも簡単です。

トールユニット
アルミ扉タイプ

家電収納ユニット
ワゴンタイプ

●間口1800mmプランのおすすめプラン



‖ 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン ‖ セミフラット対面 W2730mm TYPEOFELIA

写真はイメージですので仕様とは一部異なります

※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。

‖ 扉カラー ‖ 全45色よりお選び頂けます

オイルポットや土鍋、
寸胴なども深さがあるので

ラクラク収納。

ストック類や小物など
調味料を細かに収納。

大きな鍋や洗剤も収納。
奥の物も取り出し易い。

コンロキャビネット 引き出し シンクキャビネット

勢いよく閉めても、
しまる手前で速度を自動調節。
静かにキチンと閉まります。

ソフトクロージング

‖ 引き手 ‖

‖ ワークトップカラー ‖ 全4色 人大シンクが標準です、

品質の高い、お手入れ
しやすい人造大理石。
シンプルな色合いで
清潔な雰囲気を演出します。

ソリッドグレーソリッドホワイト

ソリッドベージュ プレーンホワイト

‖ ホーローキッチンパネル ‖ 全4色

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

2017/5

TK51NA レール引手

左右1/4R（R3）加工

Takara  Standard
Original  System  Kitchen

どこでもラック オプション

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！
レール引手用タオルハンガー

‖キャビネット

・水にも熱にも強い・キズつきにくい・汚れが染み込まない

天板の奥行きは800㎜または900㎜になります。

●セミフラット対面キッチン 間口2730㎜、天板高さＨ850㎜

フキン掛け 小物置きMタオルハンガーSレードル掛け

KU6000CM ＱＮＵ6000ＣＭKU6522CM QTU7830CMKU6614CM

ANU2665CMLNU2664CM

TJK2255C

ANU2580CM

AYU2666CM AU-2598CMANU2767CM

TYU2252C TYU2261C

ANU2597CM ANU274CMANU2596CM

TYU2250C

MOP1205M

オレンジブルー ピンク オリーブ
グリーン

プラム

TJK10006C

ANU2680C

TJK2254C TYU2686CTYU2603C TYU10003C

NYU2679CM

ANU2680CM

ANU10001CM

イエロー

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

TYU469C

ホワイト

NYU1932CM

MOP1201M MOP1203M MOP1204M

NYU2682CM



‖ 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン ‖I 型2550 TYPE IHヒーター仕様OFELIA

油汚れもさっとひとふき。

こびりついた醤油染みなどをゴシゴシこすっても傷つきません。

2017/5

●お手入れカンタン

不純物を除去してきれいな水を作ります。

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵。

ヘッドが引き出せるので大きな鍋や
シンク内を洗う時などに便利です。

除去する不純物
●カルキ●濁り●溶解性鉛●農薬●カビ臭JA306MN-9NTN01

‖ 浄水器内臓ハンドシャワー

‖ 加熱機器 2口ヒーター+1口ラジエントヒーター ‖ ホーロー底板オプション

ＨＴ－K60ＳT
水あり両面焼きｸﾞﾘﾙ
天面カラー：シルバー
前面フェイスカラー：シルバー

‖ 周辺収納オプション

トールユニット
アルミ扉タイプ

家電収納ユニット
ワゴンタイプ

●間口1800mmプランのおすすめプラン

‖ アクリル人造大理石シンク

段差・スキ間がなく
お手入れカンタン！

熱いお鍋を置いても
変色しにくい。

キズや衝撃にも強く
美しさが長持ち。

ベージュ

グレーホワイト

●アクリル人造大理石は色あせず、耐久性もバツグン！

ピンク

標準装備の小物置き

「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

光・温度
センサー

EW-45R2S

節水

手洗い
約77Ｌ

約10Ｌ

1回あたりの使用水量

食洗機

経済的 1回あたりのﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ

手洗い
約54.2円

約20.8円
食洗機

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。

ホーロー整流板

さっと拭くだけでキレイに。
取り外しも簡単です。

‖ シロッコファン ‖ 食器洗い乾燥機

VMR-755MQT


