
都市ガス部門　☎086-444-8141
LPガス部門　  ☎086-455-3836

〒712−8611 倉敷市水島福崎町3−30  http://www.mizushima-gas.co.jp/
営業時間：8：45～17：30

水島ガスショールーム 水島ガスショールーム れすぱれすぱ　　☎086-440-6277☎086-440-6277
〒712−8014 倉敷市連島中央1−12−19
営業時間：10：00～17：00
定　休　日：水曜日・祝日・年末年始

最新の機器を体感することができます

※表示価格には、取付部品代、工事代は含まれていません。別途お見積りさせていただきます。
※商品は2020年5月現在のものです。予告なくデザインを変更することがあります。
※当社販売価格は有効期間中の標準販売価格であり、イベント等の販売価格とは異なる場合があります。

※商品の色は画像の関係上、実際とは多少異なることがあります。ご了承ください。
※カタログの有効期間は2020年5月1日(金)から2021年3月31日(水)です。
※表示価格の消費税は10％として表記しています。

お問合せはこちら

※部材・取付工事費別途

洗面化粧台 トイレ

2パターンの切り替えが
できる吐水

引き出して使える
「ハンドシャワー式」

リフォームカタログ
　　　　　　　　　　　 　 　　　M i z u g a s   n o   R e f o r m   C a t a l o g   2 0 2 0

住まいのお困りごとを住まいのお困りごとを
お気軽にご相談ください！お気軽にご相談ください！

詳しくは中面をご覧ください。詳しくは中面をご覧ください。

水ガスの

レンジフード

最新のレンジフードはお掃除ラクラク！！

※1 汚れ具合や使用状況により異なります。
※整流板、一体クリーンパネルは、最初に油煙を受け止める部分です。
　汚れたらその都度お手入れをしてください。

整流板

ディスク

オイルガード

一体クリーンパネル
親水系
コート

親水系コートでお手入れラクラク！

角や溝などの細かい凹
凸がなく、お手入れしや
すい設計です。

凹凸の少ない設計
一体クリーンパネル2

ディスク4

2

1

4

3

オイルガード押さえを手
前に引くだけで簡単には
ずせます。

ディスクからの油を回収
オイルガード3

3ヶ月※1に
1度だけ！

お掃除は

3ヶ月※1に
1度だけ！

お掃除は

ファンシー
クリーン

ファンシー
クリーン

ファンシー
クリーン

フラットな設計なので汚
れの拭き取りも簡単で
す。

取りはずしがカンタン！ OGRシリーズ

整流板1

ディスクはボタンを押す
だけで簡単にはずせるワ
ンタッチ着脱。

ここもポイ
ント！

エアプロ取替レンジフードカタログより抜粋
フジテックメンテナンス株式会社

レンジフード内部もファンもお掃除
が不要になったことでお掃除にかか
る時間と使う水の量を大幅削減。
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整流板1

ディスクはボタンを押す
だけで簡単にはずせるワ
ンタッチ着脱。

ここもポイ
ント！

エアプロ取替レンジフードカタログより抜粋
フジテックメンテナンス株式会社

レンジフード内部もファンもお掃除
が不要になったことでお掃除にかか
る時間と使う水の量を大幅削減。

万円
（税込）

間口255cmの場合

+= 商品本体 標準工事

+= 商品本体 標準工事

充実の仕様をお値打ちな価格で実現したい方に。

万円
（税込）

間口255cmの場合
ワンランク上の上質な仕様をお求めの方に。

+ +商品本体 標準工事 アフターケア

82.1万円には商品本体代はもちろん標準工事費用と
充実のアフターフォローが含まれたおトクなパックプランです。

51.3
82.1

+= 商品本体 標準工事万円
（税込）

間口255cmの場合
お値打ちにリフォームしたいなら

42.5

ト イ レ
リベナスプラン

ピュアレストQR／ウォシュレットアプリコット

アメージュZ便器（フチレス）リトイレ／シャワートイレパッソ

ダミー

しっかり上がって、
しっかり拭ける
「お掃除リフトアップ」

汚れがたまる
フチ裏をなくした
「フチなし形状」

汚れが気になる
折り返しがない
「フチレス形状」

つぎ目がないので
サッとひと拭き
「キレイ便座」

お掃除ができなかった隙間汚れ
を、奥までラクに拭き取れて、気に
なるニオイの元もカットします。

※1 従来品［大13L］とピュアレストQR［大4.8L/小3.6L］との比較。
（試算条件）▶P32 節水型トイレの試算条件参照　【出典】TOTO（株）

※1 従来品［大13L］とアメージュZ便器リトイレ［大5.0L/小3.8L］との比較。
（試算条件）▶P32 節水型トイレの試算条件参照　【出典】（株）LIXIL

奥までぐるっとフチがないので、
サッとひと拭き、お掃除ラクラク
です。

奥も手前も便器のフチを丸ごと
無くし、サッとひと拭き、お掃除ラ
クラクです。

汚れが入りやすいつぎ目があり
ません。さらに便座裏は防汚素材
で、汚れもサッとひと拭き。

カラーバリエーション

カラーバリエーション

ホワイト

ピュアホワイト

パステルアイボリー

ブルーグレー

パステルピンク

ピンク

ホワイトグレー

オフホワイト

※2は受注生産品です。納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

※2は受注生産品です。納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

※2 ※2

※2

従来品 キレイ便座【出典】（株）LIXIL

【出典】（株）LIXIL

○手すりなどは含みません。

19.8万円（税込）

183,334円(税抜)

商品本体価格 標準工事費= +

◎標準工事内容はP.01をご参照ください。

○手すり、収納などは含みません。

年間使用
洗浄水量

約70％
   節水※1

年間使用
洗浄水量

約68％
   節水※1

衛生陶器の新素材
「アクアセラミック」

水となじみやすい性質を持つ素
材を使っているので、汚れの下
に水が入り込み、汚れを浮かせ
て流します。

従来品 アクアセラミック

世界累計約4,500万台の実績
「セフィオンテクト」

5

アルカリ性洗剤
（塩素系）

中性洗剤酸性洗剤

100万分の1mm
のナノレベルで
ツルツルに。

家庭用洗剤なら
種類を選ばずに
使用できます。【出典】TOTO（株）

使用前に自動で水をふきかける
「プレミスト」

便座に座ると自動で便器にミスト
（水）をふきつけて汚れをつきに
くく、落ちやすくします。

○ 写真はイメージです

東邦ガスリビング希望小売価格

ウォシュレット
「本体ワンタッチ脱着」

ウォシュレット本体を便器から
カンタンに取り外すことができる
のでお掃除もラクラクです。

34
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万円
（税込）

間口255cmの場合

+= 商品本体 標準工事

+= 商品本体 標準工事

充実の仕様をお値打ちな価格で実現したい方に。

万円
（税込）

間口255cmの場合
ワンランク上の上質な仕様をお求めの方に。

+ +商品本体 標準工事 アフターケア

82.1万円には商品本体代はもちろん標準工事費用と
充実のアフターフォローが含まれたおトクなパックプランです。

51.3
82.1

+= 商品本体 標準工事万円
（税込）

間口255cmの場合
お値打ちにリフォームしたいなら

42.5

ト イ レ
リベナスプラン

ピュアレストQR／ウォシュレットアプリコット

アメージュZ便器（フチレス）リトイレ／シャワートイレパッソ

ダミー

しっかり上がって、
しっかり拭ける
「お掃除リフトアップ」

汚れがたまる
フチ裏をなくした
「フチなし形状」

汚れが気になる
折り返しがない
「フチレス形状」

つぎ目がないので
サッとひと拭き
「キレイ便座」

お掃除ができなかった隙間汚れ
を、奥までラクに拭き取れて、気に
なるニオイの元もカットします。

※1 従来品［大13L］とピュアレストQR［大4.8L/小3.6L］との比較。
（試算条件）▶P32 節水型トイレの試算条件参照　【出典】TOTO（株）

※1 従来品［大13L］とアメージュZ便器リトイレ［大5.0L/小3.8L］との比較。
（試算条件）▶P32 節水型トイレの試算条件参照　【出典】（株）LIXIL

奥までぐるっとフチがないので、
サッとひと拭き、お掃除ラクラク
です。

奥も手前も便器のフチを丸ごと
無くし、サッとひと拭き、お掃除ラ
クラクです。

汚れが入りやすいつぎ目があり
ません。さらに便座裏は防汚素材
で、汚れもサッとひと拭き。

カラーバリエーション

カラーバリエーション

ホワイト

ピュアホワイト

パステルアイボリー

ブルーグレー

パステルピンク

ピンク

ホワイトグレー

オフホワイト

※2は受注生産品です。納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

※2は受注生産品です。納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

※2 ※2

※2

従来品 キレイ便座【出典】（株）LIXIL

【出典】（株）LIXIL

○手すりなどは含みません。

19.8万円（税込）

183,334円(税抜)

商品本体価格 標準工事費= +

◎標準工事内容はP.01をご参照ください。

○手すり、収納などは含みません。

年間使用
洗浄水量

約70％
   節水※1

年間使用
洗浄水量

約68％
   節水※1

衛生陶器の新素材
「アクアセラミック」

水となじみやすい性質を持つ素
材を使っているので、汚れの下
に水が入り込み、汚れを浮かせ
て流します。

従来品 アクアセラミック

世界累計約4,500万台の実績
「セフィオンテクト」

5

アルカリ性洗剤
（塩素系）

中性洗剤酸性洗剤

100万分の1mm
のナノレベルで
ツルツルに。

家庭用洗剤なら
種類を選ばずに
使用できます。【出典】TOTO（株）

使用前に自動で水をふきかける
「プレミスト」

便座に座ると自動で便器にミスト
（水）をふきつけて汚れをつきに
くく、落ちやすくします。

○ 写真はイメージです

東邦ガスリビング希望小売価格

ウォシュレット
「本体ワンタッチ脱着」

ウォシュレット本体を便器から
カンタンに取り外すことができる
のでお掃除もラクラクです。
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8 メーカー希望小売価格(税込)268,400円

当社販売価格（税込）176,000円
LIXIL
プレアスHS（CH4A）

7 メーカー希望小売価格(税込)250,360円

当社販売価格（税込）165,000円
TOTO
ピュアレストQR/ウォシュレットアプリコットF1A

6 メーカー希望小売価格(税込)250,800円

当社販売価格（税込）110,000円
TOCLAS
EJ

5 メーカー希望小売価格(税込)149,160円

当社販売価格（税込）59,800円
TOTO
Vシリーズ

手すり 引戸

スロープ 段差解消

オイルスマッシャー搭載
“汚さない”という発想のレンジフード。

清掃性とエコ性能を両立した
プレミアムなレンジフード。

使いやすさと清掃性を向上させた
スリム型クリーンフード。

 XGR-REC-AP603SV（横幅60cm）
  メーカー希望小売価格(税込)179,300円

当社販売価格（税込）126,000円
12 OGR-REC-AP601R/LSV（横幅60cm）

メーカー希望小売価格(税込)212,300円

当社販売価格（税込）149,000円
9  LGR-3R-AP601SV（横幅60cm）

  メーカー希望小売価格(税込)146,300円

当社販売価格（税込）103,000円
15

 XGR-REC-AP753SV（横幅75cm）
  メーカー希望小売価格(税込)190,300円

当社販売価格（税込）134,000円
13 OGR-REC-AP751R/LSV（横幅75cm）

  メーカー希望小売価格(税込)223,300円

当社販売価格（税込）157,000円
10  LGR-3R-AP751SV（横幅75cm）

  メーカー希望小売価格(税込)157,300円

当社販売価格（税込）110,000円
16

 XGR-REC-AP903SV（横幅90cm）
  メーカー希望小売価格(税込)201,300円

当社販売価格（税込）141,000円
14　OGR-REC-AP901R/LSV（横幅90cm）

  メーカー希望小売価格(税込)234,300円

当社販売価格（税込）165,000円
11  LGR-3R-AP901SV（横幅90cm）

  メーカー希望小売価格(税込)168,300円

当社販売価格（税込）118,000円
17

オイルガード DCモーター ビルトイン
コンロ連動

LED照明 タイﾏー

ワンタｯﾁ
着脱ﾌｧン DCモーター ビルトイン

コンロ連動

LED照明 タイﾏー

ワンタｯﾁ
着脱ﾌｧン

ビルトイン
コンロ連動 LED照明

タイﾏー

※1 汚れ具合や使用状況により異なります。
※整流板、一体クリーンパネルは、最初に油煙を受け止める部分です。
　汚れたらその都度お手入れをしてください。

整流板

ディスク

オイルガード

一体クリーンパネル
親水系
コート

親水系コートでお手入れラクラク！

角や溝などの細かい凹
凸がなく、お手入れしや
すい設計です。

凹凸の少ない設計
一体クリーンパネル2

ディスク4

2

1

4

3

オイルガード押さえを手
前に引くだけで簡単には
ずせます。

ディスクからの油を回収
オイルガード3

3ヶ月※1に
1度だけ！

お掃除は

3ヶ月※1に
1度だけ！

お掃除は

ファンシー
クリーン

ファンシー
クリーン

ファンシー
クリーン

フラットな設計なので汚
れの拭き取りも簡単で
す。

取りはずしがカンタン！ OGRシリーズ

整流板1

ディスクはボタンを押す
だけで簡単にはずせるワ
ンタッチ着脱。

ここもポイ
ント！

エアプロ取替レンジフードカタログより抜粋
フジテックメンテナンス株式会社

レンジフード内部もファンもお掃除
が不要になったことでお掃除にかか
る時間と使う水の量を大幅削減。

ファンとレンジフード内部への油の侵
入をブロックすることで、お掃除にか
かる時間と使う水の量を大幅削減。

タオルなどぬらしたくない物を置
く「ドライエリア」と、一段低い位
置にコップや石けんなどぬれた
物を置く「セミウェットエリア」の、
2つのエリアを設けました。

【出典】TOTO

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すの
で、使うたびにキレイに。お手入れもラクラクです。

網棚だから歯ブラシなど濡れたまま
でもしまえます。
ミラーの中に収納できるので、カウンター周りが
いつもすっきり。 　　　　　　　 【出典】TOCLAS

ボウル・カウンターまで継ぎ目のない一体成
形のハイバックガードと壁出し水栓だから水
がたまりにくく水はねなどのお手入れが簡単
です。 　　　　　　　　　　【出典】TOCLAS

仮置きスペース
を一段高く設定。
小物などを濡ら
さずに置 けま
す。
 【出典】TOCLAS

サッと取り出し
てゴミ捨て。
お手入れも簡単
です。
 【出典】TOCLAS

洗面ボウル・水栓
泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

濡れた物も自然に換気 お手入れ簡単「ハイバｯクガード」

仮置きスペース 排水栓

しっかり上がって、しっかり拭ける
「お掃除リフトアップ」

真上にしっかり上がるから、お掃除できなかっ
たすき間汚れが奥まで拭き取れて、気になる
においの元もカットします。　　　【出典】 LIXIL

つぎ目がないのでサッとひと拭き
「キレイ便座」

汚れが入りやすいつぎ目がありません。さら
に便座裏は防汚素材で、汚れもサッとひと拭
き。お掃除ラクラク。　　　　　　【出典】 LIXIL

衛生陶器の新素材
「アクアセラミック」

水となじみやすい性質を持つ素材を使っ
ているので、汚れの下に水が入り込み、汚
れを浮かせて流します。　　　【出典】 LIXIL

汚れが気になる折り返しがない
「フチレス形状」

奥も手前も便器のフチを丸ごと無くし、サッと
ひと拭き、お掃除ラクラクです。　【出典】 LIXIL

手洗あり

2 手洗いしやすいボウル
従来品※1と比べて、深さが増して、手洗いしやすく、
水はねしにくい手洗いボウルになりました。

【出典】TOTO

4 おそうじ超ラク
●クリーン便座（つぎ目なし）
便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラ
クラク。

【出典】TOTO

1 お掃除しやすいデザイン
便器側面の凹凸をサイドカバーで覆い、見た
目もすっきり。お掃除がしやすいすっきりデ
ザインです。　　　　　　　【出典】TOTO

3 汚れツルリン
●プレミスト
ご使用前に、便器ボウル面にミスト（水）を
自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。

【出典】TOTO

施工費別途

施工費別途 施工費別途

※2は受注生産品です。納期は約1週間（大型連休除く）かかります。

※2は受注生産品です。納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。



キッチン

バス

1
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4

1 安心ハンドバー 2 浴槽グリップ 3 ワンプッシュ排水栓 4 滑りにくいキープクリーンフロア

頑丈で傷つきにくく、
汚れが落ちやすい。
「キープクリーンフロア」
頑丈で傷つきにくい磁器タイルだか
ら、汚れが入り込みません。だから、
硬めのブラシでゴシゴシこすっても大
丈夫。長年使ってもキレイさを保ちま
す。

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

震度6強相当の振動にも耐える
頑丈な構造。

フロア

汚れやカビに強く、
いつまでもキレイが続く。
「ホーロークリーン浴室パネル」
「ホーロークリーン浴室パネル」は汚れが染み込まず、カビ
も発生しません※。その清掃性の高さは、油性ペンも水拭き
だけで落とせるほどです。何年使っても普段のお手入れは入
浴後にサッとシャワーで流すだけです。※ホーローパネルの表面に
限ります。

浴室パネル

Point!

選べるパネル！
パネル

他にも選べるカラーがあります。詳しくはメーカーカタログにてご確認ください。

キャプションキャプション
キャプション
「ぴったりサイズシステムバス」

ぴったりサイズシステムバスな
ら、家の浴室スペースに合わせた
サイズで作るので、ぴったり収まり、規格サイズのシステムバスよ
りも広くなります！

サイズオーダー

カンタン脱着で、
手軽にお手入れできる排水口。
「独自形状のヘアキャッチャー」

洗い場の排水口には、髪が絡み
にくい独自形状のヘアキャッチ
ャーを採用。持ちやすい大きな
ツマミ付きで、カンタンに髪の
毛が捨てられます。

排水口

（実験は、関西電力株式会社 電力技術研究所の振動実験装置を用いて行いました。）

件
条
験
実

タカラシステムバス耐震実験の様子

<実験状況>システムバス ユニット単体での加振実験（振
動台に架台を固定）
<振動内容>平均加速度：800ga l、振動周波数：3～5Hz
間で変移の振動（理論上の震度6強）を1分間加振

1

2

3

4

1 安心ハンドバー 2 浴槽グリップ 3 ワンプッシュ排水栓 4 滑りにくいキープクリーンフロア

頑丈で傷つきにくく、
汚れが落ちやすい。
「キープクリーンフロア」
頑丈で傷つきにくい磁器タイルだか
ら、汚れが入り込みません。だから、
硬めのブラシでゴシゴシこすっても大
丈夫。長年使ってもキレイさを保ちま
す。

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

震度6強相当の振動にも耐える
頑丈な構造。

フロア

汚れやカビに強く、
いつまでもキレイが続く。
「ホーロークリーン浴室パネル」
「ホーロークリーン浴室パネル」は汚れが染み込まず、カビ
も発生しません※。その清掃性の高さは、油性ペンも水拭き
だけで落とせるほどです。何年使っても普段のお手入れは入
浴後にサッとシャワーで流すだけです。※ホーローパネルの表面に
限ります。

浴室パネル

Point!

選べるパネル！
パネル

他にも選べるカラーがあります。詳しくはメーカーカタログにてご確認ください。

キャプションキャプション
キャプション
「ぴったりサイズシステムバス」

ぴったりサイズシステムバスな
ら、家の浴室スペースに合わせた
サイズで作るので、ぴったり収まり、規格サイズのシステムバスよ
りも広くなります！

サイズオーダー

カンタン脱着で、
手軽にお手入れできる排水口。
「独自形状のヘアキャッチャー」

洗い場の排水口には、髪が絡み
にくい独自形状のヘアキャッチ
ャーを採用。持ちやすい大きな
ツマミ付きで、カンタンに髪の
毛が捨てられます。

排水口

（実験は、関西電力株式会社 電力技術研究所の振動実験装置を用いて行いました。）

件
条
験
実

タカラシステムバス耐震実験の様子

<実験状況>システムバス ユニット単体での加振実験（振
動台に架台を固定）
<振動内容>平均加速度：800ga l、振動周波数：3～5Hz
間で変移の振動（理論上の震度6強）を1分間加振

1

2

3

4

1 安心ハンドバー 2 浴槽グリップ 3 ワンプッシュ排水栓 4 滑りにくいキープクリーンフロア

頑丈で傷つきにくく、
汚れが落ちやすい。
「キープクリーンフロア」
頑丈で傷つきにくい磁器タイルだか
ら、汚れが入り込みません。だから、
硬めのブラシでゴシゴシこすっても大
丈夫。長年使ってもキレイさを保ちま
す。

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

震度6強相当の振動にも耐える
頑丈な構造。

フロア

汚れやカビに強く、
いつまでもキレイが続く。
「ホーロークリーン浴室パネル」
「ホーロークリーン浴室パネル」は汚れが染み込まず、カビ
も発生しません※。その清掃性の高さは、油性ペンも水拭き
だけで落とせるほどです。何年使っても普段のお手入れは入
浴後にサッとシャワーで流すだけです。※ホーローパネルの表面に
限ります。

浴室パネル

Point!

選べるパネル！
パネル

他にも選べるカラーがあります。詳しくはメーカーカタログにてご確認ください。

キャプションキャプション
キャプション
「ぴったりサイズシステムバス」

ぴったりサイズシステムバスな
ら、家の浴室スペースに合わせた
サイズで作るので、ぴったり収まり、規格サイズのシステムバスよ
りも広くなります！

サイズオーダー

カンタン脱着で、
手軽にお手入れできる排水口。
「独自形状のヘアキャッチャー」

洗い場の排水口には、髪が絡み
にくい独自形状のヘアキャッチ
ャーを採用。持ちやすい大きな
ツマミ付きで、カンタンに髪の
毛が捨てられます。

排水口

（実験は、関西電力株式会社 電力技術研究所の振動実験装置を用いて行いました。）

件
条
験
実

タカラシステムバス耐震実験の様子

<実験状況>システムバス ユニット単体での加振実験（振
動台に架台を固定）
<振動内容>平均加速度：800ga l、振動周波数：3～5Hz
間で変移の振動（理論上の震度6強）を1分間加振

1
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1  フラットスリムレンジフード　 2  タカギ製浄水器　 3  ステンレスシンク　 4  人工大理石カウンター
5  木製キャビネット　 6  ビルトインガスコンロ（クリアトップ片面焼グリル）　 7  トール足元収納　
8  耐震ロック付吊戸棚　 9  選べる取手　10  サイレントレール

お手入れしやすい内面形状で、
省エネ性に優れたLED照明搭載

「フラットスリムレンジフード」

背の高い容器や深い鍋もOK!
出し入れも便利に

「トール足元収納」

こだわって選べる好きなカラー＆素材の扉
●扉カラーは木目柄が人気
●取手タイプも扉に合わせて充実

スリムでスッキリしたデザイン性で
お掃除も簡単なレンジフードです。

高さを活かしてしょうゆやペット
ボトルなども収納可能です。

木目調のキャビネットカラーが
おすすめ

レンジフード 収納

オ
プ
シ
ョ
ン

万円
（税込）

間口255cmの場合

+= 商品本体 標準工事

+= 商品本体 標準工事

充実の仕様をお値打ちな価格で実現したい方に。

万円
（税込）

間口255cmの場合
ワンランク上の上質な仕様をお求めの方に。

+ +商品本体 標準工事 アフターケア

82.1万円には商品本体代はもちろん標準工事費用と
充実のアフターフォローが含まれたおトクなパックプランです。

51.3
82.1

+= 商品本体 標準工事万円
（税込）

間口255cmの場合
お値打ちにリフォームしたいなら

42.5

◎ 標準工事内容はP.01をご参照ください。
●初回支払額：8,200円
●支払額合計：591,300円

54.9万円
（税込）

キッチン
リベナスプラン

商品本体価格 標準工事費= +
508,334円（税抜）

カウンターとシンクの接合部に
汚れが入りにくい

「オープンジョイント」

シンクに汚れが入りにくく、ついた汚
れも落としやすい設計が魅力です。

カウンター・シンク

Point!

水

50°
5°35°

10°
湯水
混合

湯

浄水でもシャワーモードが
使える「タカギ製浄水器」
浄水・原水、ストレート・シャワーモードの
切替えがワンタッチで簡単にできます。

水栓

水とお湯の
境に「カチッ」と

クリック感

アクリストンワークトップ

ステンレスシンク

オープンジョイント原水時

浄水時

［2019年3月20日まで］
実質年率1.5％

選べる16色！
扉

他にも選べるカラーがあります。詳しくはメーカーカタログにてご確認ください。

■間口240cmの場合 東邦ガスリビング希望小売価格 54.2万円（税込）
■間口270cmの場合 東邦ガスリビング希望小売価格 56.3万円（税込）

東邦ガスリビング希望小売価格
間口255cmの場合

「あったかリフォームローン」の場合

月々4,900円
［120回払い］

54.9万円（税込）の返済イメージ

オートムーブ水切り＆収納タイプ［間口90cm］ 食器洗い乾燥機［ZWPP45R14LDS-E］

+106,000円（税込）〜+216,000円（税込）〜
200,000円（税抜） 98,149円（税抜）

クロス（天井・壁）

+79,000円（税込）〜

キッチンパネル

+98,000円（税込）〜
90,741円（税抜）

東邦ガスリビング希望小売価格 東邦ガスリビング希望小売価格 東邦ガスリビング希望小売価格 東邦ガスリビング希望小売価格

73,149円（税抜）

収納オプション

+258,000円（税込）〜
238,889円（税抜）

東邦ガスリビング希望小売価格

キッチンリフォームオプション　＞＞＞P18 リビングリフォーム　＞＞＞P35

○キッチン正面およびコン
ロ側面に貼付した場合

○仕様や設置工事内容によって価格が異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

○6畳部屋相当を貼替えし
た場合
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調理する時間が楽しくなりそうな、キッチンまわりの設備を豊富に取りそろえています。

2 メーカー希望小売価格(税込)455,070円〜

当社販売価格（税込）418,000円〜
タカラ
リフィット（2550㎜サイズ）

3 メーカー希望小売価格(税込)962,500円〜

当社販売価格（税込）439,000円〜
TOTO
サザナ（1616サイズ）

1 メーカー希望小売価格(税込)770,000円〜

当社販売価格（税込）297,000円〜
クリナップ
ラクエラ（2700㎜サイズ）

4 メーカー希望小売価格(税込)752,400円〜

当社販売価格（税込）629,000円〜
タカラ
レラージュ（1616サイズ）

広いキッチンの壁、拭き掃除はラクなほうがいい。
「ホーロークリーンキッチンパネル」

衝撃をやわらげて静かに閉まるサイレントレールを標準採用。
「サイレントレール」

頭上の収納スペースを目の前に降ろして有効活用。
「ハンドムーブ」

ホーローに、マグネットで貼る自由な収納。
「システムマグネット収納」

必要なものをサッと取り出せる、一歩進んだハンドエリア収納。
「フォローパレット付ベースキャビネット」

掃除がしづらいキャビネットも、拭くだけでピカピカに。
「ホーローキャビネット」

ぐるりと一周手が届くまるで浮島のようなデザイン
「お掃除ラクラクカウンター」

汚れやカビに強く、いつまでもキレイが続く。
「ホーロークリーン浴室パネル」

カンタン脱着で、手軽にお手入れできる排水口。
「独自形状のヘアキャッチャー」

頑丈で傷つきにくく、汚れが落ちやすい。
「キープクリーンフロア」

ウェーブ＆スプレー2つの水流で節水しながら
軽快な刺激のある浴び心地

「コンフォートウエーブシャワー」

たっぷり収納。高さ30ｃｍ！
「トール足元収納」

いつも清潔。家事もはかどる
「家事らくシンク」。
「アクリル人造大理石製
機能シンク」

カウンターとシン
クの接合部に汚れ
が入りにくい。

「オープン
ジョイント」

キャビネットの中までホー
ローだから、お手入れは水
拭きでサッと拭くだけ。キャ
ビネットの底の、時間が経っ
てしまった汚れもご心配な
く。キャビネットの中も高品
位ホーローだから汚れが落
ちやすく、お掃除の手間を減
らすことができます。

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】タカラスタンダード

【出典】TOTO

【出典】TOTO

【出典】TOTO

壁や浴槽と離すことで、汚
れがたまりにくいデザイン
に。掃除のしにくかったカ
ウンターの奥や側面、カウ
ンター下の壁際まで手が
届き、お掃除が簡単です。

【出典】TOTO

頑丈で傷つきにくい
磁器タイルだから、汚
れが入り込みません。
だから、硬めのブラシ
でゴシゴシこすっても
大丈夫。長年使っても
キレイさを保ちます。 

【出典】タカラスタンダード

「ホーロークリーン浴室パ
ネル」は汚れが染み込まず、
カビも発生しません※。
※ホーローパネルの表面
　に限ります。 

【出典】タカラスタンダード

洗 い 場 の 排 水 口 に
は、髪が絡みにくい独
自形状のヘアキャッ
チャーを採用。持ちや
すい大きなツマミ付き
で、カンタンに髪の毛
が捨てられます。
【出典】タカラスタンダード

複数の渦
流水経路に複数の
渦を発生させるこ
とにより、ノズルか
らうねるように水
が飛び出します。
ノズル

過度な
刺激感のある波を

打つような
ウェーブ水流

内側のクッションで
やわらか

断熱クッション層（発泡ウレタン）
畳のようなやわらかさを作り出
し、断熱性保持、衝撃吸収、防音
効果があります。

断熱床パン 
（高強度断熱材・発泡ポリプロピレン）
断熱性保持、防音効果をさらに
高めます。
ベースフレーム
強度保持の役割を果たします。

床の表面シート（FRP）

握りやすい浴槽フチで、入浴姿勢が安定し
立ち上がりもラクラク

断面形状

タカラオリジナル

1 頭・首にフィットするヘッドレスト

2 背中を包み込むカーブ

浴槽と一体化した形状で頭と首を自然にサポート。
ラクな姿勢で入浴いただけます。

接触面を広くもち、背中への圧力を分散。かかる
負荷を低減します。

すべりにくく、乾きやすい
カラリパターン。

内断熱

外断熱

スプレーシャワー

背の高いペットボト
ルなどのストック品
や深い鍋などを立て
たままでたっぷり収
納できます。
※キッチン高さ85ｃｍの
　場合。
　90ｃｍ・80ｃｍの場合は
　寸法が異なります。

【出典】クリナップ

キッチンペーパーや調味料ポットなどよく使うものは目の前
に。食器の水切りにも便利です。　　　　　　　【出典】クリナップ

使いやすく、お手入れもラク
な「清潔設計」。まな板から
調理クズを直接入れてシン
クを清潔に保つごみポケッ
トや、スキマのないシンクや
排水口を採用。お手入れし
やすい清潔設計のキッチン
です。　　　　

【出典】タカラスタンダード

大粒の水玉が左右
にスイングしな が
ら勢 いよく吐 水 す
る、ウエーブ吐水を
搭載。スプレーシャ
ワーと組み合わせる
ことで、節水とともに
適度な刺激感のあ
る浴び心地を実現。

【出典】TOTO

シンクに汚れが入り
にくく、ついた汚れ
も落としやすい設計
が魅力です。

【出典】クリナップ

コンロに近く油ハネで汚れ
やすいキッチンパネルも、
もちろん高品位ホーロー。
油汚れも水拭きでサッと拭
き取るだけでキレイになり
ます。　　

【出典】タカラスタンダード

お掃除ラクラクほっカラリ床は床の内側にクッション層を持っていま
す。そのクッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材
の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤっとしません。

浴槽を断熱材で包みこんだ魔法びんのような構造で、お湯の温か
さを保ちます。

ぴったりサイズシステムバスなら、家の浴室スペースに合わせたサ
イズで作るので、ぴったり収まり、規格サイズのシステムバスよりも
広くなります！ 　　　　　　　　　　　　　【出典】タカラスタンダード

「気持ちいい」をとことん科学して生まれた、入る人
を や さしく
包み込む浴
槽。頭と首を
しっかり支
え、背中を包
み込み身体
にかかる圧
力が分散さ
れるので、自
然とリラック
スする姿勢
になれます。

ひざをついても痛くないやわらかさ
「お掃除ラクラクほっカラリ床」

浴槽断熱材+高断熱のふろふたのすぐれた断熱構造
「魔法びん浴槽」

リフォームに最適！タカラだけが実現する技術
「ぴったりサイズシステムバス」

人間工学を応用したゆるリラ浴槽で身も
心もリラックス

「ゆるリラ浴槽」

引き出しの奥行きすべてが
引き出せるため、奥の方に
しまってあるものも見やす
く、出し入れしやすくなりま
す。※耐荷重：20kg

【出典】クリナップ

広い壁全体を、自由な収納
スペースに。金属がベース
の高品位ホーローだから、 
マグネットがしっかりと
くっつき、キッチンのさま
ざまな場所が収納スペース
に。用途に応じた収納パー
ツも、多彩にご用意してい
ます。　　　　　　

【出典】タカラスタンダード

調 理 小 物 、カトラ
リー、調味料ボトル
など使用頻度の高
い物をラクに取り
出せます。

【出典】クリナップ

大きなものも余裕で洗える広さ（86cm）

キズや衝撃にも強いアクリル人造大理石。
※写真のシンクはL勝手です。

※80ｃｍの高さから1ｋｇの鋼球を落下させても
　割れません。（弊社実験結果）

キッチンパネル収納

どこでもラックキャビネット

キャビネット収納

オプション

シンクカウンター・シンク

コンフォートウエーブの構造

実
験
条
件

〈実験状況〉システムバス　ユニット単体での加振実験（振動台に架台を固定）
〈振動内容〉平均加速度：800gal、振動周波数：3～5Hz間で変移の振動
　　　　　（理論上の震度6強）を1分間加振

タカラシステムバス
耐震実験の様子

（実験は、関西電力株式会社 電力技術研究所の振動実験装置を用いて行いました。）

施工費別途

施工費別途

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

オプション

POINT


