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9 月に４ヶ所のショールームを移転・リニューアルオープン！ 

システムキッチン・バスを中心とした住宅設備機器メーカー・タカラスタンダード株式会社（大阪市城東区、代表取締

役社長 渡辺岳夫）は、この 9 月に米沢ショールーム（山形県）を移転オープンし、さらに春日部ショールーム（埼玉県）、

前橋ショールーム（群馬県）、鹿児島ショールーム（鹿児島県）をリニューアルオープンいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米沢ショールーム（山形県） 

前橋ショールーム（群馬県） 

春日部ショールーム（埼玉県） 

鹿児島ショールーム（鹿児島県） 

 

NEWS RELEASE 

ホーローシステムキッチン・バスメーカー『タカラスタンダード』による報道発表

＊画像はイメージです 
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●当社独自の “ホーローのある暮らし” をご提案 

今回のリニューアルでは『空間展示＊1』と『体感コーナー』を多数設け、お客様に快適な “ホーローのある暮らし” をイ

メージしていただけるショールームとなりました。見て、触れて、体感して、より良い生活空間を思い描きながら商品選

びをしていただけるよう、各ショールームでは様々なライフスタイルを表現した展示を充実させています。また体感コー

ナーでは、キッチンの『家事らくシンク＊2』をはじめとする機能商品だけでなく、当社独自の ”高品位ホーロー” という

素材の良さを生活空間の中で体感できるようになっています。 

 

＊1『空間展示』とは、実際のキッチンやリビングなどをイメージして、天井や床・サッシなどを模擬的に再現し、 

お客様に居住空間をより具体的にイメージしていただけるようにした展示のことです。 

＊2『家事らくシンク』は、2016 年度のグッドデザイン賞を受賞。キッチンにおける『洗う・調理する・⽚付ける』 

作業が効率よくできる 3 層構造で、調理の快適さとスピードアップを実現した “家事を楽にする” シンクです。 

 

●各ショールームの特長をご紹介 

・米沢ショールーム 

山形県置賜
おきたま

地域は山形県の最南端に位置し、米沢市を中核とした 3 市 5 町から構成され

ています。この置賜地域で唯一の住宅設備機器メーカーショールームです。今回のリニ

ューアルでは、地域の方に大変馴染みのある上杉神社の満開の桜をホーローアートにて

展示しました。駐車スペースを広くし、正面ウィンドウを大きく取ることで、お客様が

より足を踏み入れやすいショールームとなりました。開放感があり、エントランスを抜

けると当社ホーローシステムキッチンの象徴である「レミュー」にてお迎え致します。

館内は落ち着いた雰囲気となり、どなたでもごゆっくりとご見学いただけ、どこに何が

あるかをエントランスから一望できる館内形状は、お客様はもとより、流通業者様にも

ご案内していただきやすくなっています。 

また、新たにカンタンリフォームコーナーを設けたことにより、加熱機器やレンジフー

ド、キッチンの下台のみなどお手軽にリフォームをご検討いただけるようになりました。 

 

・春日部ショールーム 

 空間展示コーナーは、明るい木肌色と黒の相乗効果で空間をモダンに演出した北欧モダンテイスト、純白ホワイトの美 

しさを追求したクリスタルホワイトテイスト、シックで特別な上質感のある空間を演出しているラグジュアリーモダン 

テイストなど、計９つのテイストをご覧いただけます。 

 また、浴室で入浴体験ができる設備を新設し、浴槽の王様「鋳物ホーロー」プレデンシアプレミアムに入浴できます。

ゆっくりのんびりリラックスしていただけるお部屋もご用意しておりますので是非、ご体感下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

ホーローアート 

 

プレデンシアプレミアム         リフレッシュコーナー（イメージ） 
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・前橋ショールーム 

エントランスに入った瞬間からゆったりと楽しく商品を選んでいた

だけるよう、ショールームの雰囲気、レイアウトを一新しました。地

元ならではの特色をいかした風景と建物をホーローアートにて展示

し、地元の生活をイメージしていただけます。 

『リフォーム提案コーナー』も設け、コンロやレンジフードの交換か

ら、キッチン全体のリフォーム提案、『ぴったりサイズシステムバス』

展示コーナーを用いた浴室リフォームの提案が可能です。 

 

 

 

・鹿児島ショールーム 

どなたでも見学していただきやすいフラットな造りのショールームとなっており、各商品の機能性、デザイン、価格な

どを比較しやすい展示を充実させました。また、鹿児島を象徴する雄大な『桜島』をホーローアートで表現。鹿児島ら

しいホーローアートを眺めながらショールームを見学していただけます。 

 

※ホーローアートとは、当社独自のインクジェット技術により、ホーローに画像を焼き付けたオリジナルパネルです。 

意匠性が高く、耐久性にも優れたホーローで、変わらない美しさを表現しています。 

 

 

● 参考：各ショールーム詳細情報 

【移転オープン】 

名称 米沢営業所・米沢ショールーム 

オープン日 9 月 1 日（金） 

オープン展示会 9 月 1 日（金）～3 日（日） 

所在地 〒992-0003 

  山形県米沢市窪田町窪田字大豆田 1341－15 

電話 （営業所）0238-27-0260 （ショールーム）0238-27-0262 

FAX （営業所）0238-36-0121 （ショールーム）0238-36-0122 

延床面積 約３３0 ㎡（約 100 坪） 

交通 ＜お車＞国道 13 号線を山形方向から福島方面へ、米沢市窪田町交差点過ぎ 250ｍ左手 

営業時間 10：00～17：00（お盆・年末年始を除いて年中無休） 

主な展示商品 システムキッチン 16 セット、キッチンセット 1 セット、システムバス 10 セット、 

洗面化粧台 14 セット、トイレ 3 セット、エマウォール、各種給湯器他 

その他 キッズコーナー、多目的トイレ、おむつ交換台、ドリンクサービス等 

 

ホーローアート 

（群馬県庁 利根川 赤城山） 
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【リニューアルオープン】 

名称 春日部ショールーム 

オープン日 ９月９日（土） 

オープン展示会 ９月９日（土）～10 日（日） 

所在地 〒344-0014 

  埼玉県春日部市豊野町３-１-２ 

電話 048-737-7319 

FAX 048-737-5145 

延床面積 約 394 ㎡（約 119 坪） 

交通 ＜電車＞東武伊勢崎線 せんげん台駅東口よりタクシーで約１０分 

  ＜お車＞国道１６号線から、庄和インターより東京方面へ約３.５km 

  草加越谷方面から、旧４号と４号バイパスが交差する下間久里交差点から約３.５Km 

営業時間 10：00～17：00（お盆・年末年始を除いて年中無休） 

主な展示商品 システムキッチン 12 セット、システムバス 11 セット、洗面化粧台 12 セット 

トイレ 3 セット、エマウォール、各種給湯器他 

その他 キッズコーナー、おむつ交換台、ドリンクサービス等 

 

 

名称 前橋ショールーム 

オープン日 ９月 22 日（金） 

オープン展示会 ９月 22 日（金）～24 日（日） 

所在地 〒379-2154 

  群馬県前橋市天川大島町 1480－1 

電話 027-290-2248 

FAX 027-290-2259 

延床面積 約 330 ㎡（約 99 坪） 

交通 ＜電車＞ＪＲ両毛線前橋大島駅より徒歩１５分 

  ＜お車＞駒形バイパス(県道２号線)を、前橋(松並木)から伊勢崎方面へ向かい、広瀬団地 

  入口交差点を通り過ぎ、約１００ｍ先左手に位置します。  

営業時間 10：00～17：00（お盆・年末年始を除いて年中無休） 

主な展示商品 システムキッチン 16 セット、キッチンセット 1 セット、システムバス 10 セット、 

洗面化粧台 15 セット、トイレ３セット、エマウォール、各種給湯器他 

その他 キッズコーナー、多目的トイレ、おむつ交換台、ドリンクサービス等 
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名称 鹿児島ショールーム 

オープン日 ９月 23 日（土） 

オープン展示会 ９月 23 日（土）～24 日（日） 

所在地 〒891-0115 

  鹿児島県鹿児島市東開町 4-19 

電話 099-266-5755 

FAX 099-266-5751 

延床面積 約 366 ㎡（約 111 坪） 

交通 ＜市電＞市電笹貫電停にて下車、徒歩 15 分、産業道路沿い「グラード東開」を左折、2 つ目の十字路 右角 

  ＜お車＞指宿方面からは産業道路を北進 東開町「グラード東開」を右折、 

      鹿児島市街地方面からは産業道路を南進「グラード東開」を左折 

営業時間 10：00～17：00（お盆・年末年始を除いて年中無休） 

主な展示商品 システムキッチン 17 セット、キッチンセット 1 セット、システムバス 11 セット、 

洗面化粧台 13 セット、トイレ 4 セット、エマウォール、各種給湯器他 

その他 キッズコーナー、おむつ交換台、ドリンクサービス等 

 

 

 

〈会社概要〉 

 タカラスタンダード株式会社 

◆設立：明治 45 年 5 月 30 日（創業 106 年） 

◆資本金：263 億 56 百万円 

◆売上高（連結）：1,831 億円（平成 28 年度） 

◆従業員数（連結）：6,067 名 

◆事業内容：ホーローを中心としたシステムキッチン・システムバス・洗面化粧台・住宅用トイレ・内装材・ 

その他の住宅設備機器の製造販売 
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