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●カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。

ず っ と、こ こ ろ に 届 くも の。
私 たちが お 届 け するもの 。
そ れ は 、お 客 様 一 人 ひとりと、長 い 時 間（とき ）を 一 緒 に 過 ご すもの 。
家 族 に 、人 生 に 寄り添 い 、心 に 残 るもの をお 届 け する 。
お 客 様 に 真 摯 に 向 きあい 、か け が えの な い 、人 生 の「 感 動 」を 共 有 する 。
そ れ が 私 たちの 変 わらぬ 思 いで す。

半世紀におよぶ
住宅設備事業に裏付けられた
確かな品質×ユニークな
モノづくりの歴史が、
トクラスにはあります

1887

山葉寅楠創業（現ヤマハ株式会社）
やまはとらくす

1931

貴族院（現参議院）議事堂を内装工事

1976

国産初の人造大理石カウンター発売

2002

人造大理石のシンクを業界初搭載
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クラフトマンシップの丹精が結実したカウンター「ＴＥＮＯＲ」
唯一無二の上質感は、磨かれた感性と技から生まれる。
人造大理石技術

塗装技術

1976年、
日本初の人造大理石カウンター搭載キッチンを実現したのはトクラスでした。
そしていま、
マイスターの
技と先進の塗装テクノロジーが融合し、新質感人造大理石「テノール」
カウンターが誕生しました。
「TENOR」
は、1点1点が塗装マイスターによる手仕上げ。精鋭の職人が、基材となる人造大理石カウンターの表面に
特殊配合の樹脂を何層も吹き付けることで、光と色彩のバランスが整った
「タフエンボスコート層」
を形成します。
丹念な手作業で1点ずつ工芸品のように仕上げられる
「TENOR」
は、伝統と現代のテクノロジーが融合した高品位
な美しさと、
キッチンカウンターとして最適な性能を獲得しています。使うたびに眺めるたびに価値を実感できる、
美しさと快適性を極めたカウンターです。

受 け 継ぎながら

い ま、新 し い 豊 か さ が ここ に。

磨 きな が ら
伝 統 は 進 化 する 。

新 質 感 人 造 大 理 石「 テノー ル 」カウンタ ー
キッチン空 間 は 、暮らしの中 心 。
「ここで、誰と、どんな時 間を過ごせたら幸 せかな？」
「ほんとうに欲しいのは、どういう快 適や満 足 感だろう？」
あなたの自問自答に、
トクラスからまたひとつ、新しい提 案です。

新 質 感 人 造 大 理 石「テノール 」カウンター 。
それは、キッチンカウンターの枠を超えて、食を通じた家族の健康と心の絆、
それぞれの個 性をも豊かに育む、上質な暮らしのステージです。
日々触れて、時に見つめて。心に満ちてくる喜び。時を重ねて深まる愛 着 。
このキッチンから、あなたの次の物 語がはじまります。
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003

Iron Black ・アイアンブラック

Salty White

ソルティホワイト・

4 colors

あ な た の 感 性 を 刺 激して 、料 理 づくりに 必 要 なクリエ イティビ ティを 高 める 彩り、4 色 。

Flake Silver ・フレークシルバー
004

Burst Brown

バーストブラウン・
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新質感人造大理石「テノール」カウンター
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くらしオーダーコンセプト

010
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010

01 フラットオープン＋Ⅰ型キッチン 2列型レイアウト

016

02 Ⅰ型キッチン＋カウンタータイプ収納＋ワーキングカウンター レイアウト

022

03 フラットオープンキッチン 2列配置レイアウト

026

04 ステップ対面キッチン 2列配置レイアウト

030

05 Ⅰ型キッチン＋家電＆フラットストッカー レイアウト

034

06 フラットオープンキッチン 2列配置レイアウト

040

07 U型キッチンレイアウト
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Gallery DATA
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Kurashi-ORDER

048

響き合うエレメント

052

新質感人造大理石「テノール」
カウンター

056

トクラスの人造大理石

058

奥までシンク

060

ハイバックカウンター

062

ハンガーアイテム

064

塗装扉・天然木塗装扉

066

ベースキャビネット

068

インテリアとしての収納

070

水栓一体型浄水器（センサー付）
・トクラスの浄水器

Gallery

Element

……………………………………………………………………………
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SET P L AN

088

DOLCE X

……………………………………………………………………………

P L A N NI N G G U I D E
089

スタイリング・居心地の良さを考える。

090

扉シリーズ

096

扉取手一覧

097

バックボード・キッチンパネル

098

カウンターカラー

100

カウンターデザイン

102

シンク

104

シンク用オプション

105

収納計画・使いやすさを考える。

106

ベースキャビネット

108

キッチン用ベースキャビネット

110

キッチン用ベースキャビネットオプション

112

ウォールキャビネット・照明オプション

114

ウォールキャビネット・アイレベル用

116

周辺収納 トールタイプ

118

周辺収納 カウンタータイプ

121

周辺収納オプション

キッチンを、い つも居 たくなるような 場 所 に。

……………………………………………………………………………
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006

トクラス・ヒストリー

007

くら し オ ー ダ ー
いつもそばに置きたいお気に入りを飾ったり、季 節にちなんだ演出をしたり。
ほら、お料 理をするだけがキッチンですか？
見て・使って・私らしく。インテリアにもこだわれば 、そこはリビングとシームレスにつながる空 間に。

Layout

カウンターの前に立つだけで気 分までもウキウキしてくる毎日の暮らしを楽しむ場 所になります。

理想の動線と使い勝手に合わせたプランニングから生まれる、
リビング空間と溶け合ったニュートラルな居心地。
多様化するライフスタイルや住まいの間取りへ対応できるワークトップとレイアウトの自由度が、
システムキッチンが持つ本来の魅力を高めます。

B e r r yの『くらしオーダー 』はあなたと、
一 人ひとりの暮らしに合わせたレイアウトとスタイリングで、

一 人 ひとりにフィットするレイアウト

Layout

愛 着を持って長く使いつづけられる理 想の空 間をつくりあげます。
Styling

Kurashi-ORDER

Styling

暮 らしを 楽しむ スタイリング
キッチンは、表情豊かな空間であると私たちは考えます。
使うこと、そこにあることで気 分までも楽しくなる、あなたのこだわりを表 現できる場所です。
『くらしオーダー』は、実用性にインテリアとしての調和を高め、
LDKという空間をあなたらしく自由に演出できます。
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Gallery.01

010

011

Kurashi-ORDER

Gallery.01

Rustic

ー ラスティック

ベース扉は、艶消し仕上げで柔らかな印象の「マットフィニッシュ 黒炭（こくたん）」。
ウォール扉は、光沢の表情豊かな
「シャインカラー 雪白（せっぱく）」。
ワークトップ素材には「TENOR アイアンブラック」
をセレクトし、
やさしい光と影の配色を、鋳物の鉄肌感をたたえた高質な黒で、余韻深く引き締めています。
空間全体に異なる質感や主役と脇役の黒を共存させることで、静謐な無彩色ながらも単調でない、
知性と上質感の漂うラスティックな組み合わせが実現しました。
ガラス面の多い設計やギャラリー風の建築プランにも好相性。男性も主役になれるキッチンです。
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Gallery.01

シンクとコンロを分離して2列型に配置、
広々のワークスペースで、下ごしらえも調理もスムーズに。

コンロをセンターに配置すれば、
水まわり、火まわり、調理スペースの
作業動線がノンストレス。

食器や加熱前の材料が
あれこれ置けるワイドな
キッチンカウンター。
複数人が四方から
アプローチできるアイランドキッチン。
ダイニング側は
取手のないプッシュオープン扉の収納。
デザイン家具のようなシンプルな外観で、
インテリア性も秀逸です。

L ayout & St yling
フラットオープン ＋ I 型キッチン 2列 型レイアウト
フラットオープンアイランドとI型キッチンを組み合わせ、
シンクとコンロを分けた２列型キッチンです。
水まわりにも火まわりにも、
ワークスペースを広く確保。複数人でも、
スムーズに調理作業が進みます。
COLOR
扉シリーズ&カラー：キッチン部／マットフィニッシュ・黒炭（こくたん）、
キッチン部ウォール／シャインカラー・雪白
（せっぱく）
取手：ソリッド取手・ブラック、
カウンター：TENOR・アイアンブラック、
シンク：奥までシンク・グレー
STYLE
●キッチン部①：スリムフラットタイプ-X（奥行888）
・アイランドプラン
●キッチン部②：
Ⅰ型（奥行650）
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Gallery.02

016

017

Kurashi-ORDER

Gallery.02

Hèrisson Natural

ー エリソンナチュラル

ベース扉は、艶を抑えエイジングを施したような落ち着いた雰囲気と
大柄な木目節目の表情が趣深い、
「 Yシリーズ リファインドモカ」。
ワークトップに、海塩や白砂を思わせる質感の「TENOR ソルティホワイト」
を組み合わせ、
明るさと落ち着きがバランスする、居心地のいいキッチンに仕上げました。
フランスで幸運の使者として愛されるハリネズミ
（エリソン）の毛色にも似た、
淡いブラウン 柔らかいグレーやアイボリーの空間へ黒を加えアクセントとするカラーコーディネート。
インテリアのトレンドをおさえながら、
ナチュラルな素材感も愉しめるのが魅力です。

018
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Gallery.02

調 理も、家 事も、お気に入りのディスプレイも。
3つのワークトップを自由自在に楽しめるレイアウト。
インテリアのアクセントになる
フラップウォールキャビネット。

収納カウンターは、

手の届きやすい高さで、

調理家電の常設スペースに。

調味料などの収納に便利です。

お気に入りのキッチンアイテムの
ディスプレイも楽しめます。

ワーキングカウンターは
四方のどこからもアプローチできることが魅力。
お料理の下ごしらえや盛り付けはもちろん、
カフェカウンターなど自由な使い勝手が楽しめます。

L ayout & St yling
I型キッチン + カウンタータイプ収納 + ワーキングカウンター レイアウト
I型キッチンとカウンタータイプの収納をL型配置にし、
中央にワーキングカウンターを設けました。
3つのワークトップが、
ゆとりの広さで料理作業をスムーズにします。
COLOR
扉シリーズ&カラー：キッチン部・収納部／Yシリーズ・リファインドモカ、
キッチン部・収納部ウォール／Sシリーズ・シルクホワイト
取手：ロングバー取手・ブラック、
カウンター：TENOR・ソルティホワイト、
シンク：奥までシンク・グレー
STYLE
●キッチン部：
Ⅰ型（奥行650）
●収納部：カウンタータイプ（奥行650）＋ ワーキングカウンター・アイランドタイプ（奥行750）
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Gallery.03

Rustic

ー ラスティック

上質な表情と奥深い色調が魅力の「Zシリーズ エイジングゴールド」のキッチン扉。
ゴールドの濃淡が、抑制の効いた華やかさを放ちます。
合わせるカウンターは、釉薬をかけずに高温で焼成した焼き締め陶の風合いと
経年変化のような色ムラをグラデーションで表現した
「TENOR バーストブラウン」。
天面と側面を質感の異なる金茶の同系色で整え、
ブラックアイテムで引き締めて、
インテリアとしての完成度と上質感をひときわ高めたキッチンです。
黒仕上げのスタッコ壁と、無垢材の床板が調和して落ち着きのあるラスティック感が生まれます。
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Gallery.03

カフェカウンターのような機能性と開放感、
キッチンワークを優雅に見せてくれるオープンスタイル。
定番の調理家電が使いやすい高さに
スッキリ収まる家電ストッカー。
オープン棚の上部にも、
買い置き品や季節食器が
たっぷり収納できます。

背面の収納カウンターは、
サブ調理スペースとして活躍。
お気に入りのキッチンアイテムの
ディスプレイも楽しめます。

ダイニング側は取手のない
プッシュオープン扉の収納スペス。
デザイン家具のようなシンプルな外観で、
ダイニングインテリアとつながります。

L ayout & St yling
フラットオープンキッチン 2列 配 置レイアウト
インテリア性の高いスリムワークトップを搭載した、
フラットオープンタイプのキッチン。
背面に家電収納とカウンタータイプの収納を配置し、見せる収納と使い勝手を両立しています。
COLOR
扉シリーズ&カラー：キッチン部・収納部／Zシリーズ・エイジングゴールド
取手：ロングバー取手・ブラック、
カウンター：TENOR・バーストブラウン、
シンク：H2シンク・グレー
STYLE
●キッチン部：スリムフラットタイプ-X（奥行888）
●収納部：家電ストッカー ＋ カウンタータイプ（奥行650）
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Gallery.04

Natural

ー ナチュラル

キッチンを広く明るく演出するのは、
「マットフィニッシュ 白土（はくど）」で揃えた扉。
手仕上げの艶消し塗装から生まれる、
しっとりと柔らかな素材感が印象的です。
ワークトップには、
「グラーナⅡ マーブルホワイト」
をセレクト。
光を集める無垢な色調と落ちついた質感が、白土の扉とおだやかに調和し、
ポイントに配したシェルフウォールキャビネットの天然木オーク扉とも響き合って、
空間全体を、のびやかな解放感とやさしい清潔感で満たします。
時を超えてどなたにも好まれる、
ナチュラルテイストのインテリアスタイルです。
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Gallery.04
手元も隠せるステップ対面キッチンが、お料理中でも
楽しいダイニングとのコミュニケーションをつくります。
収納カウンターには、
お料理がはかどる調理ゾーンとして、
機能性の高いユニットを
集中して組み込みました。

ダイニング側のオープンシェルフと
背面の壁の違い棚が、
連続性のあるインテリアと
してつながります。

ステップ対面にすることで、
キッチンの気になる手元を
ダイニングから隠してくれます。

L ayout & St yling
ステップ対 面キッチン 2列 配 置レイアウト
テキパキ調理ができるハイバックカウンターがダイニングをつなぐ、
ステップ対面型のキッチンです。
収納側には、家電、
ダストボックスワゴンもすっきり納まります。
COLOR
扉シリーズ&カラー：キッチン部・収納部／マットフィニッシュ・白土（はくど）、収納部ウォール／リアルウッド・リアルオーク、
リビング収納部／リアルウッド・リアルオーク、取手：ソリッド取手・シルバー、オープンシェルフ バックボード：レリーフホワイト、
カウンター：グラーナⅡ・マーブルホワイト、
シンク：奥までシンク・グレー、笠木カウンター：ハイグラーナ・ハイグラーナホワイト
STYLE
●キッチン部：ステップ対面スリムハイバック
（奥行888）
●収納部：カウンタータイプ（奥行450）
・スリムワークトップ
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Gallery.05

Rustic

ー ラスティック

ベースキャビネットとウォールキャビネットの扉には、
天然石の石目やレザーの質感、落ちついた重量感をも視覚的に再現した
「Zシリーズ」から、
あえての素材感ミックスで「グレーストーン」
と
「ダークレザー」
をチョイス。
そして、2つの異なる個性を巧みに調和させるワークトップは、
スッキリとした無垢な色調が持ち味の「グラーナⅡ マーブルホワイト」。
色味を抑えながらも、重みと余白感、複雑さとシンプルさを掛け合わせることで、
知性と妙味あふれるダーク＆ブラックのラスティックな空間に仕上がりました。
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Gallery.05

オーソドックスな使い勝手をスタイリッシュに仕上げた、
ウォールtoウォールのシンプルキッチン。

毎日のアイテムを出し入れしやすい
オープンタイプのキャビネットが
キッチンウォールのアクセントをつくります。

アクセントウォールのようなフラットストッカー。
大きな引き戸の中には、
瓶詰めやパスタなどの食品を
たっぷりストックできます。

ダイニングから見ても
シンプルな佇まいの
マテリアルコーディネート
されたI型キッチンです。

L ayout & St yling
I型キッチン ＋ 家 電＆フラットストッカー レイアウト
テイスト感のある扉シリーズでカラーコーディネートされたI型キッチンを
ウォールtoウォールでぴったり納めたシンプルなプランです。
COLOR
扉シリーズ&カラー：キッチン部／Zシリーズ・グレーストーン、収納部／Zシリーズ・ダークレザー、
フラットストッカー／ダークレザー、取手：ソリッド取手・ブラック、バックボード：レリーフダークグレー、
カウンター：グラーナⅡ・マーブルホワイト、
シンク：Bシンク・ホワイト
STYLE
●キッチン部：
・スリムワークトップ
Ⅰ型（奥行650）
●収納部：フラットストッカー ＋ 家電ストッカー（奥行650）
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Gallery.06

034

035

Authentic

ー オーセンティック

キッチン空間の第一印象を決め、
リビングとの調和を司るベースキャビネットには、
天然木を贅沢に使用した
「リアルウッド」
シリーズから、
深みのあるミディアム色が美しい「リアルウォルナット」の扉を採用。
背面側の収納部には、質感の異なる扉シリーズ「Zシリーズ ダークレザー」
を組み合わせました。
ワークトップは、白の斑模様が華やかに浮かぶ「アートグラーナホワイト」。

Kurashi-ORDER

Gallery.06

黒の質感が存在感を放つ取手や、デザイン水栓をアクセントに、石材や板張りといった本物だけが持つ質感との調和で
凡庸なオーソドックスとは一線を画す、
しなやかで現代的なオーセンティックスタイルが完成します。

036
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Gallery.06
キッチンからダイニングまでの壁面をつなぐ
ワイドなストッカーがつくるシームレスな空間。

ダイニングファニチャーの
ようなカウンターと
壁面の違い棚のコンビネーションが、
シックに食卓を演出します。

キッチンとダイニングを
直列にレイアウトすることで、
配膳も後片付けも横移動で
スムーズに行えます。

オープンシェルフに並んだ
お気に入りのコレクションを、
LED照明がリビングに向けて
浮かび上がらせます。

L ayout & St yling
フラットオープンキッチン 2列 配 置レイアウト
スリムワークトップが表情を引き締めるフラットオープンタイプのキッチンです。家電収納部、
フラットストッカーにつづけてカウンターを配置し、
ワイドな壁面収納を実現しました。
COLOR
扉シリーズ&カラー：キッチン部・収納部ウォール／リアルウッド・リアルウォルナット、
収納部／Zシリーズ・ダークレザー、
フラットストッカー／ダークレザー、取手：ソリッド取手・ブラック、
オープンシェルフ バックボード：レリーフダークグレー、カウンター：アートグラーナ・アートグラーナホワイト、
シンク：奥までシンク・ホワイト
STYLE
●キッチン部：スリムフラットタイプ-X（奥行888）
●収納部：フラットストッカー ＋ 家電ストッカー ＋ カウンタータイプ（奥行650）
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Gallery.07

Stylish

ー スタイリッシュ

ピアノ製作で培った鏡面塗装技術を応用し、
1枚1枚の側面まで継ぎ目なく日本の伝統色で仕上げたキッチン扉「Xシリーズ」から
洗練された色調が人気の「絹鼠（きぬねず）」で、ベースと収納部を端整に揃えて。
ワークトップには「アートグラーナホワイト」で洒脱と優美を。
照明の加減や時間帯で変化する色調と輝き、透明感のある艶やかな鏡面の映り込みは、
万華鏡を思わせる光と色の戯れで見る人の心を潤し、決して飽きさせません。
ブラック&ホワイトを基調としたスタイリッシュなインテリアにも、上質な余韻を添える組み合わせです。
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Gallery.07
あなたを中心に使いやすさを配置。
流れるようにキッチンワークが行えるU型のレイアウト。

下ごしらえや、
レシピノートを
広げながらの
お料理にも便利な
スペースです。

ダイニング側から
二人で向かい合って、
一緒に調理も楽しい

U型キッチンだから、
からだの向きを変える短い動線で、
キッチンワークが行えます。

オープンカウンター。

L ayout & St yling
U型キッチンレイアウト
調理するひとを中心に、3方向の使い方に合わせた異なる奥行きのカウンターが、
手の届きやすいワークトップを実現します。
COLOR
扉シリーズ&カラー：Xシリーズ・絹鼠（きぬねず）、取手：ライン取手・シルバー、
カウンター：アートグラーナ・アートグラーナホワイト、
シンク：奥までシンク・グレー
STYLE
●キッチン部：スクエアタイプ-C・U型プラン
●収納部：フルセットタイプ（奥行450）
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Gallery DATA

Gallery.04

●キッチン部：ステップ対面スリムハイバック
（奥行888）
●収納部：カウンタータイプ（奥行450）
・スリムワークトップ
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Gallery.05

●キッチン部①：スリムフラットタイプ-X
（奥行888）
・アイランドプラン
●キッチン部②：
Ⅰ型（奥行650）
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●キッチン部：
Ⅰ型（奥行650）
・スリムワークトップ
●収納部：フラットストッカー＋家電ストッカー（奥行650）
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Gallery.06

●キッチン部：
Ⅰ型（奥行650）
●収納部：ワーキングカウンター・アイランドタイプ
（奥行750）＋ カウンタータイプ
（奥行650）
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●収納部：フラットストッカー＋家電ストッカー＋カウンタータイプ（奥行650）
・スリムワークトップ
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●キッチン部：スリムフラットタイプ-X（奥行888）
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●キッチン部：スクエアタイプ-C・U型プラン
●収納部：フルセットタイプ（奥行450）

●収納部：家電ストッカー＋カウンタータイプ（奥行650）

400
2350

2350

18

044

850

850

850
900

900 18 750

750 300 450 1050

18

18

1050

750

900

750 450

1200

600 600 600 18
18

※キッチンパネル、搬入費、取付け費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

045

キッチンのワークトップとして
最適な素材を求めて

1974年 開発当初の人造大理石
「ニューマーブルカウンター」

1976年。ステンレス流し台が当たり前の時代に、
トクラスは国産初の「人造大理石カウン

Kurashi-ORDER

Element

エ レメント

ターキッチン」の発売を実現しました。それは、
「 新しいキッチン文化を作りたい」
という
思いから始まった製品開発でした。
使用が数十年にわたるキッチンを、
より清潔で快適に、楽しい場所にするために始まった
今につづくプロジェクトは、まさに 最良のキッチンカウンター を追い求める歴史でも
あり、その技術は人造大理石製のシンクも生み出し、進化をつづけています。

キッチン文化のさらなる向上と創造のために。
トクラスはこれからも、お客様の声を反映し、人造大理石をはじめとした素材や、一つ一つ
のパーツに改良を加え、キッチンの品質と快適を高めてまいります。
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響 き 合 うエ レメント

きめ細かなデザインのディテールが 高めるキッチンの質 感 。

Element

き め

毎日の使いやすさを生む、肌 理のデザイン。
トクラスでは、毎日の使いやすさ、
お手入れのしやすさといったキッチンの使い勝手の基本を大切
に考えています。細部まで入念に、きめ細かく、見た目だけではない機能的デザインを追求して
きました。例えばカウンターからの水こぼれをおさえる水返しや、
カウンター奥のお手入れ性を

いつまでも愛 着 を持ち、そこに立 つことに喜 びを感じられるキッチンであるために。

高めるバックガード、
これらを指先に優しい絶妙な曲面で仕上げています。
できる限り角を作らず

あなたのお 気 に入りのテイストに仕 上 げる優 れ たデ ザイン 性 をB e r r y は 備えています。

触れる手に優しくフィットするモノづくりを、是非ショールームで触れて実感してください。

水こぼれをおさえる水返し

一体成形のバックガード

そして、そのデ ザインは 、ただ 美しさのためだけのものではありません 。
ふと目に入 ったときに笑 顔 がこぼ れてしまうさりげ ないこだわりも、
細 部 にわたってゆるぎなく、素 材 の 持 つ 高 いクオリティを引き出す 必 然 の 意 匠 です。

スリムワークトップ

ソリッド取手

リビングと融け合うオープンスタイルのレ

ソリッドなフォルムの中にも指のかかりの

イアウトに嬉しいスリムワークトップ。厚み

良い断面形状を実現した、スタイリッシュ

を感じさせない繊細なフォルムが、
キッチン

な取手です。スリムワークトップとのマッチ

の表情を品よく引き締めます。

ングを図ったシンプルなデザインは、扉の
質感さえ際立たせます。

048

シームレス接合

水栓金具・浄水器

シンクとカウンターの接合部は、汚れが溜

たとえば水栓にも、シンプルながら印象的

まる段差・隙間の無いシームレス接合。お

にワークトップを演出する美しいシルエッ

手 入 れのしやすさだけでなく、滑らかで

トを。あなたのキッチンを構成するそのす

シャープな仕上がりはキッチンに端正な印

べては 、トクラスが 集 めた 美しいコレク

象をあたえます。

ションです。
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響 き 合 うエ レメント

Element

表 情 豊 か に 空 間 をコ ー ディネ ートする 、テイストと色 彩 。
キッチンの 扉 はもちろん 、ワークトップをはじめキッチンパネルまで、
カラーリング や 質 感 を自由に組 み 合 わ せられる喜 び 。
たとえば 同じマテリアルの 扉 でも、取 手 のアクセントで、様 々な 表 情 を見 せてくれるでしょう。
インテリアとの 組 み 合 わ せを楽しみながら、
こだわりのスタイルでのコー ディネートや、あなたらしい 空 間 づくりを行えます。

050

ナチュラル

ラスティック

エレガント

和モダン

キッチンパネル：マットホワイト

キッチンパネル：マットブラック

キッチンパネル：ビアンコ

キッチンパネル：レリーフブラウン

カウンター：TENOR・ソルティホワイト／ベーシック

カウンター：TENOR・アイアンブラック／スリム

カウンター：ハイグラーナホワイト／ベーシック

カウンター：アートグラーナベージュ／スリム

扉：リアルオーク

扉：黒炭

扉：ホワイトクラフト

扉：エイジングゴールド

取手：ロングバー取手（シルバー）

取手：ソリッド取手（ブラック）

取手：クラフトオーク専用取手（シルバー）

取手：ソリッド取手（シルバー）
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完 成された機 能 美が 、創 造力を広げる。
職人がもつ技と感性を、あなたの日常へ。

Element

新 質 感 人 造 大 理 石「テノール」カウンター ［ 特 許出願中 ］
新 質 感 人 造 大 理 石「 テノ ー ル 」カ ウ ン タ ー

私たちトクラスは材料を厳選し、
自社で製造することにこだわってきました。

世の中にないものは自分たちでつくりだすというパイオニア精神と、
日々磨きあげてきたクラフトマンシップがあったからこそ完成することができた
「TENOR」。
強く、使い勝手が良く、美しい、多くの人に愛される人造大理石をつくる。料理づくりの舞台となるワークトップに求められる機能美のすべてが、
そこにあります。

塗 装と人 造 大 理 石 、2 つの 先 進 技 術 の 融 合 で 誕 生した新しいワークトップです。
「 タフエ ン ボ スコ ート 層 」

新製法
熱 強 化 アクリルプ ロ テ クト

硬 質な無 機 粒 子を含 有していることで、

基材となる人造大理石カウンターに、特殊な配合の樹脂を幾層にも積み
重ね塗布し加熱により硬化させることで
「タフエンボスコート層」
を形成。
この層により独自の質感表現とキッチンカウンターとしての性能を実現
しています。

特 許出願中
タフエンボスコート層

耐傷性・耐汚染性が向上しました。
また特殊
な塗装技術により可能となった、深みのある
濃 色やグラデーション表 現 、エンボス調
仕上げなど、伝統の現代の美意識が融合

人造大理石層

する高品位な美しさも格別です。

衝 撃に強い。

汚れに強い。

ウォールキャビネットから缶詰を落としても割れにくい、厚みと特性を備え

汚れが染み込みにくく、毎日のお手入れは水拭きだけで清潔さが保てます。

ています。
（当社実験比）

油汚れも中性洗剤でさっと落とせて便利です。

キズ が つ きにくい 。

熱に強い。

表面硬度が高いうえ、エンボス調表面加工で点接触となるため、
キズがつき

350℃に空焼きしたフライパンを10分間放置しても、割れにくく変色もし

にくく、
また目立ちにくい仕様になっています。

にくい、高い機能性を備えています。

※光の具合や見る角度により、
ツヤムラが見える場合があります。

※長く美しくカウンターをお使いいただくために、
日常での使用には鍋敷きをお使いください。

①製法上、柄や色合いに多少の違いが生じることがありますが、性能への影響はありません。

本 商 品 の お 取り扱 い につ いて

②エンボス調の質感保持のため高い表面硬度となっておりますので、サンドペーパーなどでの研削（リニューアル）はできません。
③不意な傷つきを防ぐため、
ご使用時は鍋敷などをお使いください。 ④毎日のお掃除は、ふきんで水拭き、
または中性洗剤（台所用）
をご使用ください。
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Element

新 質 感 人 造 大理石「テノール」カウンター・カラーバリエーション

Iron black

アイアンブラック

ソルティホワイト

鋳物の鉄肌感をたたえた高質なブラック。

珊瑚を思わせる透明感ある白は、
ウッド調の家具や麻のラグマット、

金茶系の下地層に黒を重ねて、奥深い濃色を実現しました。

観葉植物がレイアウトされた空間に映えます。

エンボス仕上げのテクスチャーも重厚な趣を添えています。

ナチュラルが心地いい、自然とともにある日々を愛する人に。

Flake silver

054

Salty white

Burst brown

フレークシルバー

バーストブラウン

銀彩(ぎんだみ)陶磁を思わせる、典雅なシルバー。

釉薬をかけずに高温で焼成した、焼き締め陶の風合い。

光の色や見る角度で、明暗豊かに表情が変化します。

温かみのある桟切［ムラ］の陰影や胡麻［黒点］の意匠を思わせる

表面の細かなシボが放つ、柔らかな輝きも魅力です。

グラデーション仕上げです。
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Element

素 材 も 、製 法 も 、形 状 も 、

トクラス の 人 造 大 理 石

すべ て が オリジナル 。

せた素材、
それがトクラスの人造大理石。高水準での品質基準を独自に設定し、厳格な品質管理のもと40年以上に亘って素材の研究と製造技術開発を重ねてきま

調理のメインステージであるワークトップには、汚れや衝撃、あるいは高温などに負けない高い耐久性が不可欠です。
こうした厳しい条件を、独自の技術力で結実さ

した。だからこそ、いつも、
そして長く美しく使っていただけると自負しています。

だ から 、い つも 美しい 。

汚 れ 、キズ 、衝 撃 、熱 に強く、なめらかな 形 状 。気 兼 ねなく、いつも美しく使えます。

簡単お手入れで、毎日が清潔に。

熱や衝撃に強く、
うっかりミスも大丈夫。

調味料などが染み込みにくく、毎日の水拭きだけで清潔さを保てます。

シンク、
カウンター共に、熱や衝撃に強い厚みと高い性能を備えています。

すりキズなんて、すぐキレイに。

段差・隙間なしのなめらかさ。

キズがつきにくく、万が一キズがついてしまっても、
ナイロンたわしで補修できます。

ワークトップから汚れのたまりやすい隙間や段差を極力なくしました。

類まれな明るさ感と透明感。

上質感あふれる色合いと表情。10色からお選びいただけます。

トクラスの人造大理石は、単一素材（ソリッド）でできています。それを全体に均質かつ高密度に
仕上げることで、耐久性のみならず、類まれな美しさを実現しています。そして、素材自体が半透明な

ハイグラーナ

アートグラーナ

グラーナⅡ

サンドグラーナ

ニューグラーナ

ハイグラーナブラック

アートグラーナベージュ

ピュアホワイト

サンドブラック

ニューグラーナファインベージュ

ハイグラーナホワイト

アートグラーナホワイト

マーブルホワイト

サンドグレージュ

ニューグラーナホワイト

ため、光が内部にまで入り込み、カウンター全体が明るく感じられます。

キッチン・バスルームなど、
用途への最適化を実現した
素材トクラスオリジナルの人造大理石「クラストン」
肌ざわりの心地よさが一味違います。

056

艶消し仕上げの

さらに、光が半透明素材の

カウンター表面は

内部にまで入り込んで拡散反射し、

光が拡散反射する

全体が明るく光って見える
イメージ図
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奥 まで ひろびろ 、

奥までシンク［ 特 許 登 録 済 ］

そこに 余 分 な モノは なし 。

には、水がスムーズに流れる溝のついた底面形状を採用。有効面積は業界最大クラス※、大きなフライパンや鍋がストレスなく洗えます。

新しい 広 さは 、気 持 ちよさに 。

Element

水栓デッキを斜めに配置し、
シンクの奥行をめいっぱい広げました。
シンク内の一番奥に洗剤カゴを置かないことで、洗い物の取り回しが良い広さを実現。排水口まわり

※2020年10月 当社調べ 国内の主要システムキッチンメーカーにおける標準シンク

奥にひろびろ、
そこに何もないから使いやすい。洗剤カゴの移動で、
さらにゆったり洗えます。
大型のフライパンもゆとりをもって、形状が異なる調理器具も重ねないでたっぷり入り
ます。
洗剤カゴをシンク外に移動すれば、
より余裕をもって洗えます。

コンロのグリル部分もタテにすっぽり。

大きな木桶も余裕をもって洗えます。

奥スルーポケットで、
しっかり流れる。水はけの良さで、洗い物がはかどります。
排水口左右の底面を溝形状に仕上げた
「奥スルーポケット」、排水口の両サイドから
水がスムーズに流れ、
残菜ゴミをスムーズに排水口に導きます。

洗い物があっても水はけ良く流れます。

シンクの奥まで、
シャワーですっきり。

シンク内で、
シンク上で。洗剤カゴは、3つの位置で使えます。

ハイバックカウンターと組み合わせれば、奥までシャワーですっきり洗えます。
な

水栓デッキの手前だけでなく、水栓デッキの上に、
そしてマルチ水切りラック
（ワ

めらかな形状なので水滴もさっと拭き取れ、
お手入れが簡単。水じまいの良さ

イヤー仕様）
にかけてと3つの位置で使えます。

が大きな魅力です。

058

なめらか形状で、ゴミがすてやすい排水網カゴ。

TENORカウンターの場合、ハイバックカウンターは選択できません。

059
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すっきり、な めらか 、
お 手 入 れしや すさの デ ザイン。
極 めるとシンプル になる 。

Element

ハイバックカウンター［ 特 許 登 録 済 ］
グッドデザイン賞 受 賞「ハイバックカウンター 」

バックガードを高く立ち上げた新発想のカウンターです。
トクラスだから実現できる人造大理石一体形状で、
なめらかに美しく仕上げています。
TENORカウンターの場合、ハイバックカウンターは選択できません。

い つもキレイの 秘 訣 は 、段 差 の な い な めらか な 人 造 大 理 石 一 体 形 状 。
カウンター奥のバックガードを高く立ち上げた人造大理石ハイバックカウンター。
ハイバック部分は、
フラットな人造大理石一体形状。
コーキングのつなぎ目や段差をなくし、汚れをたまりにくくしました。
手ざわりもなめらかで、水はねも汚れもサッとひと拭き。
いつものお手入れが簡単におこなえ、
その美しさを長く保てます。

一般的な
カウンター
壁との段差に
汚れが
たまりがち

ハイバック
カウンター
段差なしで
汚れが
たまりにくい

シンクの奥も、コンロの奥も汚れやすいエリアのお手入れがとても簡単。

シンク奥・まわりの水はねや、洗剤ダレ、汚れもサッとひと拭き。

コンロ奥・まわりの油汚れや、
こぼれた食材もサッとひと拭き。

コンセントもすっきりと、
オプションでより便利に。
調理家電に便利な「クックコンセント
（オプション）」。
コンセントに直接水がかかりにくい設計です。カウン
ター面より上の位置に設置できます。

クックコンセント フラップカバー付
※ハイグラーナブラック、サンドブラックの場合は、
ダークグレー色になります。

060
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キッチングッズ を 直 置 きしな い 。

ハンガーアイテム

だ から 、お 手 入 れ スムーズ 、

キッチングッズをカウンターに直置きしない。
だからカウンター奥のお手入れがしやすく、調理スペースも広々。
シンクの上で水切りもできます。

調 理 スペ ース 広 々。

Element

ハイバックカウンターに標準装備のハンガーアイテム。ハイバック上部にハンギング形式でセットし、
よく使うキッチングッズを手の届きやすい高さに浮かせて納めます。

TENORカウンターの場合、ハイバックカウンターは選択できません。

ハン ガ ーアイテムで 、お 手 入 れ 、調 理 が スムーズ 。

常備品を移動することなく、カウンターの奥ま

カウンターの奥までいつも広々、調理スペース

シンク奥にセットすれば、水切りとして使用がで

でスムーズにお手入れできます。

をムダなく使えます。

きます。水ダレも気にせず使えます。

3種 類 、全 4個のハンガーアイテム（ ワイヤー仕 様 ）をハイバックカウンターに標 準 装 備 。
マルチスタンド2個と、
ラック、
マルチ水切りラッ

マルチスタンド×2

ラック

マルチ水切りラック

まな板立てに。

小物置きに。

クを装備しています。取り外しや移動も簡単で、
シンク前・調理スペース前のお好きな位置でお
使いいただけます。
※コンロ前は安全のためハンガーアイテムを取付けできません。

ふきん 掛 け、小 物 の 水 切り棚 、
フック
（2個）
と、
マルチに3役をこ
なします。
鍋蓋立てに。

レシピ立てに。

ボトルの水切りに。

洗剤置きに。

※ハンガーアイテムは、
キッチンのプラン・オプションの
追加などによっては、全て並ばない場合があります。

プレート仕様もご用意しています。
ステップ対面スリムハイバックのみ、
アルミニウム
製のプレート仕様が標準装備。ワイヤー仕様が
標準装備の壁付・造作対面ハイバックでも、オプ
ションにて対応可能です。
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マルチスタンド×2

ラック

マルチ水切りラック
（フックなし）
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ただ 美しい だ け で は な い 。
キッチン 扉として

Element

塗装扉・天然木塗装扉
日常的に熱や湿気にさらされる、温度・湿度ともに変化の激しいキッチン空間。
こうした厳しい条件下にあっても、美しさと性能が損なわれにくい、それがトクラスの
塗装扉。100年以上に亘る楽器製作で培われた塗装技術をキッチン扉に最適化しました。

適 する 塗 装 品 質 を 追 求 。
豊かな彩り、格別の質感、すべては、
リビングと調和するキッチンスタイリングのために。

鏡面塗装扉「シャインカラー」114色
日本の伝統色114色をそろえた鏡面
塗装扉「シャインカラー」。繊細な色を
手 塗りの技で再 現 、表 情 豊かな高い
鏡面性が魅力です。

グッドデザイン賞受賞「シャインカラー114色塗装扉と色選びツール」

木目のぬくもりが味わい深い天然木の塗装扉
カーリーメイプルやホワイトオーク、ウォルナットなどの稀 少な天 然 木を

艶消し塗装扉「マットフィニッシュ」

使った扉を全4シリーズラインナップ。木肌のぬくもり感や、木目の美しい流

柔らかで落ち着いた雰 囲 気を醸し出

れなど、木が持つ豊かな表情を引き出す塗装で仕上げました。鏡面塗装と

す手塗りの艶消し塗装扉。日本の暮ら

艶消し塗装の2種、エレガンスな框扉もご用意しています。

しに溶け込む色をラインナップ。白土
（はくど）
・砥粉（とのこ）
・黒炭（こくた
ん）の3色をご用意しています。
※扉裏はグレー色です。

機械には真似のできない“塗りくるみ”。
“塗りくるみ”とは、扉全体を塗料の膜
で包み込んで仕上げること。汚れが

側面も裏面も、塗りくるんでいるので
キズが付きにくく、お手入れ簡単

扉材の状態に合わせた微調整を繰
り返しながら、数多くの塗装工程を

入り込む隙間がなく、耐久性にも優

踏むことで、高い鏡面性を実現して

れています。その塗料の調合から塗

います。その柔らかな表情は、
とても

装工程全般をトクラスの熟練技術者

イメージ図

が担当し、機械だけでは実現が難し
い、高い塗装品質を実現しています。

064

鏡面を生み出す独自の塗装工 程 。

魅力的。
さらに、表面硬度が高く、平
滑性に優れているため、
キズがつきに

※マットフィニッシュは除く。

くく、
お手入れも簡単です。

065
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Element

より高く、より手 前 に 、

ベースキャビネット

大 切 にした の は 、取り出しや すさ 。

スッと取り出せること。水まわりと火まわりの両ゾーンの
「連動イン引出し」
と、調理ゾーンの
「めいっぱいワイド引出し」
で実現するベリーの適所収納力です。

ベースキャビネットの基本は、
たっぷりを、取り出しやすく収納すること。
よく使う調理アイテムほど、
より上に、
より手前に。作業ゾーンごとに使うアイテムが、
パッと見つかり、

これ は 、調 理 の ため の 収 納 。
パッと見つかる、スッと取り出せる。ベリーの適 所 収 納力。

水まわりゾーンなら

調理ゾーンなら

めいっぱい連動イン引出し（奥までシンク専用

＊

）

火まわりゾーンなら

めいっぱいワイド引出し

連動イン引出し（オプション）

ボウルやバット、背の高いボトルなどを

オタマやフライ返しなどを

フライパンも、深いお鍋も重ねない。

スッと手の届きやすい高さに。

取り出しやすい上段に。

だからパッと見つかる。

まな板・包丁は、扉裏からスッと取り出し。

お醤油・油が、中段にタップリ入ります。

取り出しやすい。
開けはじめは
下段だけが…

連動して出てくるイン引出しで、
よく使うものを上段と手前に。

イン引出しを奥に戻せば、
その下はストックゾーン。

調理ゾーン、
火まわりゾーンのどちらからでも、
サッと使える便利さです。

開け続けると
イン引出しが連動

コンロ下の連動イン引出しは時間差連動。開け続けるとイン引出し
が連動して動き、
フライパンなどが取り出しやすい仕組みです。

＊他のシンク場合は、イン引出しの形状が異なります。※収納ラックはオプションです。

「めいっぱいワイド引出し」で食洗機も、たっぷりの収納力も、
どちらもあきらめない。
上段引出し 収納量 1.5 倍（ 当社従来比）、2 段収納でもオタマも収納可能。
従来よりも

6 . 0 cmワイドに

オタマや、
フライ返しを取り出しやすい上段に。
スライドトレーの下でも
深さ10.5 cm

066

中段引出し 収納量1.25倍（当社従来比）、よく使う調味料が3本キチンと並びます。
従来よりも

5 . 4 cmワイドに

お醤油や調理油、
みりんも、
中段にピッタリ。

067

Kurashi-ORDER

収 めることも 大 切 。
居 心 地 の 良さも 大 切 。

Element

インテリアとしての収納
リビングとつながるキッチンに大切なことのひとつは、収納ユニットのインテリア性とトクラスは考えます。
それは強く主張するデザインではなく、住居の空間に溶け込む
存在であること。居室の壁面の一部のように、
また、
リビング家具の装いのように、空間全体と調和することを追求しています。

私 らしさを 表 現 できることも 大 切 。
シンプルで、テイストフルに。壁面をスタイリッシュに仕上げるための周辺収納です。

たっぷりの収納量

シルクホワイト

ダークレザー

フラットストッカー

家電ストッカー

大きな引き戸で、
フラットなアクセントウォールのような佇まいの

置き場に悩む調理家電品を、
ひとまとめにスッ

大 型 収 納です。壁 面としての存 在にふさわしい質 感を備えた、

キリと設置できます。家電収納棚には、燻（い

ダークレザー・エイジングゴールド・シルクホワイトの3種の扉を
ご用意しています。

ぶし）色のキャビネット色を採用、デザイン家
エイジングゴールド

電とも調和の良い仕上がりです。

おもてなしの場として、私らしさの場としての収納アイテムが生まれました。
違い棚ウォール
日本建築の床の間から着想を得た「違い棚ウォール」。納めるとい
うことより、見せることを楽しむための収納アイテムです。引き戸
オープンウォールとフラップウォールを組み合わせて設置します。
3色のバックボードで、
フラットストッカー扉材とコーディネート。
引き戸オープンウォールのバック
ボードは、
フラットストッカーの扉
材とカラーリンクしています。
レリーフホワイト
（シルクホワイトと合わせて）

エイジングゴールド
（同色扉と合わせて）

068

レリーフダークグレー（ダークレザーと合わせて）
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センサーで 触 れずに吐 水 、

Element

水栓一体型浄水器（センサー付）

浄 水 はトップレベルの 1 7＋5 物 質 除 去 。
※

手をかざすだけで吐水操作ができるハンドセンサー付き水栓金具と浄水器の一体型なのでシンクまわりのスペースをスッキリと有効に使えます。
また、浄水機能で、
JIS規格指定の「17物質」に加え、浄水器協会指定の「5物質」
を除去。臭気の要因も除去し、
ミネラル分は残したままのおいしい水をつくります。

いつでもおいしい 水を。
センサーコントロールで節 水も楽々、レバー操 作でたっぷりの浄 水がいつでも使えます。

センサー

手をセンサーにかざして簡単に出し止め

大きな鍋も洗いやすいL 型デザイン

洗剤や食材の付いた手でも、触れることなく水流の出し止めができ、水栓

吐水口の位置が高く、大きく広い吐水空間を確保できるデザインで、
フライ

を汚すことがありません。
こまめに止めて節水もできます。

パンやお鍋など大きな調理器具もラクに取り回すことができます。

切り替えも簡単、たっぷりの浄水が使えます。

引き出して使えるコンパクトシャワーヘッド

吐水レバーを閉じてから左側ハンドルの操作で浄水に切替。
たっぷりの浄水

シャワーヘッドを金具本体から引き出せ、
シンクの隅々まで洗い流せます。

がいつでも使えるので食材洗いにも適しています。

水の線が細く水ハネの少ないシャワー水流です。

除 去 性 能トップレベル 、
トクラス製 浄 水カートリッジを搭 載 。
※

4層マルチフィルターが、

濁り、残留塩素、総トリハロメタン、気になる3物質の同時除去を実現、臭気の要因も除去します。

JIS規格指定「17物質」
と

JIS規格指定の「17物質」とは

浄水器協会指定「5物質」を除去。
ミネラル分は残したままの
おいしい水をつくります。
浄水

中空糸膜

イオン交換体

活性炭

不織布

原水︵水道水︶

4層マルチフィルター

遊離残留塩素

濁り

溶解性鉛

CAT（農薬成分）

2-MIB（カビ臭）

総トリハロメタン

クロロホルム

ブロモジクロロメタン

ジブロモクロロメタン

ブロモホルム

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

フェノール類

ジクロロメタン

溶解性マンガン

鉄（微粒子状）

1989年にヤマハ発動機の浄水器事業
をトクラスが受け継ぎ、
日本およびインド
ネシアにも事業を展開して約30年。開発
当初からのノウハウを蓄積している社内
の研究施設で、
日々水質の分析やカート
リッジの性能について実験を行い、高品質

浄水器協会指定の「5物質」
とは
鉄（溶解性）

「歴史」が培ったノウハウがあります

アルミニウム（中性）

製品の開発を続けています。

※JIS規格指定「17物質」
に加え、浄水器協会指定「5物質」
を4層マルチフィルターで除去。／2020年10月 当社調べ 国内の主要システムキッチンメーカーにおける水栓一体型浄水器
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愛着とともに末永く使える
あなた のキッチン

淹れ立てのコーヒーの香り。気の置けない友人たちとの談笑、心地よく会話が響く家族

Set Plan
セ ットプ ラ ン

との食卓。そんな、なにげない日常をより豊かな時間にする、あなたにとってのとって
おきの場所であるために。

キッチン選びは、
もっと自由であるべきだとトクラスは考えます。
トクラスキッチン「Berry」は、あなたが想い描く 暮らし の理想から、一緒にプランニン
グし、つくりあげるキッチンです。そこに集う人たちが満足し、いつまでも愛着を持って
ご使用いただけるキッチン空間を提供いたします。

072
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Set Plan 01

Set Plan 02

Ⅰ型キッチン・ハイバックカウンター・造作対面プラン

スクエアタイプ・オープンプラン

写真セットの内容

写真セットの内容

●キッチン部：Ⅰ型（奥行650）
・スリムハイバックカウンター ＋ 笠木カウンター

●キッチン部： スクエアタイプ オープンプラン
450

●収納部：フルセットタイプ ＋ カウンタータイプ（奥行450）
・スリムワークトップ

●収納部：ミドルセットストッカー ＋ ビルトイン家電収納（奥行450）
2736

扉シリーズ＆カラー： シャインカラー・胡桃染（くるみぞめ）、取手：ロングバー取手・シルバー、
カウンター：グラーナⅡ・マーブルホワイト、

扉シリーズ＆カラー：クラフトオーク・ホワイトクラフト、取手：クラフトオーク専用取手・シルバー、
カウンター：ハイグラーナ・ハイグラーナホワイト、
シンク：BSシンク・ホワイト

シンク： 奥までシンク・ソルベブルー、笠木カウンター： ハイグラーナ・ハイグラーナホワイト

3036
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Set Plan 03

Set Plan 04

Ⅰ型キッチン・ハイバックカウンター

スクエアタイプ-C・オープンプラン

写真セットの内容

写真セットの内容

●キッチン部：Ⅰ型（奥行650）
・ハイバックカウンター

●キッチン部： スクエアタイプ-C オ−プンプラン

●収納部： 引き戸ストッカー ＋ 家電ストッカー（奥行450）
扉シリーズ＆カラー： マットオーク・ダークオーク、取手：ライン取手・シルバー、

1818

カウンター： グラーナⅡ・ピュアホワイト、
シンク： 奥までシンク・シックベージュ
900

扉シリーズ・カラー： Nシリーズ・ライトオーク、
カウンター： ニューグラーナ・ニューグラーナホワイト、
シンク： 奥までシンク・カフェベージュ

2700
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450 750
500

700
2350
1050

657
652

452
850

1050 300 750
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452

●収納部： カウンタータイプ（奥行450）＋ 冷蔵庫上収納（奥行650）

2100

18 600
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750

1050

18

750 18 900

900

900

077

Set Plan 06

Set Plan 05

Ⅰ型キッチン・ハイバックカウンター

ステップ対面（パネルタイプ）
・ハイバックカウンター・ガラスパーティションプラン

写真セットの内容

写真セットの内容

●キッチン部： ステップ対面・ハイバックカウンター パネルタイプ

●キッチン部：Ⅰ型（奥行650）
・ハイバックカウンター

375

●収納部： ハイカウンタータイプ（奥行500）

2718

扉シリーズ＆カラー： Yシリーズ／リファインドモカ、取手：ロングバー取手・ブラック、
カウンター：ハイグラーナ・ハイグラーナブラック、

500

シンク：奥までシンク・グレー、笠木カウンター：ハイグラーナ・ハイグラーナブラック

900

900

18

900 18

1025

078

1050

750

750

900

900

900 18

1650

600
9
2350

855

2586

657

1025

1050
18 450

452
2586

900

700
2578

18

扉シリーズ＆カラー： キッチン部／シャインカラー・黒紅（くろべに）、収納部／シャインカラー・灰桜（はいざくら）、
取手：ロングバー取手・シルバー、
カウンター：グラーナⅡ・マーブルホワイト、
シンク： Bシンク・グレー

400
9

1060

●収納部：フルセットタイプ ＋ ハイカウンタータイプ（奥行450）

900

450 750 18

18 750

900

900 18
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Set Plan 07

Set Plan 08

Ⅰ型キッチン・ハイバックカウンター

Ⅰ型キッチン（奥行600）

写真セットの内容

写真セットの内容

●キッチン部：Ⅰ型（奥行650）
・ハイバックカウンター ＋ 冷蔵庫上収納（奥行650）

●キッチン部：Ⅰ型（奥行600）＋ ハイカウンター・コーナータイプ（奥行530）

●収納部： ハイカウンター・ペニンシュラタイプ（奥行530）

●収納部： カップボード
（奥行350）

扉シリーズ・カラー： キッチン部／Nシリーズ・ペールメープル、収納部／Nシリーズ・ミディアムチーク、
カウンター： ニューグラーナ・ニューグラーナファインベージュ、
シンク： Ｇ2シンク・カフェベージュ
18 750 18 900

900

カウンター： ニューグラーナ・ニューグラーナホワイト、
シンク： Ａシンク・グレー
18 750

900

700
9

400
2586

1050

080

750

900

1025
18

900

900

750 18

652

530

900

2350

1386

1025
18 600

850
768

600

750 18 900

500

1050

2465

扉シリーズ・カラー： Dシリーズ・ミッドナイトブルー、

3486

530

750 450 750

900

530

352

1818

900 18
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Set Plan 09

Set Plan 10

Ⅰ型キッチン・ハイバックカウンター・造作対面プラン

Ｌ型キッチン・標準カウンター

写真セットの内容

写真セットの内容

●キッチン部： L型キッチン＋フルセットタイプ

●キッチン部：Ⅰ型（奥行650）
・ハイバックカウンター ＋ 笠木カウンター

●収納部： ワーキングカウンター アイランドタイプ（奥行750）
扉シリーズ・カラー： キッチン部／シャインカラー・桜色（さくらいろ）、
ワーキングカウンター／シャインカラー・曙色（あけぼのいろ）、

2100

2568

18
900

カウンター： アートグラーナ・アートグラーナホワイト、
シンク： Bシンク・ホワイト
18

1350

600 600

●収納部：カウンタータイプ（奥行500）

375

シンク：Bシンク・カフェベージュ、笠木カウンター：アートグラーナ・アートグラーナベージュ
900

600 300 900 300

900

750

652

2350

18 1050

082

850
600

900

900

900 300

18 900

18 750

750 18

900

500

18
700
9

700

850

2568

扉シリーズ＆カラー：シャインカラー・蜜柑茶（みかんちゃ）、
カウンター：グラーナⅡ・ピュアホワイト、

652
750

1536

1050

850
18 1050

750

750

900

750

2568

657

900 18
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Set Plan 11

Set Plan 12

スクエアタイプ・オープンプラン

ステップ対面・ハイバックカウンター・ガラスパーティションプラン

写真セットの内容

写真セットの内容

●キッチン部： スクエアタイプ オープンプラン

●キッチン部： ステップ対面・ハイバックカウンター収納タイプガラスパーティションプラン
●収納部： スライドストッカー ＋ ハイカウンタータイプ（奥行450）

●収納部： カウンタータイプ
扉シリーズ＆カラー： キッチン部／マットオーク・ブラックオーク、収納部／シャインカラー・深蘇芳（こきすおう）、
取手：ロングバー取手・シルバー、
カウンター： アートグラーナ・アートグラーナホワイト、
シンク： H2シンク・セサミグレー

900

900

900

900

18 1050

084

850
750

750

900

900

900

900 18

600
9

452

2350
2593

652
1010

452
2700

カウンター：グラーナⅡ・ピュアホワイト、
シンク： G2シンク・グレー、笠木カウンター： アートグラーナ・アートグラーナベージュ

18
600
9

850

扉シリーズ＆カラー： キッチン部／Qシリーズ・グロウミディアム、収納部／Dシリーズ・フローズンホワイト、

3618

1060

1025
750

750

1050

18

1800

1010

2578

900
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Set Plan 13

Set Plan 14

スクエアタイプ-U・マーブルファミリーシンク・オープンプラン

スクエアタイプ-C・L型プラン

写真セットの内容

写真セットの内容

●キッチン部： スクエアタイプ-U・マーブルファミリーシンクオープンプラン

●キッチン部： スクエアタイプ-C L型プラン

●収納部： カウンタータイプ（奥行500・ロングウォール）

375

扉シリーズ＆カラー： キッチン部／シャインカラー・水浅葱（みずあさぎ）、収納部／シャインカラー・胡粉（ごふん）、

18

900

900

扉シリーズ・カラー： キッチン部／ Qシリーズ・グロウダーク、収納部／ Qシリーズ・グロウホワイト、

500

カウンター：グラーナⅡ・マーブルホワイト、
シンク： マーブルファミリーシンク・グレー

カウンター： ニューグラーナ・ニューグラーナホワイト、
シンク： BSシンク・カフェベージュ

900

750 18 750

086

750

900 18

18 900

900

900

768

1745

400

894

750

375

600 18

9

850

1368

500

900

850

452

●収納部： ハイカウンターコーナータイプ（奥行450）＋ 冷蔵庫上収納（奥行650）

2718

652

2550

750

2128

1025

850
750

900

750 450

900

18

750 18 750

600

750
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扉シリ ー ズ
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ドル チェ エックス

キッチンパネル

オープンキッチンの新たな可能性、極みの限りなき追求。その結実のカタチ、DOLCE X 。

カウンター・シンク

キッチンは、生活のメインステージである、だからこそ、最高に気持ちのいい場所であるべきだ、
トクラスはそう考え、その実現に挑み続けています。
素材、機能、仕様、デザインを極める限りなき追求、オープンキッチンをコアとする理想的な住空間への挑戦。
そうしたチャレンジの成果が、独創性というカタチに結実しています。DOLCE X、それはトクラスからの新しい可能性と価値観の提案です。

ベースキャビネット
ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
照 明オプション
周辺収納
アイレベル用

居 心 地 の 良 さを 考 える 。

伝統と最先端の美しい共演

ドルチェ X ハイバックアイランド
●キッチン部： W2550 ハイバックアイランド 食洗機プラン
●収納部： W3600 カウンタータイプ（奥行500）

リビングからは、日本の伝統的な美しい屏風を思わせる家具的な表情。

扉シリーズ ＆カラー：キッチン部 ／ ハイグレイン・焦 茶、収 納 部 ／シャイン

キッチン側には、手元を隠したハイバックカウンターを搭載。

カラー・利休白茶（りきゅうしらちゃ）、カウンター：グラーナⅡ・マーブルホワイト、

足元の軽やかなデザインがより開放感を演出します。
凛とした存在感が美しいハイバックアイランドの誕生です。

鏡 面と曲面が創り出す美しさ

Styling
ス タイリン グ

シンク：B シンク・ホワイト、笠 木カウンター：ハ イグラーナ・ハ イグラーナ
ホワイト、レンジフード：センターフード、コンロ・IH：ワイド 3 口 IH ヒーター、
水栓金具：水栓一体型浄水器、食洗機：浅型食洗機・扉面材タイプ

ドルチェ X ラウンドタイプ オープンプラン
●キッチン部： W2700 ラウンドタイプ オープンプラン シェルフタイプ
●収納部： W2700 + W2700 フルセットタイプ（奥行 650 ）

日本の伝統色である深紅の鏡面塗装扉でしつらえたラウンドタイプ。

扉シリーズ ＆カラー：シャインカラー・深 紅（こきくれ な い ）、カウンター：

シャインカラーの鏡のようななめらかさが、特徴的なアールを描く曲面をさらに魅力的に。

グラーナⅡ・マーブルホワイト、シンク：R シンク・セサミグレー、サブシンク・

光の加減によってさまざまに変化する表情と映し出される陰影。
美しい鏡面と曲面のコラボレーションをお楽しみください。

088

セサミグレー、レンジフード：サイドフード、コンロ・I H：ワイド 3 口 I H ヒー
ター、水栓金具：グースネックハンドシャワー水栓／サブシンク用水栓、食洗機：
浅型食洗機・扉面材タイプ

089

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（5/2） ライン取手
（Q）

焦茶／こげちゃ

墨染／すみぞめ

専用取手
（I）

天然ホワイトオーク材の木目と質感を活かし、ナチュラルで温かみのある
雰囲気に仕上げた框扉のシリーズです。
（ 一部扉は框仕様になりません。）

ホワイトクラフト

グレイッシュクラフト

ミディアムクラフト

リアルウッド［天然木突板塗装／艶消し］

鏡板・框：天然木突板塗装 / 艶消し
木口：四方框組
裏面：天然木突板塗装 / 艶消し

グリーンクラフト

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（5/2） ライン取手
（Q）

より木質感を感じることができるように半板目の突板に、
木目の抑揚や照りといった表情を活かした塗装をほどこした扉シリーズです。

リアルオーク

納期 ： 約3週間以上※

シャインカラー ［塗装／鏡面］

表面：塗装 / 艶消し
木口：表面一体
裏面：樹脂シート(グレー)

黒炭／こくたん

（Q）
ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（5/2） ライン取手

日本の伝統色が持つ微妙なニュアンスの違いを表現した、
深みのある色調の鏡面塗装扉シリーズです。

納期 ： 約3週間以上※

表面：塗装 / 鏡面
木口：表面一体
裏面：塗装 / 艶消し
（同色）

雪白／せっぱく

銀箔／ぎんぱく

生成色／きなりいろ

桜色／さくらいろ

洒落柿／しゃれがき

呂黒／ろこく

薄赤銅色／うすしゃくどういろ

錆茶／さびちゃ

紅鳶／べにとび

雀茶／すずめちゃ

薄黄色／うすきいろ

苔色／こけいろ

淡水色／うすみずいろ

藤色／ふじいろ

撫子色／なでしこいろ

深支子／こきくちなし

藍媚茶／あいこびちゃ

瑠璃紺／るりこん

深紫／ふかむらさき

深紅／こきくれない

納期 ： 約3週間以上※

表面：天然木突板塗装 / 艶消し
木口：四方天然木突板塗装 / 艶消し
裏面：人工木塗装 / 艶消し

リアルウォルナット

注 隣り合う扉は、木目柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

マットオーク［天然木突板塗装／艶消し］

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（5/2） ライン取手
（Q）

天然ホワイトオーク材の木目と質感を活かし、
柔らかな肌触りと艶を抑えた落ち着きのある表情の扉シリーズです。

ナチュラルオーク

砥粉／とのこ

納期 ： 約3週間以上※

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
アイレベル用
照 明オプション

クラフトオーク［天然木突板塗装／艶消し］

柔らかで落ち着いた雰囲気を醸し出す艶消しの塗装です。
床や建具に合わせて選んでいただけるようベーシックな３色をご用意しました。

白土／はくど

紅殻／べんがら

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（5/2） ライン取手
（Q）

ベースキャビネット

木地蝋／きじろ

表面：天然木突板塗装 / 鏡面
木口：四方天然木突板塗装/ 鏡面
裏面：天然木突板塗装 / 艶消し

マットフィニッシュ［塗装／艶消し］

カウンター・シンク

希少なカーリーメープルの天然木ならではの美しい縞目を活かした、
深みのある漆工芸調の高級鏡面塗装仕上げです。

納期 ： 約3週間以上※

キッチンパネル

ハイグレイン［天然木突板塗装／鏡面］

扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

扉シリーズ

ダークオーク

納期 ： 約3週間以上※

表面：天然木突板塗装/ 艶消し
木口：四方天然木突板塗装/ 艶消し
裏面：天然木突板塗装/ 艶消し

ブラックオーク

注 隣り合う扉は、木目柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

天然木突板扉に関する味わいについて（ハイグレイン、クラフトオーク、リアルウッド、マットオーク）
一本一本性質が異なる天然木の味わいとして、扉の色合いや木目に若干の色のバラツキや変色、天然木ならではの現象として節などが現れます。

色のバラツキ

ガム・入皮（いりかわ）

節（ふし）

青太（あおた）など

ゲジ

色の濃淡

虎斑（とらふ）

樹木の個体差により、見本
と比べ、若干の色のバラツ
キが生じます。邸毎に色合
わせを行います。

樹木の糖分が固まったガ
ム、表皮が内部に残った
入皮など、濃い筋のよう
な模様が生じます。

樹木の枝の成長状況に
より発生いたします。

樹木の成長過程における
年毎の状況の差により、年
輪の特定部分に色の青味
や赤味が生じます。

樹木の成長で生じるねじ
れにより、繊維方向が変
わり、光の反射が異なる
部分が生じます。

樹木の成長過程におけ
る日照時間の差により、
年輪の部分部分によって
色の濃淡が生じます。

オーク材（ブナ科）特有の
紋様で、虎の毛のような白
い斑点状の模様が木目を
横切って入ります。

曲がり

樹木の成長状況により、
木目の 曲 がりが 生じま
す。

※ 納期について 記載の納期はおおよその目安です。時期や仕様、
お届け先により異なります。
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扉シリーズ／シャインカラー114色ラインナップ
グッドデザイン賞受賞「シャインカラー114色塗装扉と色選びツール」

グレ ー

ブ ラウン

オ レ ン ジ レ ッド

オレ ン ジ

イエロ ー

ラ イト グ リ ー ン

ブ ル ーグリーン

パ ープル

パ ー プ ル レ ッド

114色のカラーパレットから、
「私らしさ」
の色が見つかります。
ヨコ ヨコ軸は色相、好みの色合いで選びます。

周辺の近い色を
見比べて選びます。

カウンター・シンク

周辺

キッチンパネル

代表色

白を選ぶ

灰白 /
はいじろ

生成色 /
きなりいろ

灰桜 /
はいざくら

薄桜 /
うすざくら

桜色 /
さくらいろ

鴇羽色 /
ときはいろ

薄卵色 /
うすたまごいろ

練色 /
ねりいろ

薄柿 /
うすがき

鳥の子色 /
とりのこいろ

白緑 /
びゃくりょく

若菜色 /
わかないろ

藍白 /
あいじろ

猫柳 /
ねこやなぎ

淡水色 /
うすみずいろ

水浅葱 /
みずあさぎ

白菫 /
しろすみれ

薄藤 /
うすふじ

タテ

白蘇芳 /
しろすおう

梅色 /
うめいろ

薄紅梅 /
うすこうばい

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

素色 /
そしょく

ベースキャビネット

胡粉 /
ごふん

タテ軸 は 濃 淡︑
好 み や イ ンテ リ ア に
あわせ て明るさを
選 び ま す︒

ふ わ っと

雪白 /
せっぱく

たとえば、桜色を中心にみてみると…
淡

錫色 /
すずいろ

砂色 /
すないろ

潤色 /
うるみいろ

石竹色 /
せきちくいろ

珊瑚朱色 /
さんごしゅいろ

白橡 /
しろつるばみ

薄黄色 /
うすきいろ

青朽葉 /
あおくちば

青白橡 /
あおしろつるばみ

水色 /
みずいろ

勿忘草色 /
わすれなぐさいろ

藤色 /
ふじいろ

撫子色 /
なでしこいろ

桃花色 /
ももはないろ

親しみやすい「桜色」、柔らかなふんわり感。
薄桜 /
うすざくら

黄
桜色 /
さくらいろ

色を挿す

灰色 /
はいいろ

利休白茶 /
りきゅうしらちゃ

胡桃染 /くるみぞめ

曙色 /
あけぼのいろ

鉛丹色 /
えんたんいろ

洒落柿 /
しゃれがき

支子色 /
くちなしいろ

若芽色 /
わかめいろ

淡萌黄 /
うすもえぎ

錆浅葱 /
さびあさぎ

空色 /
そらいろ

楝色 /
おうちいろ

浅蘇芳 /
あさすおう

莟紅梅 /
つぼみこうばい

鳶色 /
とびいろ

柴染 /
ふしぞめ

薄紅 /
うすべに

紅樺色 /
べにかばいろ

蜜柑茶 /
みかんちゃ

藁色 /
わらいろ

鶸色 /
ひわいろ

苔色 /
こけいろ

青碧 /
せいへき

露草色 /
つゆくさいろ

錆桔梗 /
さびききょう

中蘇芳 /
なかずおう

薄柿 /
うすがき

同じ色の明るさで、黄味のある
「薄柿」
に。

石竹色 /
せきちくいろ
素鼠 /
すねず

鴇羽色 /
ときはいろ

珊瑚朱色 /
さんごしゅいろ

苺色 /
いちごいろ

鮮やかな「薄紅」のアクセントで印象的に。

曙色 /
鉛丹色 /
あけぼのいろ えんたんいろ

薄柿/うすがきの由来
「洒落柿（しゃれがき）」
よりもさらに薄
薄墨色 /
うすずみいろ

伽羅色 /
きゃらいろ

羊羹色 /
ようかんいろ

長春色 /
ちょうしゅんいろ

紅鳶 /
べにとび

樺茶 /
かばちゃ

深支子 /
こきくちなし

鶸茶 /
ひわちゃ

海松色 /
みるいろ

錆納戸 /
さびなんど

深縹 /
こきはなだ

茄子紺 /
なすこん

蘇芳色 /
すおういろ

薄紅 /
うすべに

紅/
くれない

紅樺色 /
べにかばいろ

い、ごく淡い柿色をいう。18世紀後半
の江戸期に帷子（かたびら：ひとえの
着物）の染め色として流行した。現代
でも和装の色名として使われている。

落ち着き
墨色 /
すみいろ

千歳茶 /
せんざいちゃ

錆茶 /
さびちゃ

蘇芳香 /
すおうこう

紅檜皮 /
べにひわだ

雀茶 /
すずめちゃ

菜種油色 /
なたねゆいろ

鶯色 /
うぐいすいろ

青丹 /
あおに

天鵞絨 /
びろうど

濃藍 /
こいあい

深紫 /
ふかむらさき

錆朱 /
さびしゅ

深紅 /
こきくれない

深みのある「蘇芳香」で落ち着きを。

長春色 /
紅鳶 /
ちょうしゅんいろ べにとび

一色一色に、
素敵な和名と
由来があります。

銀箔 /
ぎんぱく

薄赤銅色 /
うすしゃくどういろ

滅赤 /
けしあか

檜皮色 /
ひわだいろ

煤竹色 /
すすたけいろ

藍海松茶 /
あいみるちゃ

瑠璃紺 /
るりこん

深蘇芳 /
こきすおう

黒緋 /
くろあけ

蘇芳香 /
すおうこう

紅檜皮 /
べにひわだ

日本の伝統色とは…
飛鳥、奈良時代から、ほぼ明治・大正時代までの
古文書や資料に色名や染色方法が記録されて
滅赤 /
けしあか

檜皮色 /
ひわだいろ

族や公家を中心とした宮廷文化に支えられ、江
戸以降は庶民を中心にさまざまな芸能や流行

黒を選ぶ

と結びつき独自の色彩文化が花開きました。
呂黒 /
ろこく

皂色 /
くりいろ

黒茶 /
くろちゃ

憲法染 /
けんぽうぞめ

璃寛茶 /
りかんちゃ

藍媚茶 /
あいこびちゃ

黒緑 /
くろみどり

褐色 /
かちいろ

黒紫 /
くろむらさき

黒紅 /
くろべに

黒鳶 /
くろとび

濃
黒茶 / くろちゃ

092

いる色をさします。奈良、平安から室町までは貴

シャインカラーで は、日本 の 伝 統 色 の 中 から、現 代 の
住 空 間 に 合う1 1 4 色を厳 選しました 。
（一 部 の 色 名 は
新しく考案しています。）
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ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（R/T）

ライン取手
（F）

絹鼠／きぬねず

菜の花色／なのはないろ

藍色／あいいろ

黒漆／くろうるし

栗皮色／くりかわいろ

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（R/T）

ライン取手
（F）

ナチュラルで深みのある木目柄を鏡面に仕上げました。

表面：PETシート / 鏡面
木口：左右R形状、上下ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

上質なグレード感を醸し出す扉シリーズです。

グロウホワイト

グロウミディアム

納期 ： 約1週間以上※

グロウダーク

ベースキャビネット

白練／しろねり

表面：着色樹脂層 / 鏡面
木口：表面一体
裏面：樹脂シート(グレー)

Qシリーズ［PETシート（EBコート）／鏡面］

カウンター・シンク

ピアノ製作で培った鏡面塗装技術を応用、日本の伝統色を透明感あふれる輝きで、
側面まで継ぎ目なくなめらかに仕上げました。

納期 ： 約2週間以上※

キッチンパネル

Xシリーズ ［着色樹脂層塗装／鏡面］

扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

扉シリーズ

注 隣り合う扉は、木目柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（R/T）

ライン取手
（F）

鏡面ならではの深みと光の加減を、
ランダムクロス柄でドラマチックに
演出する新しい鏡面扉シリーズ。

フローズンホワイト

コーラルピンク

サフランイエロー

ミッドナイトブルー

納期 ： 約1週間以上※

表面：PETシート
（EBコート）/ 鏡面
木口：左右R形状、上下ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

ワインレッド

フォレストグリーン

Nシリーズ ［オレフィンシート（EBコート）／艶消し］

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（R/T）

ライン取手
（F）

4種類の樹木の素材感にこだわり、豊かな木目柄と色調を表現。

ライトオーク

ミディアムチーク

納期 ： 約1週間以上※

表面：オレフィンシート
（EBコート）/ 艶消し
木口：左右R形状、上下ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

インテリアとして楽しめるシリーズです。

ペールメープル

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
照 明オプション
周辺収納
アイレベル用

Dシリーズ ［PETシート（EBコート）／鏡面］

ダークウォルナット

注 隣り合う扉は、木目柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

Sシリーズ ［PETシート／鏡面・艶消し］

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（R/T）

柄の無い白無地仕上げのシンプルテイストの扉シリーズ。
さわやかな清潔感、柔らかさにあふれる扉シリーズです。

ベーシックホワイト
［鏡面］

ライン取手
（F）

納期 ： 約1週間以上※

表面：PETシート / 鏡面
木口：左右R形状、上下ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

シルクホワイト
［艶消し］

Yシリーズ ［オレフィンシート／艶消し］

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（R/T）

エイジングを施したような落ち着いた雰囲気と、大柄な木目節目の
表情が魅力の木目柄シリーズです。

リファインドホワイト

ライン取手
（F）

納期 ： 約1週間以上※

表面：オレフィンシート / 艶消し
木口：四方ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

リファインドモカ

注 隣り合う扉は、木目柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

Zシリーズ ［オレフィンシート／艶消し］

ソリッド取手
（S/D） ロングバー取手（R/T）

グレード感漂う素材を厳選し、高級感を表現した扉。
深みのある素材の表情が上質なインテリア空間を実現します。

グレーストーン

ダークレザー

エイジングゴールド

ライン取手
（F）

納期 ： 約1週間以上※

表面：オレフィンシート / 艶消し
木口：四方ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

Eシリーズ ［オレフィンシート／艶消し］

ロングバー取手
（R）

明るいパステルカラーをやわらかなトーンで仕上げました。
キッチンを爽やかで軽快なイメージに演出します。

ソフトホワイト

納期 ： 約1週間以上※

表面：オレフィンシート / 艶消し
木口：四方ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

ソフトオレンジ

注 隣り合う扉は柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

Cシリーズ［オレフィンシート／艶消し］

ロングバー取手
（R）

チェリー材の木目柄を持つ扉シリーズ。
ナチュラルな表情が、落ち着いた空間を演出します。

ライトチェリー

ブラウンチェリー

納期 ： 約1週間以上※

表面：オレフィンシート / 艶消し
木口：四方ABS樹脂
裏面：樹脂シート(グレー)

ダークチェリー

※ 納期について 記載の納期はおおよその目安です。時期や仕様、
お届け先により異なります。
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取手（キッチン側）

＊ ダイニング側はライン取手（シルバー）
になります。

キャビネットカラー

オープンキッチンのオープンシェルフ、
引き戸オープンウォール、手元棚ウォールなどの

キャビネットの用途にあわせ、適所に

オープン棚部の背板に使用しています。扉カラーにあわせて3色をご用意しています。

適したカラーを配しています。

ハイグレイン

＊
ロングバー取手（5）

カウンター・シンク

手塗りグレード

バックボード

キッチンパネル

シリーズグレード

扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

扉シリーズ対応取手

ロングバー取手（2）

ベースキャビネット

●オープンシェルフ

リアルウッド

クラフトオーク

レリーフホワイト
ライン取手（Q）

古材のような立体感のあるレリーフで、
ペールグレーからホワイトへのカラートーンの変化が楽しめます。

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

燻（いぶし）色
上質感のあるダークウォームグレーの仕上がりです。

●引き戸オープンウォール
※専用取手のみ

＊
ソリッド取手（S）

シャインカラー

マットフィニッシュ

ソリッド取手（D）

レリーフダークグレー
古材のような立体感のあるレリーフで、
ミディアムからダークへのグレートーンの変化が楽しめます。

マットオーク

グレー

●手元棚ウォール

清潔感のあるオーソドックスな仕上がりです。
キャビネットカラーは、
キャビネットの種類により使用し
ているカラーが異なります。
カラーの選択はできません。

クラフトオーク専用取手（I）
エイジングゴールド
時を重ねて深みをました金屏風を思わせるカラーです。
さまざまな濃さのゴールドによる変化が楽しめます。

Xシリーズ

＊
ロングバー取手（R）

Dシリーズ

Sシリーズ

ロングバー取手（T）

Qシリーズ

キッチンパネル
SQ

陶器のような滑らかで落ち着い
た素材感の中に、
クロスレリーフ
が浮き上がるように見えるパネ
ルです。

ライン取手（F）

Nシリーズ

Yシリーズ

レリーフベージュ

Zシリーズ

表面は、光沢のある滑らかな仕
上がり。光の加減によって、自然
石のような素材感が浮き上がる
パネルです。

撥油塗装

キッチンパネルの表面を、
撥油塗装で仕上げました。油をはじくので、
汚れも簡単に拭き取れます。

ソリッド取手（S）

＊

Eシリーズ

レリーフブラウン

パールホワイト

パールブラック

キッチンパネル枠のカラーは2色

ソリッド取手（D）

Cシリーズ

ホワイト

シルバー

シルク調マット仕上げの艶消し
タイプ。光の加減によって、自然
石のような素材感が浮き上がる
パネルです。

マットホワイト

マットブラック

UK

和紙のようなしっとりとした柔ら
かな素材感を持つ、落ち着いた
雰囲気のパネルです。

ロングバー取手（R）
キッチンパネル枠のカラーは2色

扉のお手入れ
手塗りグレード、Xシリーズは
側面までの塗膜が、
D・S・Q・N・
Y・Z・E・Cシリーズは樹脂シー
トの表面コートが扉の表面を
保護しているので、油汚れが内
部に浸透するのを防ぎます。

手塗りグレードの
ガラス扉は飛散防止ガラス
手 塗りグレード6シリーズに
は、ガラスの裏面にフィルム加
工した飛散防止ガラスを採用。
破損した場合でも破片が飛び
散りません。
フロスト調でイン
テリア性にも優れています。

X・D・S・Q・N・Y・Z・E・C
シリーズは
半透明樹脂面材扉
半透明の樹脂素材なので、収
納の有 無が 確 認できます。ま
た、インテリア性にも優れた扉
です。

ホワイト

シルバー

ファイバーホワイト

モザイクタイルを思わせるカラフ
ルなパステルカラーのパターン。
明るく軽やかな雰囲気を演出す
るパネルです。

ホワイトをベースにナチュラルグ
レーの砂目パターンを配していま
す。天然石を思わせる温かみのあ
る雰囲気のパネルです。

モザイク

サンドホワイト
陶器のような滑らかな質感のワッ
フルパターンのレリーフが、
しっと
りと光を反射させます。清潔感の
ある表情豊かなパネルです。

グリッドホワイト

096

ファイバーベージュ

グレード感漂う白色系の大理石
「ビアンコカララ」を表現しまし
た。上質かつ清潔感あるインテリ
ア空間を実現します。

ビアンコ
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納期 ： 約3週間以上※

納期 ： 約1週間以上※

独自の樹脂粒子の配合によって、御影石のような重厚な質感を備えたシリーズです。

鋳物の鉄肌感をたたえた
高質なブラック。

造作対面用の人造大理石
笠木カウンターを
ご用意しています。

カウンター・シンク

アイアンブラック

ハイグラーナ

キッチンパネル

TENOR

扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

カウンターカラー

袖壁・腰壁を使った対面レイアウトも人造大理石

金茶系の下地層に黒を重ねて、

の笠木カウンターを使って、お手入れ簡単で、一

奥深い濃色を実現しました。
重厚な趣を添えています。

ハイグラーナホワイト

ハイグラーナブラック

アートグラーナ

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

アイアンブラック

ベースキャビネット

体感のある仕上がりにできます。

エンボス仕上げのテクスチャーも

納期 ： 約1週間以上※

白色で大 粒な粒 子を配し、和 紙のような落ち着いた質 感を備えたシリーズです。

Ⅰ 型笠木カウンター

フレークシルバー
銀彩(ぎんだみ)陶磁を思わせる、
典雅なシルバー。
光の色や見る角度で、

アートグラーナホワイト

アートグラーナベージュ

明暗豊かに表情が変化します。
表面の細かなシボが放つ、

グラーナⅡ

柔らかな輝きも魅力です。

納期 ： 約1週間以上※

清潔感がある無地仕上げのマーブルホワイトと、細かな粒子を配したピュアホワイト。ぬくもりと深みのある質感を備えたシリーズです。

L 型笠木カウンター

オイルガードパネルのご注意
オープンプランの場合に付属するオイルガードパネルは、
プランとカウンターの種類により仕様が異なります。
透明強化ガラス板

フレークシルバー

バーストブラウン

TENOR・スリムフラットタイプ-X
マーブルホワイト

ピュアホワイト

半透明樹脂板

釉薬をかけずに高温で焼成した、
焼き締め陶の風合い。
温かみのある桟切［ムラ］の陰影や

サンドグラーナ

胡麻［黒点］の意匠を思わせる
グラデーション仕上げです。

納期 ： 約1週間以上※

落ち着きを感じさせるダーク系カラーを柔らかな表情に仕上げました。
シックで温かな質感を備えたシリーズです。
ハイグラーナ・アートグラーナ・グラーナⅡ
半透明樹脂板
バーストブラウン

サンドブラック

ソルティホワイト

サンドグレージュ

ニューグラーナ

珊瑚を思わせる透明感ある白は、
ウッド調の家具や麻のラグマット、

サンドグラーナ・ニューグラーナ

納期 ： 約1週間以上※

様々な色粒子を配しソフトな色合いに仕上げたニューグラーナ。親しみやすく温かな質感を備えたシリーズです。

バックガードカバー
バックガードカバーは、D600では付属、D650で
はオプションとなります。

（写真はD600）

観葉植物がレイアウトされた空間に
映えます。
ナチュラルが心地いい、
自然とともにある日々を愛する人に。

ソルティホワイト

ニューグラーナホワイト

ニューグラーナファインベージュ

※ 納期について 記載の納期はおおよその目安です。時期や仕様、
お届け先により異なります。
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扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

カウンターデザイン

キッチンパネル

トクラスの人造大理石のポイント

カウンター形状

4つの安心感

フロント形状

カウンター・シンク

厚 みと重 厚 感 のある「 ベーシックワー ク

汚れ、
キズ、衝撃、熱に強く、

トップ 」と、スリムで 軽 快 な 印 象を与える

気兼ねなく、
いつも美しく使えます。

「スリムワークトップ」の2タイプをご用意し
ています。
また、壁付・ステップ対面用カウン

ベースキャビネット

ターには実用性を重視した「水返しあり」形
状、
フラットオープン・周辺収納用カウンター
にはスッキリとした「水返しなし」形状で適

ベーシックワークトップ
水返しあり

スリムワークトップ
水返しあり

材適所のデザインになっています。

汚れにつよい

水返しとは…
カウンター手前部にもうけた段差のこと。調理

キズにつよい

人造大理石はお手入れカンタンが魅力の素材。調味料などの汚れが染み込みにくいので、毎日の

傷つきにくい素材ですが、万が一キズがついてしまっても、細かいスリキズならナイロンタワシで、浅

お手入れは、水拭きだけで清潔さを保てます。油汚れも中性洗剤でさっと落とせます。

いキズならサンドペーパーでこすれば補修可能。長年の使用後も表面研磨でリニューアル可能です。

中などにうっかりこぼした液体が床までこぼれ

※ お手入れした部分は、光の具合や見る角度により、
ツヤムラが見える場合があります。
※ TENORはサンドペーパーでの研削（リニューアル）
はできません。

にくくします。

液体

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

スリムワークトップ用
化粧金具

水返し

ベーシックワークトップ
水返しなし

スリムワークトップ
水返しなし
スリムワークトップ用
化粧金具

バックガード形状

衝撃につよい

熱につよい※

ウォールキャビネットから缶詰を落としてしまっても割れにくい厚みと特性を備えています。重さ

カウンターは350 Cに空焼きしたフライパンを10分間放置しても、割れたり変色しにくい特性を

198gの鋼球を1mの高さから落としても割れないことが実証されています。(当社実験結果)

備えています。
シンクは、沸騰したお湯を流しても、
ステンレスシンクのような熱膨張による音の
発生がありません。(当社実験結果)

標準カウンターとハイバックカウンター。カ

※長く美しくカウンターをお使いいただくために、日常での使用には鍋敷をお使いください。
※L型タイプカウンターの場合、カウンター接合部および周辺に熱い鍋を直接置かないでください。接合部がひびわれたり外れたりする場合があります。
※熱湯を直接排水口に流さないでください。排水管・部品の変形や破損の原因となります。熱湯は水を流しながら捨ててください。

ウンター奥のバックガード高は、2タイプを
ご用意しています。ハイバックカウンターは、
隙間や段差がない一体形状に仕上げている

なめらかな形状

ので、
お手入れの簡単さが大きな特徴です。
●TENORカウンターの場合、

標準カウンター

ハイバックカウンター

ハイバックカウンターは選択できません。

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。
シームレス接合
人造大理石カウンターとマーブルシンクはシー
ムレス接合。
接合部分に隙間や段差もないので、
汚れがたまる心配もなく、
お手入れも簡単です。

ハイバック

サイド形状

シームレス接合

壁付けプランのカウンターサイドの仕上が
りは、2つのタイプをご用意しています。化粧
サイドパネルがカウンターエンドの外側に
付く
カウン
「サイドパネル勝ち」形 状 、と、

ハイバックカウンター

ターが化粧サイドパネルの上に乗る「カウ
ンター勝ち」形状です。

サイドパネル勝ち
（ベーシック・スリム）

カウンター勝ち
（スリムのみ）
フリーカウンター

100

排水部分も一体成形

カウンター奥のバックガード部を高く立ち上

排水部分は、つなぎ目のない一体成形。なめ

げました。
なめらかな人造大理石一体形状で、

らかな形状で、
お手入れ簡単に清潔さが保てま

隙間や段差がなく、汚れがたまりにくいので、
お手入れがとても簡単になります。

す。
排水フタも同系色※で仕上げました。

一体成形

※排水フタはマーブルシンクと製法が異なるため色
に差が生じる場合があります。
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シンク

キッチンパネル

シンクカラー
柔らかで深みのある質感をそなえた

カウンター・シンク

人造大理石ワークトップ。彩りも豊
かにマーブルシンクに8色をライン

※セサミグレー（石目調）は、ハイグラーナカウ
ンター、
アートグラーナカウンターの場合の
み選択できます。

ナップ。インテリアテイストにあわせ
てコーディネートができます
ホワイト、
グレーが選択できます。
ソルベブルー

シックベージュ★

ライムグリーン

ピーチピンク

ホワイト★

カフェベージュ

グレ★

セサミグレー（石目調）※

ベースキャビネット

※セサミグレー（石目調）の排水フタは、単色と
なります。

★ TENORの場合、シックベージュ、

※マーブルファミリーシンクの場合は、セサミ
グレー（石目調）を選択できません。

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

シンクデザイン
ワークトップの主役とも言えるシン
ク。ベリーでは個性豊かな8つのデ

★ シンク奥行をめいっぱい広げました。洗剤カゴが奥になく、
ひろびろゆったり使えます。

奥までシンク

ザインをラインナップ。

G2シンク

★

エレガントな半円形デザインで、
カウンター奥の使い勝手が高まります。

H2シンク

機能的でオーソドックスな角タイプ。

506

ワークトップのスタイルと合わせて、
お好みの使い勝手にピッタリをお
選びいただけます。

790

深さ：193 シンク容量：約52 L

780

深さ：206 シンク容量：約58 L

深さ：206 シンク容量：約54 L

［装備品］
まな板立て・洗剤カゴ ※ハイバックカウンターの場合、まな板立ては付属しません。

スッキリとシンプルなワークトップを演出します。

★

Aシンク

542

546

800

［装備品］洗剤カゴ

Bシンク

423

328

540

H２シンク、Aシンクが選択できます。

447

★ TENORの場合、奥までシンク、

デュアルワークスペースにピッタリのサイズ。
狭小間口の場合や、D600のキッチンにもおすすめです。

［装備品］
まな板立て・洗剤カゴ ※ハイバックカウンターの場合、まな板立ては付属しません。

マーブルファミリーシンク

向かい合っても使える大容量シンク。
写真はLタイプ

深さ：206 シンク容量：約54ℓ

650

407

る心配もなく、お手入れも簡単です。

深さ：206 シンク容量：約56 L

深さ：206 シンク容量：約46 L

504

780

接合。接合部分に隙間も段差もないので、汚れがたま

765

人造大理石カウンターとマーブルシンクはシームレス

492

450

シームレス接合

405

シンクのポイント

765

［装備品］
まな板立て・洗剤カゴ ※ハイバックカウンターの場合、まな板立ては付属しません。

排水部分も一体成形
排水部分まで人造大理石の一体成形。排水フタも同
系色 ※で仕上げました。

BSシンク

フラットオープン専用で、ダイニング側からも
アクセスしやすいタイプです。

パーティーシンク

円形スモールタイプのサブシンクです。

※排水フタはマーブルシンクと製法が異なるため色に差が生じる場合が
あります。

深さ：206 シンク容量：約61L

静音設計
450

水道水がシンクにあたる音を抑えた低騒音設計です。

780

420

334

［装備品］
まな板立て・洗剤カゴ・水切り網カゴ

深さ：130
シンク容量：約10 L

［装備品］専用止水フタ
深さ：206 シンク容量：約56 L

［装備品］洗剤カゴ
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シンク用オプション

カウンター上用オプション

水切り網カゴ用ふた

水切り網カゴ（深型）

カウンター・シンク

マーブルファミリーシンクオプション

キッチンパネル

奥までシンク オプション
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サポートプレート

FSZAM18S
洗い物の水切りに便利です。
奥までシンクの形状にあわせた専用設計です。
W174 D540 H27

FNSP65SZS

FVMKF26M

FNFM17S

水切り網カゴにかぶせて、簡単な水切りや、調理ス
ペースの拡張に活躍します。
W180 D273 H3

標準装備の水切り網カゴの目隠しフタや、カウ
ンタに置く場合の水受けトレーになります。
W269 D517 H22

後片付けに便利な深型タイプ。
トレーが付
属しているのでカウンタの上で水切りが
できます。水はシンク内に流れます。
W170 D400 H119

ベースキャビネット

水切り網カゴ（浅型）

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

G2・H2シンク オプション

水切り網カゴ（深型）ハンガーセット
サポートプレート
（G2・H2シンク用）

水切り網カゴ（深型 G2シンク用）

水切り網カゴ（浅型 G2シンク用）

FDFM25S（R／L）

FDAM25S
（R／L）

FNSP65S

後片付けに便利な深型タイプ。
トレーが付属しているのでカウンタの上で
水切りができます。水はシンク内に流れます。
（写真はLタイプ ）
網カゴ W246 D432 H139 トレー W225 D372 H28

洗い物の水切りに便利です。G2シンクの形状
にあわせた専用設計です。
（写真はLタイプ）
W246 D432 H32

シンクにかぶせて、簡単な水切りや、調理ス
ペースの拡張に活躍します。
W215 D585 H3

ハイバック（壁付・造作対面）／スリムハイバック用
FNFM17SHANG13

ハイバック（ステップ対面）／標準カウンター用
FNFM17SHANG12
シンク奥のハンガーレールに設置可能です。
網カゴ W170 D400 H119
ハンガーレール設置時必要間口403mm

使 い や す さを 考 える 。

Strage Space
収納計画

水切り網カゴ（深型 H2シンク用）

水切り網カゴ（浅型 H2シンク用）

FEFM25S

FEAM25S

FNMT12S

後片付けに便利な深型タイプ。
トレーが付属しているのでカウンタの
上で水切りができます。水はシンク内に流れます。
網カゴ W246 D454 H139 トレー W225 D372 H28

洗い物の水切りに便利です。H2シンクの
形状にあわせた専用設計です。
W246 D454 H32

カウンタの上に
乗せて使うタイプ。
W114 D84 H90

まな板立て

B・BSシンク オプション

オープンキッチン用オプション

水切り網カゴ（浅型）

水切り網カゴ（深型）
FBFM25S

FBAM25S

後片付けに便利な深型タイプ。
トレーが付属しているのでカウンタの上で水
切りができます。水はシンク内に流れます。
網カゴ W246 D493 H146 トレー W372 D225 H28

洗い物の水切りに便利です。B・BSシンク
の形状にあわせた専用設計です。
W246 D493 H32

サポートプレート

シンク前スクリーン

FASP60BS

FSMG63C

シンクにかぶせて、簡単な水切りや、調理ス
ペースの拡張に活躍します。
W215 D493 H3

シンクまわりをさり気なく目隠しし、ダイニ
ング側への水はね防止の効果もあります。
W550 D31 H156

Aシンク オプション
止水フタ
奥までシンク用
FHC05

G2・H2シンク用
水切り網カゴ（深型）
FAFM17S
後片付けに便利な深型タイプ。
網カゴ W170 D412 H119

104

水切り網カゴハンガーセット

サポートプレート

シンク奥のハンガーレールに設置可能です。
網カゴ W170 D412 H119 ハンガーレール設置時必要間口438mm

シンクにかぶせて、簡単な水切りや、調理スペー
スの拡張に活躍します。
（写真はRタイプ）
W200 D426 H3

ハイバック
（壁付・造作対面）／スリムハイバック用 FAFM17SHANG13
ハイバック
（ステップ対面）／標準カウンター用 FAFM17SHANG12

FASP60AS
（R／L）

FHC04

B・BSシンク・
Aシンク・マーブル
ファミリーシンク用
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ベースキャビネット

火まわり・水まわり・調理スペースと作業ゾーンごとに、
よく使う調理アイテムが、パッと見つかり、

開き扉ウォールキャビネット

使い勝手にあわせて、
キャビネットの入れ替えもご相談ください。
EB照射

手元棚ウォールキャビネット

カウンター・シンク

カスタマイズ 例

4 ウォールスペース

4

スッと取り出せるベリーの適所収納。
タップリをすっきりと収納できることも魅力です。お好みの

キッチンパネル

キッチンの収納

特殊
樹脂層
底板シート

ブルモーションレール

タフさらっとコート引出し底板

フロアスライドキャビネット

スピードを徐々にゆるめて
やさしく閉まります。

汚れ・傷に強く対傷性をさらに高めた樹脂層で
EBコーティングを施した底板

ケコミ部分まで無駄なく収納に
活かせるキャビネット。

2 調理スペース

めいっぱい
連動イン引出し付
フロアスライドキャビネット

3

3 コンロ下スペース

めいっぱい
ワイド引出し付
フロアスライドキャビネット

（奥までシンク専用 ＊）
［間口 1050mm］

コンパクトながらも、
日常使いとたまに使いを
上下で使い分けることができ、使いやすく自分らしい空間にできます。
背面のバックボードは３種類からセレクトできます。

連動イン引出し付
フロアスライドキャビネット

周辺収納を組合わせて

キッチン全体の使い勝手と、
インテリアイメージに大きく影響するのが周辺収納。幅広いレイアウトとプラン
ニングにお応えできる豊富な周辺収納キャビネットをご用意しています。

（オプション）
［間口 750mm］

［間口 750mm］

●タイプの種類と高さサイズ・奥行サイズ
トールタイプ

H2350 フルセットタイプ
上段・
めいっぱい連動イン引出し

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

1 シンク下スペース

2

1

ベースキャビネット

照射後、高密度分子構造を持った特殊樹脂層に

上段・
めいっぱいワイド引出し

H2150

上段・
連動イン引出し

低天井用フルセットタイプ

ウォールキャビネット

H1850 ミドルセット

＊他のシンク場合は、
イン引出しの形状が異なります。

小引出し

カウンタータイプ

H1025 ハイカウンタータイプ
H850 カウンタータイプ

※収納ラックは
オプションです。

周辺収納のカウンターには、人造大理石カウン
ターと、メラミンポストフォーム製カウンター
（ホワイト）
をご用意しています。
★ TENORの場合、
壁付収納D650、D450が選択できます。

上段・引出し本体

壁付収納
上段・引出し本体
中段・
めいっぱいワイド引出し
フロアスライド
引出し

ワーキング
カウンター

D650 ★

●

ー

●

ー

●

D500

ー

ー

ー

●

●

D450 ★

●

●

●

●

●

D350

●

●

●

ー

●

D750

ー

ー

ー

●

●

D530

ー

ー

ー

●

●

※対応できる高さ・奥行は、
プランによって異なります。
また、使用できるキャビネットは、イラストと異なる場合があります。

トールタイプ

フロアスライド
引出し

インナーポケット、
包丁差し、まな板立て・
ラップホルダーを装備。
カスタマイズ例

カスタマイズ例

フロアスライド
引出し

ユニットを組み換えて
自分ならではの
使い勝手に

詳しくはP.116〜

フルセットストッカー
＋カウンタータイプ

ウォールキャビネット

詳しくはP.112〜

食器や調理器具、家電などをバランスよく
収納できる基本的なプランです。

カスタマイズ例

フリースペースキャビネット※＋サイドキャビネット

フロアスライドキャビネット

グリルレスコンロ用キャビネット

シンクの下をオープンスペースにすることで、
ゴミ箱やイスの収納スペースに活用できます。
小物を収納するサイドキャビネットとセットで使用します。

食洗機なしのプランなら、調理スペースの
収納にフル活用でき、
カトラリーや調味料などを
たっぷり収納できます。

グリルレスのコンロとセットで使用するキャビネット。
スッキリした外観と、調理道具や小型の調味料を
コンロのすぐ下に収納できます。

カウンタータイプ

詳しくはP.118〜

※奥までシンクは、対応しておりません。

106

107

キッチンパネル

シンク用キャビネット

扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

キッチン用ベースキャビネット

食洗機用キャビネット

カウンター・シンク
ベースキャビネット

写真は深型用

めいっぱい連動イン引出し付
フロアスライドキャビネット
（奥までシンク専用）

額縁逃げ：有／無

D 650
W 1100・1050・900

開閉に連動して出てくるイン引き出しで
取り出しが楽になります。
額縁逃げ：有／無

D 650・600
・1050・900＊・750
W 1100（D650のみ）

フロアスライドキャビネット

シンク下食洗機用キャビネット

どのシンク下にもマッチするスタンダードな
収納です。

シンクの下に食洗機を組み込みたい方に
おすすめのキャビネット。

額縁逃げ：有／無

D 650・600
・
W 1350＊・1200＊・1100（D650のみ）
1050・900・750

D 650
W 1050・900

額縁逃げ：有／無

＊額縁逃げ：なしのみ

シンク用フロアスライドキャビネット
にはワイドバー取手がつきます。

浅型・深型食洗機用フロアスライド
キャビネット

浅型食洗機用フロアスライド
キャビネット（扉面材タイプ）

浅型食洗機用フロアスライド
キャビネット（上段引出し付）

たっぷり収納できるように工夫をこらした
食洗機用のキャビネットです。

食洗機の下も無駄なく収納スペースを
確保します。

食洗機のサイズにあわせて上段に
引出しをつけたタイプです。

D 650
W 750（上段・中段引出し部はW300）

D 650
W 450

D 650・600
W 450

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

シンク下の収納スペースを限界まで
追求したキャビネット。

連動イン引出し付
フロアスライドキャビネット

コンロ用キャビネット

●ロングバー取手のとき

ワイドバー取手

●ソリッド取手のとき
開き扉キャビネット

フリースペースキャビネット

スタンダードな開き扉のキャビネットです。

シンク下をオープンなフリースペースとして
使えるキャビネット。

D 650・600
W 1350・1200・1100（D650のみ）・
1050・900・750

D 650
W 900

フリースペース用
サイドキャビネット
効率よくスペースを使うことが
できる便利なサイドキャビネット。

D 650
W 150

額縁逃げ：有／無

スクエアワイドバー取手

連動イン引出し付フロアスライド
キャビネット

フロアスライドキャビネット

開き扉キャビネット

グリルレスコンロ用
フロアスライドキャビネット

●ライン取手のときは付属しません。

連動イン引出しを装備。取り出しやすさを
向上させています。

収納したものをラクラク取り出せる
フロアスライドです。

スタンダードな開き扉を採用した
キャビネットです。

スタイリッシュなグリルレスコンロ専用
キャビネット。

D 650・600
W 900・750・600

D 650

D 650
W 900・750・600

フロアスライドキャビネット

D 650・600
W 900（D650のみ）・750・600・
450・300

3段引出しキャビネット

引出しタイプ + 専用ワゴン（別売）

開き扉タイプ + 回転網カゴ（別売）

ストレートタイプ

スライドトレー装備で便利に使える
引出し収納です。

標準的な三段引出しです。
ブルモーション
ありとなしの仕様が選べます。

コーナーにできるデッドスペースも
引出しとワゴンで便利に活用します。

内部に回転タイプのカゴを設置して、
無駄なくスペースを活用します。

扉裏に網棚を装備しています。

D 650
W 300

D 650・600
W 750・600・450・300

D 650
W 900 900

D 650・600
W 900 900（D600のみ）・900 750

D 650・600
W 1200（D650のみ）・W1050（D600のみ）
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オープンキャビネット用
ダストボックスワゴン

小物収納付引出しキャビネット

扉をつけないタイプの収納です。
棚を動かすことができます。

ワゴンでダストボックスをスッキリ収納。

ちらかりやすい小物を
スッキリ収納することができます。

D 650

D 650

D 650・600

W 450

額縁逃げ：有／無

めいっぱいワイド引出し
フロアスライドキャビネット

標準レールは、
ブルモーション仕様です。

オープンキャビネット
（上段引出し付）

D 650・600
W 900・750・600

D 600

額縁逃げ：有／無

W 900・
750・600・450
W 600

コーナー用ベースキャビネット

調理スペース用キャビネット

床まで無駄なく収納できる
三段引き出しキャビネット。

額縁逃げ：有／無

W 450

W 150

額縁逃げ：有／無

身長にあわせて、3 つの高さが選べます。

シンク用キャビネットも、コンロ用キャビネットも額縁逃げに対応。

ベースキャビネットの基本高さは、カウンター天面までで
850mm。身長にあわせて、900mmと800mmの高さも
選べます。

ドア枠（13mm以下）
に引出しの扉が当たらない額縁逃げ仕様をご用意しています。

シンク側
スピードを徐々にゆるめてやさしく閉まります。

900mm

850mm

コンロ側

800mm
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キャビネットの扉用オプション

キッチン用引出し用オプション

扉シリ ー ズ
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キッチン用ベースキャビネット

小引出し用オプション

カウンター・シンク
ベースキャビネット

フライパンスタンド
FFRPST

インナーポケット※
FTLBOX

ディバイダーセット
（5枚組）※
FHDSKRITSET

バー・ソリッド取手用タオル掛け
FTORKKBAR01

ライン取手用タオル掛け
FTORKKLINE02

ダンパー
FTYDANPA1

めいっぱい連動イン引出しの高物収納位
置に設置できます。倒れ防止、整頓に便利
なラックです。

中段引出しにピッタリ収まる専用設計。
フ
ライパンを立てて取り出しやすく収納でき
ます。

フライ返しやお玉など長めの調理器具を立
ててしまえます。

シンク用キャビネットの扉に取り付けるタイプ。

シンク用キャビネットの扉に取り付けるタイプ。

FTYDANPA1SET（5個セット）

W222 D43 H75

W211 D27 H77.4

W166 D417 H150

W230 D425 H215

W162 D111 H200

クロスギャラリーや縦仕切り板に取付け
て、
さらに便利に仕切りができます。
ブルモーションなしレール仕様の3段引出
しキャビネットには、取付けできません。

写真は開き扉の場合です。フリースペース
キャビネットには設置できません。

写真は開き扉の場合です。フリースペース
キャビネットには設置できません。

開き扉を閉めた時の衝撃を吸収します。
コーナーキャビネット、
プッシュオープンキャ
ビネット、折れ戸アップ、
フロントアップ、
フ
ラップの扉には取付けできません。

開き扉キャビネット用オプション

小引出しの正面もキャビネットの扉板と
同じものを使用できます。
※品番・価格は扉種類により異なります。
※取手形状は、
ソリッド取手のみになります。

小物収納付引出しキャビネット用オプション

ラック
（大）
FKMNRACKB

米ビツ
FBRB11BK
フロアスライドキャビネットの下段に納まる
タイプです。収納米量：11kg

小ビン立て

縦仕切り板 ※

クロスギャラリー

W450用（W400 D91 H39）

D650用（D549 W45 H132.5）

W1100用

FCHOITRI45

FKHDSKRID650

W1050用

W300用（W250 D91 H39）

D600用（D449 W45 H132.5）

W900用

FKHDSKRID600

W750用

D450用（D379 W45 H132.5）

W600用

FKHDSKRID450

W450用

W330 D303 H193

FCHOITRI30

食洗機用キャビネット、D600シンク用キャ
ビネット、H800フロアスライドキャビネット
には取付けできません。

調味料などを、扉裏の取り出しやすい高さ
にあげて置けます。
ブルモーションなしレール仕様の3段引出
しキャビネット、めいっぱいワイド引出し
キャビネット、W750食洗機用キャビネット
には、取付けできません。

引出しを縦に仕切れ、
ディバイダの取付け
も可能。キッチン用のベースキャビネットに
追加します。
D650の配管スペースあり調理スペース用
フロアスライドキャビネットとコンロ用キャ
ビネットには、D600用をご利用ください。
最下段の引出しには取付けできません。
シンク用キャビネット、食洗機用キャビネッ
ト、
ブルモーションなしレール仕様の3段引
出しキャビネットには、取付けできません。

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

コンロ小引出し面材

めいっぱい連動引出し用収納ラック
FSZRERACK18S

W300用

※

FCGP1100
FCGP1050
FCGP900
FCGP750
FCGP600
FCGP450
FCGP300

スライドまな板立て
FWLSH25
（左右入れ替え可能）

ラック
（小）
FKMNRACKS

スライドビン立て
FWLSB30
（左右入れ替え可能）

フック
（3個組）
FKMNHOOK35X3

上段ラック
FKMNUERACKS
ブルモーションなしレール仕
様には取付けできません。

標準装備に追加してさらに便利に。7種類
のサイズをご用意しています。
ブルモーションなしレール仕様の3段引出
しキャビネットには、取付けできません。

めいっぱいワイド引出し
（中段）専用
クロスギャラリー ※
W300用 FCGP300S
転倒防止バー
FKMNTENTOBOSHI
※ キャビネットの種類や間口により標準装備されています。
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ラックの上部にセットして、
瓶など背の高い収納物の倒れを抑えます。
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ウォールキャビネット・照明オプション

ウォールキャビネット

カウンター・シンク

開き扉キャビネット（取手レス仕様・照明付）

折れ戸アップ

フラップウォール

取手付きのスタンダードな開き扉タイプ。

キャビネット下部に照明を組み込んだタイプ。

H 900
H 700
H 500
W 900・750・ W 900・750・600・
W 900・750・
600・450
500・450・300・150
600・450・300

照明
（LED）

正面の扉を上にあげることで
下段部分にアクセスしやすいタイプ。

跳ね上げ式のフラップ扉を採用した小物収納に便利なコンパクトなタイプ。
フリーストップ機能付きで、好きな位置で扉を止められます。

H 900
W 900・750・600・
450・300
※ H700のみです。

H 700・600・500
W 1800〜600（150mmピッチ）
・1700・
1400・500※・450・300・150

H 700 W 900

［装備品］可動棚1枚、
手元照明（LED：蛍光灯20W相当）

照明
（LED）
付タイプ

H 700 W 900・750

照明なしタイプ

H 700 W 900・750

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

開き扉キャビネット

ベースキャビネット

開き扉キャビネット
（取手レス仕様）
取手のないシンプルな開き扉タイプ。

H 400 W 900・750・600

窓前ウォールキャビネット

水切り棚取り付け用キャビネット

ガラス扉キャビネット

窓前ウォールキャビネット水切り棚仕様

窓前ウォールキャビネット棚板仕様

シンクの上に設置。
扉を閉めて水切り棚が隠せます。

半透明素材の扉で、収納物が見えるので
取り出しがスムーズです。

半透明樹脂のフラップ扉部に背板がなく窓からの光を遮りません。
洗い物を置くのに便利な水切り棚を装備しました。

調味料や小物の収納に便利な
通常の棚板を使用したタイプです。

H 900
W 900・750・600・450

H 900 W 900・750

H 900 W 900・750

H 700
W 900

※X・D・S・Q・N・Y・Z・E・Cシリーズは、ガラス
面が半透明樹脂面材になります。

昇降キャビネット

アイレベル昇降キャビネット

水切りウォールキャビネット

昇降キャビネット
（取手レス仕様）

昇降キャビネット

アイレベル昇降キャビネット

両面アイレベル昇降キャビネット

水切りウォールキャビネット

手の届きやすい高さにラックを降ろせます。
ダンパー付きのラックで上げ下げの負担を軽減。

手の届きやすい高さにラックを降ろせます。
ダンパー付きのラックで上げ下げの負担を軽減。

バーハンドルの手動操作で仮置き棚を
昇降させることができます。

昇降棚をキッチン側とダイニング側から
同時に使うことができます。

ウォールキャビネットの下に取付けるフラップアップ扉付きの水切り棚です。
上部にH500開き扉キャビネットを組み合わせても使用できます。

照明
（LED）
付タイプ 照明なしタイプ

H 700 W 900・750

照明
（LED）
付タイプ 照明なしタイプ

照明
（LED）
付タイプ 照明なしタイプ

H 400 W 900・750

H 700 W 900

H 700 W 900・750

H 700 W 900

H 700 W 900・750

H 700 W 900

H 700 W 900・750

※上部の開き扉キャビネットは別売になります。

引き戸キャビネット
開き扉は、アッパーロックを装備。

天井との隙間をカバーする
扉同色の幕板をご用意しています。

開き扉用ダンパー
開き扉を閉めた時の衝撃を吸収します。
FTYDANPA1
FTYDANPA1SET（5個セット）
コーナー キャビネット、プッシュオープン
キャビネット、折れ戸アップ、
フラップの扉に
は取付けできません。

扉カバー

カウンター高より上に設置するキャビネットの開き扉に

FTOBRCVR2（2個セット）
FTOBRCVR3（3個セット）

は、
アッパーロックを標準装備。キャビネットが振動する
と振動を感知し、扉をロック。揺れによる扉の開き、収納
物の飛び出しを抑えます。
※揺れの程度によっては、作動しない場合があります。
※折れ戸アップ扉・フラップ扉には装備していません。
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幕板の柄・木目方向は、クラフトオーク・マット
オーク・リアルウッド・Cシリーズは横方向、ハイ
（グレーストーンのみ）
シリー
グレイン・Q・N・Y・Z
ズは縦方向になります。

ウォールキャビネットの扉裏面（下部）
の
汚れを防止します。

ワイド引き戸ウォール
樹脂ガラス扉の引き戸収納。幅広い間口と
動線を邪魔しないのが特長です。

H500 W1800・1650
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ウォールキャビネット・アイレベル用

ハンガーシステム
ハンガーレール

W1800用
W1650用
W 900用
W 600用

FHSR180
FHSR165
FHSR150
FHSR90
FHSR75

ベースキャビネット

W1500用

カウンター・シンク

ウォールキャビネット底面に
取り付けます。

手元棚ウォール

フラップウォール
バックボード
いぶし色

H 237 W 1050・900

小物収納に便利なタイプ。
跳ね上げ式のフラップ扉を採用しています。

バックボード
いぶし色

※パッキンなし仕様

H 237 W 1050・900

いぶし色
※パッキンなし仕様

H 532 W 1320

シェルフウォールの色柄について
バックボード

いぶし色

ハンディーシェルフ

W1800用

人造大理石製（マーブルホワイト）、
ハンガーアイテム取付け用レール付き

W1500用

W1650用
W 900用
W 600用

レリーフホワイト

違い棚ウォール
引き戸オープンウォールと、
フラップウォールを
組合わせれば違い棚が仕上がります。

バックボード

レリーフダークグレー

エイジングゴールド

オープン棚部のバックボードを3色ご用意しています。
扉カラーにあわせてコーディネートが楽しめます。

いぶし色

オープンウォール

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

引き戸オープンウォール
飾り棚に便利なオープンタイプ。
扉板が左右にスライドします。

飾り棚や小物置きに便利な
オープン棚を下部に設けました。
上部は、
しっかりの収納スペース、
ペーパータオルが立てて置けます。

オープン棚など、インテリアとし
てよく見えるキャビネットには
「いぶし色」
を使用しています。

ハンガーアイテム

FGSHSR180
FGSHSR165
FGSHSR150
FGSHSR090
FGSHSR060

2種類のハンガーアイテムセットをご用意。個別のアイテムを組合せて、
お好みの使い勝手でセットもできます。

アイレベルボックス

ダブルフック

ダブルフック

タオルハンガ
スパイストレ

ペーパーホルダー

ペーパーホルダー

オープンウォール

ウォールキャビネットの下に取付けます。

アイレベルボックス
FSCR090A0

いぶし色

H 237 W 1800・1650

W900 D215 H155（開口時340）

コンソールシステム

ハンガーアイテムA

ハンガーアイテムB

FHSA4

FHSA2

ペーパーホルダー、
スパイストレ、
ダブルフック2個

ペーパーホルダー、
タオルハンガ、
ダブルフック2個

ペーパーホルダー
FHASPAPRHLDR
スパイストレ
FHASSPTRY

スパイス
コンテナー

シェルフ

タオルハンガ
FHASTWLHGR
ダブルフック
（3個組）
FHSAF
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W600用コンソールシステム
FCB60G

W450用コンソールシステム
FCB45G

W600用コンソールユニット
FSQ60G

W450用コンソールユニット
FSQ45G

本体、
ハンガーレール、Wフック3個、
スパイスコンテナー3個、
スパイストレー、
シェルフ、
タオルハンガ

本体、
ハンガーレール、Wフック2個、
スパイスコンテナー2個、
シェルフ、
タオルハンガ

可動棚2枚付

可動棚2枚付

ダブルフックが
2個つるせます。

バスケット

タオルハンガ（シェルフ用）

バスケット
FHASBSKT

シェルフ
FHASSLF

スパイスコンテナ（3個組）
FHASSPCTNR

スパイスコンテナー、タオルハンガー、
ダブルフックが取り付けられます。

タオルハンガ
（シェルフ用）
FHASSLFHGR

※壁付・造作対面用、ステップ対面用のハンガーレールには取付けできません。
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周辺収納 トールタイプ

キッチンパネル

家電ストッカー

スライドストッカー

奥行きと高さを活かして収納力を誇る
フルセット収納。腰高から下は、上から
見やすく出し入れしやすい引出し収納
になっています。

キッチンや、収 納ユニットと同じ高さ
2350mmのトールタイプの家電収納。
オーブン棚、スライド棚それぞれにコン
セントを装備しています。

全面ガラス扉の引き戸収納、大容量の収納力を備えています。
大きくスライドする引き戸は開けたままで邪魔にならず、調理中の頻繁な出し入れも手際よくはかどります。

D 650・450
W 900・750・600・450

D 650・450
W 900・750・600

D650の中置きキャビネットには、奥のモノ
も取り出しやすいイン引出しを装備。

スライド棚で炊飯時は庫内にすっきり。配
膳時には炊飯器を引き出して使えます。

上 段 2 種 類 、下 段 2 種 類の収 納キャビ
ネットを組み合わせてプランが作れます。

カップボード

2 段開き扉ストッカー

フラットストッカー

シンプルなデザインの開き扉収納。大
容量の収納力を備えています。

シンプルなデザインの開き扉収納、大容
量の収納力を備えています。上下2段の
大きく開く観音開き扉で、たくさんのも
のの出し入れも手際よくはかどります。

家具のように佇まいで、
リビングとの調和を意識したデザインの引き戸収納。扉カラーは質感豊かな3色をラインナップ。
アクセントウォールのような大きな引き戸に大容量の収納力を備えています。

カウンター・シンク

フルセットストッカー

D 650・450
W 1800・1500・1200

ベースキャビネット

使用する場合は、スチームガードパネル（オプ
ション）
を取り付けてください。

D 450
W 900・750・600・450

上段には、昇降ラックが組込み
可能です。

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

※カウンター上で蒸気が発生する電気製品を

根菜類や、重量物に適した底
板無しの収納スペース。

下段には、4段引出しを装備。
細かな物の整理に役立ちます。

D 650・450
W 1800・1500・1200

D 450
W 900・750

エイジングゴールド

シルクホワイト

フロストガラス調の扉で、
ほどよく収納物が
見えるカップボードです。

引き戸ストッカー
扉を開けたままでも邪魔にならず、出し
入れがしやすい引き戸収納。腰高から
下は、上から見やすく出し入れしやすい
引出し収納になっています。

下段には、イン引出しを装備。細かな収納
物の整理整頓に役立ちます。

上 段 2 種 類 、下 段 2 種 類の収 納キャビ
ネットを組み合わせてプランが作れます。

ダークレザー

ダストボックスワゴン［ W900・750・600］

上段には、昇降ラックが組込み
可能です。

下段には、4段引出しを装備。
細かな物の整理に役立ちます。

家電下引出し収納

（家電ストッカー・ハイカウンタータイプ用）

（家電ストッカー・ハイカウンタータイプ用）

ゴミの分別に便利なセパレートタイプのダストボックスをセットしています。
ハイカウンター用はワゴンの高さが異なります。
※ライン取手選択時はロングバー取手になります。
また、
クラフトオークの場合はロングバー取手になります。

食材のストックやキッチン用品の収納に便利です。

D 650・450
W 1200・900
食器の出し入れ時に便利な
一時置きカウンターを装備。
家電ストッカー用 W900

家電ストッカー用 W750

家電ストッカー用 W600

ハイカウンタ家電用 W900

家電ストッカー用

ハイカウンター用

※キャスター付商品をご使用される場合の床材には、耐キャスター性に優れたものを推奨します。

ブルモーションとは
スピードを徐々にゆるめて
やさしく閉まる機構を追加
した仕様です。

収納用キャビネットの
レール形状は
2 種類あります。
D450は、必要な時に引 D650は、キャビネット
き出して使えるスライド 手前のカウンターを一
カウンターです。
時置きに使用できます。
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標準 ブルモーションレール

ブルモーションなしレール
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キッチンパネル

カウンタータイプ用キャビネット［H850］

扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

周辺収納 カウンタータイプ

ハイカウンタータイプ用キャビネット［H1025］

カウンター・シンク
ベースキャビネット

フルオープンキャビネット

一升瓶キャビネット

開き扉キャビネット

4 段引出しキャビネット

開き扉キャビネット

イン引出し付オープンタイプ

1 段引出し付きオープンキャビネット

カウンターの下に大きなオープンスペース
を確保できます。

一升瓶が最大6本（D450の場合は4本）
納まります。

カップボードのベースに使用します。
※W450は片開き扉です。

高さ1025mmのハイカウンタータイプ、
収納力のある４段引き出しになっています。

背が高い、幅があるなど、大きな収納物も
納まる開き扉タイプのベースキャビネットです。

2段目はイン引出しを内蔵した大型引出し。
最
下段にはダストボックスワゴンが納まります。

ハイカウンター下に大きな
オープンスペースを確保できます。

D 650・450（500対応）
W 900・750・600・450

D 450（500対応）
W 900・750・600

D 650・450（500対応）
W 300

D 450（500対応）・350
W 900・750・600・450

D 450（500対応）
W 900・750・600・450

D 450（500対応）
W 900・750・600

D 450（500対応）
W 900・750・600

D 450（500対応）
W 900・750・600

底板なし開き扉キャビネット

家電送風機タイプキャビネット

コーナーキャビネット・ストレートタイプ

家電送風機 オープンタイプ

家電送風機 引き出しタイプ

コーナーキャビネット・家電送風機タイプ

コーナーキャビネット

背の高いもの、大きな物のフロア直置き収
納が可能です。

家電が出す蒸気がこもらないように、
送風ファンがついています。

キッチン部とL型に接続できます。

家電収納棚の下にダストボックスワゴンが
スマートに納まります。

最下段に、たっぷりサイズの引出しを備え
付けたタイプです。

キッチンのコーナーを利用して家電とダス
トボックスワゴンがスマートに納まります。

イン引出しを内蔵した大 型引出しの下に
は、
ダストボックスワゴンが納まります。

D 450（500対応）
W 900・750・600

D 650・450（500対応）
W 900・750・600

D 450（500対応）
W 1200

D 450（500対応）
W 900・750・600

D 450（500対応）
W 900・750・600

D 450（500対応）
W 1500・1350

D 450（500対応）
W 1500・1350

収納用ベースキャビネットの

約370

約330

約370

約330

約370

約120

約330

約310

約430

約370

約310

約520

約430

約310

約520

約430

約330

約140

約370

キャビネット間口65mm

約520

約330

約330

約170

約120

約370

ブルモーションなしレール仕様

約120

約370

キャビネット間口115mm

約130

ブルモーションなし
レール仕様

ハイカウンタータイプ
ブルモーションなし
レール仕様

約160

ブルモーション
レール仕様

約310

ブルモーションなし
レール仕様

約310

ブルモーション
レール仕様

約120

ブルモーションレール仕様

約170

D450

約120

D450

約170

D650

約120

D650

約170

引出し内有効間口

約170

ハイカウンタータイプ
ブルモーション
レール仕様

約330

約310

収納用ベースキャビネットの引出し有効寸法（単位はmm）

巾木逃げ、額縁逃げも面棒を入れて

900

オプション

ウォールキャビネットの下に、

対応可能です。
18

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

3 段引出しキャビネット
キッチンと同じ、高さ850mmの３段引出し
です。最下段は大引出しになります。

900

18

壁側に設置する場合、
巾木・額縁への引出し
の干 渉を面 棒を入 れ

面棒

て対応できます。

蒸気が発生する電気製品を
設置の場合はスチームガードを
ご使用ください。
蒸気に強いスチームガードパネルを
ウォールキャビネットの下に装備でき
ます。扉と箱の

壁

すき 間 から 蒸
気 が 入り込 む

面棒

のを防ぎます。

18

900

900

18

引出し耐荷重は1段当たり20kg

118

119

キッチンパネル

ワーキングカウンタ

扉シリ ー ズ

Berry PLANNING GUIDE

周辺収納

周辺収納用引出し用オプション
ハイカウンター＋家電ストッカー［D530］

カウンター・シンク

高さ1025mmのハイカウンタにフルセットタイプの家電ストッ
カーを組合せました。ダイニング側まで扉同色面材で仕上げま
す。高さ850mmの設定もあります。
（写真はW2700）

ベースキャビネット

写真は、
キッチンに取付け例

写真は、
キッチンに取付け例

ウォールキャビネット・ ウォールキャビネット・
周辺収納
照 明オプション
アイレベル用

ハイカウンター・コーナータイプ［D530］
キッチンにL型配置するタイプ。高さ1025mmのハイカウン
タが、キッチンへの視線をさりげなくさえぎります。ダイニ
ング側は引出しと開き扉収納、キッチン側は引出しとオープ
ン棚を装備。
（写真はW1350）

ディバイダーセット（5枚組）
FHDSKRITSET

縦仕切り板（ブルモーションレール用）
D650用（D526 ※ W45 H132.5）

クロスギャラリーや縦仕切り板に取り付けて、
さ
らに便利に仕切りができます。

D600用（D426 ※ W45 H132.5）

FKHDSKRID450

ディバイダー対応表

H 1025
W 1500・1350・1200

FKHDSKRID650

クロス
ギャラリー
ギャラリー
パイプ

背板

ブルモーションあり

○

○

○

ブルモーションなし

×

○

○

引出しを縦に仕切れ、
ディバイダの取付けも可
能。収納用ベースキャビネットに追加します。

浅型ディバイダーセット（3枚組）
FHDSKRISSET

浅型縦仕切り板に取り付けて、食器や細かな小
物を仕切って、取り出しやすく整理できます。
※浅型ディバイダーは、浅型縦仕切り板にのみ取
付け可能です。背板、
その他引出し内部には取付
けできません。

※奥行寸法はフック部を除く。

浅型縦仕切り板（ブルモーションレール用）
D650用（D526 ※ W45 H73）

FHDSKRISD650

D450用（D376 ※ W45 H73）

FHDSKRISD450

引出しを縦に仕切れ、
ディバイダの取付けも可
能。収納用ベースキャビネットに追加します。
※奥行寸法はフック部を除く。

ハイカウンター・ペニンシュラタイプ［D530］
高さ1025mmのハイカウンタの片側を壁につけてレイアウト。
間仕切り家具のような存在でダイニングコーナーを演出します。
高さ850mmの設定もあります。
（写真はW1800）

写真は、
キッチンに取付け例

クロスギャラリー

クロスギャラリー

（ブルモーションレール用）

（ブルモーションなしレール用）

W900用 FCGP900

W900用 FCGPHR900

W750用 FCGP750
W600用 FCGP600

W450用 FCGP450
W300用 FCGP300

ギャラリーパイプに追加してさらに便利に。5種類
のサイズをご用意しています。

カウンタ−・
アイランドタイプ／ペニンシュラタイプ［D750］

写真は、
キッチンに取付け例

W750用 FCGPHR750
W600用 FCGPHR600

W450用 FCGPHR450
W300用 FCGPHR300

ギャラリーパイプに追加してさらに便利に。5種類
のサイズをご用意しています。

米ビツ
FBRB11BK
収納用の引出しキャビネットの最下段引出
しや、開き扉キャビネットに収まるタイプで
す。収納米量：11kg
W330 D303 H193

サイドガード
D650用（D563 t18 H128）

FSDGD550H

D450用（D363 t18 H128）

FSDGD400H

D350キャビネットには取付けできません。

収納用ベースキャビネットの下段に取り付け
る横こぼれ防止のガードです。

D450一升瓶キャビネット、
カウンタータイプ家
電送風機付きキャビネット、
ブルモーションなし
仕様には取付けできません。

カウンタータイプ家電送風機付きキャビネット
最下段、
ブルモーションなし仕様には取付けで
きません。

カウンター・アイランドタイプ［D530］
キッチンと同じ高さ850mmのアイランドタイプ。四方からアクセ
スできるので、集まっての調理に活躍します。
高さ1025mmの設定もあります。
（写真はW1800）

開き扉キャビネット用オプション

フラットタイプ

スライドビン立て
FWLSB30

ワーキングカウンターの
キャビネット構成について
・D530は収納用D450、
D750は収納用D650のベースキャビネットを使用します。
・ハイカウンター・コーナータイプは専用キャビネットを使用します。
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（左右入れ替え可能）

スライドまな板立て
FWLSH25
（左右入れ替え可能）

ダンパー

FTYDANPA1
FTYDANPA1SET（5個セット）

開き扉を閉めた時の衝撃を吸収します。
コーナーキャビネット、
プッシュオープンキャビ
ネット、折れ戸アップ、
フラップの扉には取付け
できません。
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周辺収納用オプション

TOCLAS History

1887年

・創業者山葉寅楠が
オルガンを製作

引出し用オプション・引出しトレー

創業以来大切にしてきたのは、独創的なものづくりの精神
時代ごとにお客様のくらしに寄り添い、感動、驚き、喜びをご提 供してまいりました。
これまでの歴史で培ってきた経験と技術を背景に、新たな“くらしの価値”を創造し、
さらなる進化を遂げてまいります。

ブルモーションレール用
W900用

樹脂トレー

W750用

W600用

W450用

1897年

・日本楽器製造
（株）
（現ヤマハ
（株）
）
設立
D650用

FHDT9055MS※

FHDT7555MS※

FHDT6055MS

FHDT4555MS

（W524 D523 H65）

（W374 D523 H65）

（W524 D523 H65）

（W374 D523 H65）

1963年

・西山工場操業開始

D450用

FHDT9040M※

FHDT7540M※

FHDT6040M

FHDT4540M

（W519 D372 H57）

（W369 D372 H57）

（W519 D372 H57）

（W369 D372 H57）

1903 年

高級木製家具製造開始

貴族院（現参議院）
議事堂の
内装工事

1935 年〜

"システム"の思想

くらしに合わせて組み 換 え
が で きる書 架「山 葉 整 理 箱
付セクショナル書 架」
「山 葉
文化椅子」発売発表

1967年

・ホーム用品事業部発足

1975 年〜

くらしの
アドバイザー

※固定用の可動縦仕切り板付き

W900用

木製トレー

W750用

W600用

W450用

W300用

1987年

・日本楽器製造
（株）
から
ヤマハ
（株）
に社名変更

FHDWDD550W900

FHDWDD550W750

FHDWDD550W600

FHDWDD550W450

FHDWDD550W300

（W823 D523 H65）
仕切り板 2 インナートレー 4

（W673 D523 H65）
仕切り板 2 インナートレー 2

（W532 D430 H57）
仕切り板 2 インナートレー 2

（W373 D523 H65）
仕切り板 1 インナートレー 2

（W223 D523 H65）
仕切り板 1

1976 年〜

・ヤマハリビングテック
（株）
設立

FHDWDD400W900

FHDWDD400W750

FHDWDD400W600

FHDWDD400W450

FHDWDD400W300

（W823 D373 H65）
仕切り板 2 インナートレー 4

（W673 D373 H65）
仕切り板 2 インナートレー 2

（W523 D373 H65）
仕切り板 2 インナートレー 2

（W373 D373 H65）
仕切り板 1 インナートレー 2

（W223 D373 H65）
仕切り板 1

2010年

・ヤマハ発動機
（株）
から
浄水器事業譲受

2011年

樹脂トレー

D650用

W900用

W750用

W600用

W450用

FHDT9045H※

FHDT7545H※

FHDT6045H※

FHDT4545H

（W532 D430 H57）

（W382 D430 H57）

（W532 D430 H57）

（W382 D430 H57）

D450用

FHDT4535H2※

FHDT4535H

（W387 D331 H65）

（W387 D331 H65）

「DK・EK全シリーズ」

2002 年

形状や色も
多彩に進化

ドル チェラウンドタイプ 発
売。動線分析から導かれた人
の 集まる独 創 的なラウンド
フォルムを高度な技術で実現

2002 年〜

・中国に現地法人
設立

リビングと調和するデザインと
コミュニケーションの楽しさを

業界初、人造大理石マーブル
シンクが登場。一人ひとりの
くらしに合 わ せ たキッチン
を提案

2013年

・ヤマハリビングテック
（株）
から
トクラス
（株）
に社名変更

1978 年〜

キッチン業界初の
グッドデザイン賞受賞

1991年

D450用

インテリアの 楽しさを 広め
る家具ショップオープン（現
在のショールームの前身）

日本に新しい
キッチン文化を

国 産 初 、人 造 大 理 石カウン
ター のシステムキッチン 発
売。ステンレス3点流し台が
主 流 の 時 代に、家 族 の 中心
にキッチンがある姿を提案

D650用

ブルモーションなしレール用

1931年

2019 年〜

新世代カウンター
「TENOR（テノール）」
発売

※固定用の可動縦仕切り板付き
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