
Takara standard

カ ス タ ム ・ パ ー ト ナ ー 、

タ カ ラ ス タ ン ダ ー ド 。

タカラスタンダードが考える戸建住宅の住宅設備機器。
そのキーワードは、『カスタマイズ』。
スペース、デザイン、機能・・・。
皆様の御要望を対応力で、商品力で、柔軟に解決します。
理想の住空間をともにつくりたい。
めざすのは、住宅づくりのカスタム・パートナーです。

ORIGINAL PLAN

2019年3月14日

Kitchen / Bath / Dresser

ディアマンテシリーズ



食器洗い乾燥機

ディアマンテシリーズ 2019年度標準仕様 A9336550 No 9801Z-1903-0023F

ベースキャビネット：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横 ：ｴﾝﾄ ﾊ゙ ﾈ゚ ﾙ付

間口 255cm Ｉ型 天板奥行 65cm 高さ85cm 加熱調理機器 ﾊｲﾊ ﾟー ｶ ﾗ゙ｽ ﾄｯﾌ ｶ゚ ｽ゙ ｺﾝﾛ 両面焼きｸ ﾘ゙ﾙ ﾀｲﾌﾟ

アイラック吊戸棚

吊戸棚下の手の届きやすい
位置に収納をプラス。アイレベル
だから中身の見やすさも抜群。

ﾚﾝｼ ﾌ゙ｰ ﾄﾞ ：

水栓: 人造大理石シンク（ミズキリネットＴ付属）

熱いお鍋をおいても
変色しにくい

「ホーロー底板仕様」
引き出し底板も高品位ホーローに。
引き出しのお掃除も整理しやすくなります。
お掃除カンタン。醤油染みなども、
サッと拭くだけで汚れが落ちます。

JY297MN-9NTN01

TN72WV60C■T
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A9336550 No 9801Z-1903-0031F

間口 259cm フラット対面（スリムタイプ） 天板奥行 90cm 高さ85cm 加熱調理機器 ﾊｲﾊ ﾟー ｶ ﾗ゙ｽﾄｯﾌ ｶ゚ ｽ゙ ｺﾝﾛ 両面焼きｸ ﾘ゙ﾙﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
SVRA-901

オイルガードハイタイプ

ディアマンテシリーズ 2019年度標準仕様

食器洗い乾燥機

ベースキャビネット：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横 ：ｴﾝﾄ ﾊ゙ ﾈ゚ ﾙ付ベースキャビネット：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横 ：ｴﾝﾄ ﾊ゙ ﾈ゚ ﾙ付

水栓: 人造大理石シンク（ミズキリネットＴ付属）

熱いお鍋をおいても
変色しにくい

JY297MN-9NTN01

TN72WV60C■T

「ホーロー底板仕様」
引き出し底板も高品位ホーローに。
引き出しのお掃除も整理しやすくなります。
お掃除カンタン。醤油染みなども、
サッと拭くだけで汚れが落ちます。
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マルチ収納 ：シンク前 ：ダイニング側

収納カウンター

よく使うものを手が届きやすい場所に。
内側がホーローだから、濡れたものも
収納できます。

オープン棚

マガジンラック、可動式の棚板の組合せで
ライフスタイルに合った使い方に。

A9336550 No 1806Z-1802-2204F

間口 255cm マルチ収納対面（造作壁対応タイプ） 天板奥行 65cm 高さ85cm 加熱調理機器 ﾊｲﾊ ﾟー ｶ ﾗ゙ｽ ﾄｯﾌ ｶ゚ ｽ゙ ｺﾝﾛ 両面焼きｸ ﾘ゙ﾙ ﾀｲﾌﾟ

ディアマンテシリーズ 2019年度標準仕様

ベースキャビネット：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横 ：ｴﾝﾄ ﾊ゙ ﾈ゚ ﾙ付

水栓: 人造大理石シンク（ミズキリネットＴ付属）

熱いお鍋をおいても
変色しにくい

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わないものを
分類して収納出来ます。

「ソフトクローズレール仕様」

「ホーロー底板仕様」
引き出し底板も高品位ホーローに。
引き出しのお掃除も整理しやすくなります。
お掃除カンタン。醤油染みなども、
サッと拭くだけで汚れが落ちます。

静かにピタッと閉まる引出しの
レール仕様です。

台輪カラーが選べます。

スパイストレイ

オプション小物収納例ホーロー収納内部

底面・側面・上部面の4方向全てホーロー製ですので、
水や汚れがついてもカンタンにお手入れができます。
（ホーロー収納 内寸：W=1618 H=177 D=158）

ダイニング側：エンドパネル

シンク前に収納があるので、ちょっとした食器やコッ
プ、料理で使う調味料などの小物を収納するのに
非常に便利です。

（箕面：北摂ショールーム展示）カラー：ホワイト

（梅田：大阪HDCショールーム展示）カラー：ブラウン

水切りトレイ

オープン棚のカラーは
ホワイト、ブラウン
2色より選べます。

食器洗い乾燥機

レンジフード

ホーローでお手入れのしやすさを徹底追及！
「ホーロークリーンレンジフード」

＊写真はイメージです

＊写真のｼﾝｸは標準ｼﾝｸとは異なります

TN72WV60C■T

JY297MN-9NTN01
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TS-3087E TS-3034E

ソリッドライトグレー

●抽象柄（マット）

TJK10122C TJK10126C

●単色

●木目（マット）

●木目（鏡面）
TJK2254C

TJK2680CTYU2603C

TYU2686C

TJK10006C

ANU10001CM ANU 2597CMANU 2665CM

NYU 2682CM NYU2679CMAYU 2666CM AU-2598CMANU 2767CM 

LNU 2664CM

TYU 2261C

TYU 469C

TYU 2250C TNU10043C

NYU363CM

NYU1942CＭ

TJK10007C TNX10131C TYU10134C

TJK10051C

KU-6000CM KU-6522CM QNU6000CMKU-6614CM

台輪カラーが選べます。

TS-3091E TS-3094E
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どこでもラック

A9336550 No 9801Z-1903-0036F
A9336550 No 9801Z-1903-0037F

Image photo   1616

洗い場 ：保温材 有り

：ランドリーパイプ 有り （２本）

：2灯

折戸（ホワイト）

どこでもラック
シャワーフック

ワイドミラー（収納棚対応） / ロングミラー

ディアマンテシリーズ 2019年度標準仕様

折戸（ホワイト）

浴槽 ：高断熱浴槽
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Image photo 間口 75cm ・ 下台高さ 75cmﾐﾗｰ ：LED ・曇り止めｺｰﾃｨﾝｸ 有゙

A9336550 No 9801Z-1903-0035Fディアマンテシリーズ 2019年度標準仕様

TS-3087E TS-3034E

●単色

●木目（マット）

●木目（鏡面）

●抽象柄（マット）

TJK2254C

TJK2680CTYU2603C

TYU2686C

TJK10006C

ANU10001CM ANU 2597CMANU 2665CM

NYU 2682CM NYU2679CMAYU 2666CM AU-2598CMANU 2767CM 

LNU 2664CM

TYU 2261C

TYU 469C

TYU 2250C TNU10043C

NYU363CM

NYU1942CＭ

TJK10007C TNX10131C TYU10134C

TJK10051C

TJK10122C TJK10126CKU-6000CM KU-6522CM QNU6000CMKU-6614CM

TS-3091E TS-3094E
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