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株式会社ユー・アーキ

Kitchen Sink



キッチンシンク アンダーシンク

TBK900-450ＤＡＮ

段（DAN） タイプ

１１７,１８０円 １１１,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットⅠ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSB：15,015円

カッティングボード TBK250

-444MN：17,010円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-444MT：17,010円

アンダーカウンターキッチンシ

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ９３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１０（Ｈ）

■内形寸法 ８６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットⅠ

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-444MN：17,010円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-444MT：17,010円

オプション

TBK900-450ＤＡＮ

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

TBK800-450ＤＡＮ

段（DAN） タイプ

１１３,１９０円 １０７,８００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットＶ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSB：15,015円

カッティングボード TBK250

-444MN：17,010円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-444MT：17,010円

アンダーカウンターキッチンシ

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１０（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＶ

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-444MN：17,010円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-444MT：17,010円

オプション

TBK800-450ＤＡＮ

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品
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キッチンシンク アンダーシンク

TBK800-440

スタンダード タイプ

６９,３００円 ６６,０００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットⅠ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF250TBK：15,015円

カッティングボード TBK250

-472MN：18,165円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-472MT：18,165円

アンダーカウンターキッチンシ

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ１９５（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットⅠ

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-472MN：18,165円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-472MT：18,165円

オプション

TBK800-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

TBK900-440

スタンダード タイプ

７９,０６５円 ７５,３００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットＷ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF250TBK：15,015円

カッティングボード TBK250

-472MN：18,165円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-472MT：18,165円

アンダーカウンターキッチンシ

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ９３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ１９５（Ｈ）

■内形寸法 ９００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＷ

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-472MN：18,165円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-472MT：18,165円

オプション

TBK900-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク オーバーシンク

TBK860-510W-L/R

ダブル（２槽） タイプ

１６５,３７５円 １５７,５００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットＴ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF250TBK：15,015円

カッティングボード TBK250

-464MN：17,010円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-464MT：17,850円

オーバーカウンターシンク

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。画像はＬタイプ

■外形寸法 ８６０（Ｗ）Ｘ５１０（Ｄ）Ｘ２１０（Ｈ）

■内形寸法 ２６０・５００（Ｗ）Ｘ３８５・４３０（Ｄ）Ｘ１８０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｗ-Ａ（ジャバラ）・Ｗ-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＴ

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-464MN：17,010円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-464MT：17,850円

オプション

TBK860-510W-L/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像：Ｌタイプ
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キッチンシンク オーバーシンク

TBK860-510S

デッキ タイプ

１２８,６２５円 １２２,５００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットＵ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF250TBK：15,015円

カッティングボード TBK250

-472MN：18,165円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-472MT：18,165円

オーバーカウンターシンク

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ８６０（Ｗ）Ｘ５１０（Ｄ）Ｘ２１０（Ｈ）

■内形寸法 ７８０（Ｗ）Ｘ４３０（Ｄ）Ｘ１８０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＵ

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-472MN：18,165円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-472MT：18,165円

オプション

TBK860-510S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像：Ｌタイプ

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

TBK260-520-440

ダブル（２槽） タイプ

１２３,６９０円 １１７,８００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セット53

ステンレスワイヤーバスケット

OLF250TBK：15,015円

カッティングボード TBK250

-472MN：18,165円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-472MT：18,165円

アンダーカウンターキッチンシ

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ２０３（Ｈ）

■内形寸法 ５２０・２６０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１９５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セット53

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-472MN：18,165円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-472MT：18,165円

オプション

TBK260-520-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

TBK260-620-440

ダブル（２槽） タイプ

１２７,６８０円 １２１,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セット54

ステンレスワイヤーバスケット

OLF250TBK：15,015円

カッティングボード TBK250

-472MN：18,165円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-472MT：18,165円

アンダーカウンターキッチンシ

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ９３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ２０３（Ｈ）

■内形寸法 ６２０・２６０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１９５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｗ-Ａ（ジャバラ）・Ｗ-B（直管）

■静音処理 SLT-セット54

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円 カッティングボー

ド TBK250-472MN：18,165円 水切りプレート（ステンレス製）TBK250

-472MT：18,165円

オプション

TBK260-620-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

TBK280-460-450DAN

ダブル（２槽） タイプ

１５１,６２０円 １４４,４００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セット55

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSB：15,015円

カッティングボード TBK250

-472MN：17,640円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-472MT：18,165円

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１８（Ｈ）

■内形寸法 ４６０・２８０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｗ-Ａ（ジャバラ）・Ｗ-B（直管）

■静音処理 SLT-セット55

■アクセサリー

オプション

TBK280-460-450DAN

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

TBK280-560-450DAN

ダブル（２槽） タイプ

１５５,６１０円 １４８,２００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セット56

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSB：15,015円

カッティングボード TBK250

-444MN：17,640円

水切りプレート（ステンレス

製）TBK250-444MT：18,165円

TBKシリーズは手板金によるクラフトマンシンクです。厚さ1ｍｍのステンレスヘアーラインはシン

プルさと堅牢さを兼ね備えたミニマルデザインが魅力です。

■外形寸法 ９３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１８（Ｈ）

■内形寸法 ５６０・２８０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｗ-Ａ（ジャバラ）・Ｗ-B（直管）

■静音処理 SLT-セット56

■アクセサリー

オプション

TBK280-560-450DAN

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ






株式会社 ユー・アーキ
〒221-0812　
神奈川県横浜市神奈川区平川町 13-21
TEL  045-482-2155  FAX 045-482-2156
http://www.e-kitchen.biz/

お問合せは
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