
Handmade Sink
Standard   Semi-order   Full-order

■ご注文に関する注意事項
◎ハンドメイドシンクは、ご注文いただいてから製作する受注生産商品です。
　ご発注後の納期目安は、標準シンクで約２～３週間、セミオーダーシンクで約３～４週間となります。
　フルオーダーシンクの納期は形状により異なりますのでご相談ください。

◎シンク単品でのご注文（アンダーシンク / オーバーシンク）はもちろん、ワークトップと一体でのご注文も承ります。
　ワークトップの素材には、ステンレス / 人工大理石 / クォーツ / セラミックなどがあります。詳細はお問合せください。

◎水栓金具・排水トラップは商品に含まれておりませんが、別途手配もできますのでお申しつけください。

■ワークトップの開口寸法について
◎シンクの寸法には公差（工業製品などで公式に許容されているわずかな差）があります。
　ワークトップを開口する際には、ご使用いただく製品の実寸法に合わせて開口していただきますようお願い申し上げます。

◎シンクの図面をご希望の方は、お手数ですが最寄りの営業所までお問合せください。

■安全性などに関する注意事項
◎ハンドメイドシンクは、ステンレス鋼板を加工して製作いたします。安全性に関しては充分に配慮された設計となっておりますが
　切断面を取り扱う際には、保護用の手袋を着用するなど、特にご注意いただきますようお願い申し上げます。

◎水栓金具取付け後は、水道管の中の鉄粉などがステンレスシンク内に残らないよう十分に水で洗い流してください。

◎ぬめり取り剤・塩素系の洗浄剤などのご使用は、ステンレスシンクが錆びる危険性がありますのでお控えください。

◎水あかなどの予防の為、ご使用後は洗剤をきれいに水で流した後に空拭きで水滴をしっかりと拭き取ってください。

■フランジ上 /ステージ上

■リブ上 ■その他

バスケット大 / WB15-225

アンダープレート / 特 P-430B ステアズ / S-410
水切りパレット / WP-410

※BT-430B と組合せて使用できます
バスケット用

ステンレストレー / T15-220B カトラリー BOX / BXC-60 洗剤 BOX / BXS-100

バスケット小 / WB-430 バット（クッション付）/ BT-430B 穴あきプレート / P-430B プレート / P-430C カッティングボードプロ / CBR-430

O P T I O N

東京営業所（ショールーム併設）
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 21-4 渋谷桜丘町ビル 4F
TEL：03-6416-3607　FAX：03-6416-3608

大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4丁目 4-64 新大阪千代田ビル 5F
TEL：06-6350-2155　FAX：06-6350-2156

福岡営業所（一部製品展示あり）
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1丁目11番15号 博多駅東口ビル704号室
TEL：092-477-1655　FAX：092-477-1675

■ショールーム
TOYOURA showroom TOKYO
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 21-4 渋谷桜丘町ビル 2F
TEL：03-6416-3607　FAX：03-6416-3608

TOYOURA showroom OSAKA（ATC 輸入住宅促進センター総合展示場内）
〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ITM 棟 9F
TEL：06-6615-5432　FAX：06-6615-5288

筑西工場
〒308-0847 茨城県筑西市玉戸 1012-7
TEL：029-628-1777　FAX：029-628-4952

※本カタログに掲載されております製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。カタログの色は印刷のため、実物とは多少異なります。
※詳細は下記までお問合せください。

お問合せ先：
info@toyoura.co.jp    https://toyoura.co.jp　※HP より商品の図面ダウンロードが可能です　

※奥行変更した場合、標準オプションはご使用できません



「幸せ」を感じる瞬間、それはどんなときでしょう。

答えは人の数だけ存在するかもしれません。
しかしその中でも“あたたかい食事の時間” を思い浮かべる人は、
きっと少なくないはずです。

キッチン、そしてシンクはそんな幸せな時間の源です。

誰かが誰かのために、あるいは自分自身のために、
日々愛情を込めて食事を作る場所。
そこからずっと愛が生まれ続けるように、
トヨウラは匠の技術で “もの作り” を続けます。

トヨウラにとっての “もの作り” は、ただ商品を作ることではありません。
“もの” がお客様のもとへ渡った瞬間から始まっていく
幸せの軌跡を共に創造するために、匠は細部まで魂を込めています。

美しいシンクを抱いたキッチンから、
多くの幸せな物語が生まれることを願う。

それがステンレス製品製造に携わる半世紀の歴史の中で生まれた
トヨウラのクラフトマンシップなのです。

クラフトマンシップカンパニー・トヨウラ 。
トヨウラが作り続けてきたステンレス製品の中でも最高峰品質と言えるのが、
熟練のクラフトマンたちがひとつひとつ手板金でつくるハンドメイドシンクです。
トヨウラでは、お求めやすく、バリエーションやオプションを設けた「スタンダード」
スタンダードをベースに、排水位置が選べて、50㎜（間口）／10 ㎜（奥行）刻みのオーダーが可能な「セミオーダー」
お客さまのお好みのカタチを 0 からつくり上げる「フルオーダー」の 3 シリーズをご用意しています。
いずれもシンクのコーナーを標準で 10R まで成形することができ、スタイリッシュな印象のキッチンが完成します。

トヨウラの最高峰品質「ハンドメイドシンク」

ハンドメイドシンクのスタンダードやセミオーダーは、「標準シンク」「水栓デッキ付シンク」
「ステージ付シンク」の 3つの基本形状からお選びいただけます。
採用したステンレス素材「SUS304」の板厚は、トヨウラのシンクの中でも最も厚い 1.2 ㎜。
表面仕上げは、全てのタイプで、ヘアライン／バイブレーション／ブラストからお選びいただけます。

「スタンダード」「セミオーダー」の基本形状は3タイプ

ハンドメイドシンクのフルオーダーでは、お客さまのご希望のシンクが実現できます。
自由度が高く、たとえば、㎜単位のサイズ対応なども可能です。
製作にあたっては、まず、お客さまのご要望をお聞きすることから始まります。
ご要望に沿って提案図とお見積書を作成し、シンクの使い方をご確認いただきます。
プランが決まりましたら製作図をご提出、ご承認いただきました後、製作を開始いたします。
また、標準はアンダーシンクの仕様となりますが
オーバーシンクもご相談賜りますのでお問合せください。

「フルオーダー」はお客さまと綿密な打ち合わせを重ねて

標準シンク

水栓デッキ付シンク

ステージ付シンク



トヨウラはお客さまの“理想のキッチン”を実現します
フルオーダーメイドのシンクはお客様にとって「最高の機能性と美しさを持つキッチン」の要となります。
また、シンクと合わせ調理や盛り付けなどを行うワークトップ（天板）のオーダーも承ります。
高級感のある人工大理石や熱に強く耐久性のあるセラミック、高い機能性と質感を合わせ持つクォーツストーンなど
あらゆる素材、デザインに対応します。
美しいシンクとワークトップはキッチンのイメージを形作ります。
自社工場を持つトヨウラなら「スタンダード」「セミオーダー」はもちろん、1ミリ単位で形作れる「フルオーダー」で
ご要望にきめ細やかに対応することができます。

■水栓デッキ付シンク ／ CSI タイプ

■標準シンク ／ CSSタイプ

■ステージ付シンク ／ CSW タイプ

「水栓デッキ」を設けたシンク。プレートやバットなどの
オプション搭載にも対応いたします。
◎基本設定
水槽奥行寸法：
ステージ 15 ㎜＋水槽 410 ㎜＋水栓デッキ 80 ㎜＝505 ㎜
深さ：200 ㎜　ステージ高さ：15 ㎜　水栓デッキ：80 ㎜
コーナー R：R10 ㎜

プレートやバットなどのオプションを置くことができる
「ステージ」を設けたシンク。
◎基本設定
水槽奥行寸法：ステージ 15 ㎜＋水槽 410 ㎜＋段 15 ㎜＝440 ㎜
深さ：200 ㎜　ステージ高さ：15 ㎜　コーナー R：R10 ㎜　

◎基本設定
水槽奥行寸法：410 ㎜　深さ：200 ㎜　コーナー R：R10 ㎜

シンプルさが美しいシンク。

1. ベースになるシンク・表面の仕上げをお選びください

2. シンクの幅、奥行き、深さをお決めください

3. 排水位置、ポケットの有り・無し、ポケットの位置をお選びください

4.ポケットの形状や幅（※セミオーダーのみ）をお選びください

P1-CSS

P3-CSS
排水位置はポケット側で固定

P1-BAR-CSS

P2-CSS

P1-CSI

P3-CSI
排水位置はポケット側で固定

P4-CSI

P1-BAR-CSI

P2-CSI

P1-CSW

P2-BAR-CSS P2-BAR-CSI P2-BAR-CSW

P3-CSW
排水位置はポケット側で固定

P1-BAR-CSW

P2-CSW

■水栓デッキ付シンクのポケット形状 ■ステージ付シンクのポケット形状■標準シンクのポケット形状

※写真は、左ポケットの場合の形状です。
　右ポケットは対称形になります。

施工事例／ Semi-order  ●P1-BAR-CSI  リブ有り 施工事例／ Semi-order  ●CSW  リブ有り  丸型一体排水
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表面仕上げ

ブラスト

硬い粒子を噴射して付けた
優しいマットな質感

バイブレーション

波状の研磨模様を付けること
で落ち着いた雰囲気を創出

ヘアライン

研磨ベルトで表面を一定方向
に磨いて付けたヘア状の模様

板厚 1.2 ㎜の耐久性に富んだハンドメイドシンクでも、長年お使いいただいている間に傷や汚れが
目立ってくる場合もあります。このようなときは、ぜひトヨウラの各営業所にご連絡ください。
専任のスタッフが、補修・再研磨・コーティング（ガラス質成分の塗り込み）により、本来の輝きを甦らせます。
お客様のパートナーとしてメンテナンスを続けることで、美しいキッチンのある暮らしを支えていきます。

充実したメンテナンス体制で美しい暮らしのパートナーに

再研磨とコーティング

Full-order Sink

N650CSS

N800CSS

N650CSI

N800CSI

N650CSW

N800CSW

※図面寸法はアンダーシンクの場合となります

丸型一体排水
継ぎ目がないので
掃除やお手入れが簡単。
ポケットが付く場合の
排水口の位置は
ポケットと対角になります。

OPT ION

標準排水（例）

一般的な排水トラップの
使用が可能です。

シンクの幅、奥行き、深さについて

◎寸法：左ページの図面通り

Standard

◎間口寸法：300㎜～ 900㎜の間で 50 ㎜刻み
◎奥行寸法：300㎜～ 500㎜の間で 10 ㎜刻み（シンク水槽部）
◎深さ寸法：120㎜、150㎜、180㎜、190㎜、200㎜の5種類

Semi-order

◎ポケット形状：左ページの全て対応
◎間口寸法：P1 / P2：150㎜ /200㎜ /250㎜  ・P3 のみ240㎜固定
◎奥行寸法：80㎜固定　※P4-CSI のみデッキ部含む奥行 110㎜
◎高さ寸法：シンク底面より-50㎜の位置で固定
　　　　　　※P3のみシンク深さと同じとなり、プレート位置が
　　　　　　シンク底面より-50mm

Semi-order

ポケットについて

◎ポケット形状：P1 / P2-BAR / P3 の 3 種類
◎間口寸法：P1/P2-BAR：200㎜、P3：240㎜
◎奥行寸法：80㎜固定
◎高さ寸法：150㎜固定

Standard

◎P2-BAR-CSS：シンク上端から 25㎜下方
◎P2-BAR-CSI/CSW、P4-CSI：シンク上端から 40㎜下方
◎上記以外：シンク上端から 50㎜下方

Semi-order

リブ位置について

◎CSSポケット無しの場合のみ対応 (シンク上端から 50㎜下方）

Standard

■ポケット位置／左

■ポケットなし

■ポケット位置／右

中央奥●排水位置 左奥 右奥 左中央 右中央

丸形一体排水位置

丸形一体排水位置

丸形一体排水位置丸形一体排水位置

リブ

排水について

◎排水方法：標準排水　　◎排水径：181φ
◎排水位置：中央奥のみ　※P3は右奥、左奥のみ

Standard

◎排水方法：標準排水 / 丸形一体排水
◎排水径：181φ/ 116φ（標準排水）/ 68φ（丸形一体排水）
◎排水位置：中央 / 左奥 / 右奥 / 左中央 / 右中央

※P3 の排水位置はポケットと同じ奥側になります。
※丸形一体排水の場合、排水位置は中央での対応は出来ません。
　ポケットを付けた場合は、ポケットと反対側になります。（上図参照）　

Semi-order


