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｜扉カラー ｜

｜取手｜  ※取手もお選び頂けます。

｜ワークトップ｜  人造大理石 グループ１ ｜シンク｜  ステンレス

■Color Coordinate CG合成によるイメージ画像です。
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ﾗｲﾝV
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〈グループ１用〉〈グループ３・２用〉

コンロ用キャビネット シンク用キャビネット

いちばんよく使う道具を立てて収納できる、
扉裏のポケット。

アシストポケット付（シンク下）

スライドストッカー
(ポケットなし)

スライドストッカー
アシストポケット付(シェルフなし)

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ

レンジフード

金属幕板付

食器洗い乾燥機

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お

手入れしやすい。カラーやデ

ザインのバリエーションも豊富

にご用意しています。

扉を勢いよく閉めても、減速

してスーッと静かに閉まる

高品位なレールです。

ソフトモーションレール

引出し仕様

メラミン底板

ワークトップ高さ

３種類のワークトップ高さをご用意

□80cm □85cm □90cm

ラクな姿勢でお使いいただけるよ

うに、 ワークトップの高さも３段階

からお選びいただけます。

アンダーストッカー

シルバー

扉カラー

横長のスマー

トなデザイン

になります。

キッチンに一

体感が生まれ

ます。

シンクの中のお手入れもシンクま

わりの片づけも、スキッとはかど

るシンクです。

※表示寸法は内寸法です。 深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

スキットシンク

独自の底面形状と段差

のコンビネーションで、

シンクの奥の段差に向

けて汚れやゴミをスム

ーズに洗い流せます。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

ステンレス排水口

約７６cm

約４５cm

加熱機器 ２つの仕様からお選びいただけます

ガスコンロ I Hヒーター

水栓金具

みず工房STメッキ・タンクレス タカギ製

JA497MN-9NTN-02

Ｊ７７ＡＳＲタイプ

加熱機器連動なしシルバー

富士工業製

シルバー

浅型タイプ（パネル材仕様）

パナソニック製

Ｄ８２

３口コンロ・ガラストップタイプ

（無水両面焼グリル） Ｙ２１

トップ：シルバー フェイス：シルバー

レンジフード連動付トップ間口 ６０cm

ハーマン製
H3634D1W2VMX

ASR931SIRM NP45RS9SJGM

KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ BE6/ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

AF
ｼﾘｰｽﾞ

KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

AD
ｼﾘｰｽﾞ

NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁAE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ

BC
ｼﾘｰｽﾞ

PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸVE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

AE
ｼﾘｰｽﾞ

CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝFE7/ｴｲｼﾞﾄﾞｵｰｸ NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

BE
ｼﾘｰｽﾞ

AF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄ UF0/ﾁｪﾘｰ IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄ HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

BD
ｼﾘｰｽﾞ

RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞKE3/ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

AB
ｼﾘｰｽﾞ

BF8/ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ GE2/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ PE2/ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ WE2/ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

AC
ｼﾘｰｽﾞ

AE4/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ UE4/ｸﾘｴﾓｶ CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ NE4/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

BB
ｼﾘｰｽﾞ

VF9/ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ WF9/ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

AH
ｼﾘｰｽﾞ

AA
ｼﾘｰｽﾞ

NF7/ﾌﾟﾚｰﾝｵｰｸ

BA
ｼﾘｰｽﾞ

AF7/ﾌﾟﾚｰﾝｳｫﾙﾅｯﾄSE0/ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ WE0/ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

パナソニック製

２口ＩＨ＋ラジエント・スタンダードタイプ

Ｗ２４（無水両面焼グリル）

トップ：ブラック フェイス：シルバー

レンジフード連動なしトップ間口 ６０cm

CHAS6GJGM

ポケットのパーツ
は、外して丸洗い。

システムキッチン ＡＳ  Ｉ型　本体高さ 85cm 本体間口 255cm SWK6LH

ｽﾃﾝﾚｽQW ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

ワークトップ

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

手前の水返しは

すっきりスマー

トな形状に。

人造大理石トップ

シンクの中のお手入れもシンクまわりの

片づけも、スキッとはかどるシンクです。

※表示寸法は内寸法です。 深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

シンク

独自の底面形状と段差

のコンビネーションで、

シンクの奥の段差に向

けて汚れやゴミをスム

ーズに洗い流せます。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

スキットシンク

ステンレス排水口

約７６cm

約４５.３cm

食器洗い乾燥機用キャビネット

スライドストッカー

メラミン底板 ソフトモーションレール

３段引出し 浅型用
扉カラー

アンダーストッカー

CG 合成によるイメージ画像です。

アシストポケット付（シンク下）

コンロ下のポケットには１kgの油ボトル

やおたまなどの調理小物、シンク下のポ

ケットには包丁やラップ、ミニまな板も入

ります。

いちばんよく使う道具を立てて
収納できる、扉裏のポケット。

シンク用キャビネット

スライドストッカー

メラミン底板

アシストポケット

ソフトモーションレール

アシストポケット付（シェルフなし）

コンロ用キャビネット

スライドストッカー

メラミン底板 ソフトモーションレール

（ポケットなし）

パナソニック製

２口ＩＨ＋ラジエント・スタンダードタイプ

Ｗ２４（無水両面焼グリル）

トップ：ブラック フェイス：シルバー

レンジフード連動なしトップ間口 ６０cm

CHAS6GJGM

３口コンロ・ガラストップタイプ

（無水両面焼グリル） Ｙ２１

トップ：シルバー フェイス：シルバー

レンジフード連動付トップ間口 ６０cm

ハーマン製
H3634D1W2VMX

加熱機器 ２つの仕様からお選びいただけます

BX:ﾗﾌｻﾝﾄ゙ ﾎﾜｲﾄ

BW:ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ

BV:ﾗﾌｻﾝﾄ゙ ﾍ゙ ｰｼ゙ ｭ

キッチンパネル

【ＭＥシリーズ】

油汚れが簡単に落とせて、

お手入れしやすい。

レンジフード

Ｊ７７ＡＳＲタイプ

加熱機器連動なしシルバー

富士工業製

金属幕板付

ASR931SIRM

水栓金具

シルバー

食器洗い乾燥機

浅型タイプ（パネル材仕様）

パナソニック製

Ｄ８２

NP45RS9SJGM

みず工房STメッキ・タンクレス タカギ製

JA497MN-9NTN-02

｜扉カラー ｜

｜取手｜  ※取手もお選び頂けます。

｜ワークトップ｜  人造大理石 グループ１ ｜シンク｜  ステンレス

■Color Coordinate

ｽﾃﾝﾚｽQWﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

E ｼﾙﾊﾞｰ
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Q ｼﾙﾊﾞｰ
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ﾗｲﾝU

V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
ﾗｲﾝV

K ｼﾙﾊﾞｰ
ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK

H ﾌﾞﾗｯｸ
ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH

G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ
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F ｼﾙﾊﾞｰ
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〈グループ１用〉〈グループ３・２用〉

KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ BE6/ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

AF
ｼﾘｰｽﾞ

KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

AD
ｼﾘｰｽﾞ

NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁAE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ

BC
ｼﾘｰｽﾞ

PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸVE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

AE
ｼﾘｰｽﾞ

CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝFE7/ｴｲｼﾞﾄﾞｵｰｸ NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

BE
ｼﾘｰｽﾞ

AF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄ UF0/ﾁｪﾘｰ IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄ HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

BD
ｼﾘｰｽﾞ

RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞKE3/ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

AB
ｼﾘｰｽﾞ

BF8/ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ GE2/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ PE2/ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ WE2/ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

AC
ｼﾘｰｽﾞ

AE4/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ UE4/ｸﾘｴﾓｶ CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ NE4/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

BB
ｼﾘｰｽﾞ

VF9/ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ WF9/ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

AH
ｼﾘｰｽﾞ

AA
ｼﾘｰｽﾞ

NF7/ﾌﾟﾚｰﾝｵｰｸ

BA
ｼﾘｰｽﾞ

AF7/ﾌﾟﾚｰﾝｳｫﾙﾅｯﾄSE0/ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ WE0/ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ


