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基 本 仕 様

レ ン ジ フ ー ド
フラットスリムレンジフード プルオープンタイプ（浅型）

水 栓 金 具

汚れをサッと拭き取れます。Check Point

レイアウト バリエーション

驚くほど、油汚れが浮きあがります。

浄水器一体型省エネシングル水栓

加 熱 機 器

ガラストップコンロ

Check Point

吊戸棚有りプランの場合

揺れを感知すると扉がロックされる扉開放防止部品や
静かに閉まるサイレントダンパーが標準装備されて
います。

サイレントダンパー扉開放防止部品

手元照明付（ＬＥＤ）

洗 浄 機 器

ワ ー ク ト ッ プ
人工大理石（グレインホワイト）

キ ッ チ ン パ ネ ル
ＫＴボード（クリアホワイト） オールスライド収納

収 納

吊戸棚無しプラン吊戸棚有りプラン

・手元照明付き
・収納力の高い吊戸棚が装備されます。
（間口：135cm 高さ：70cm）

高さは８５㎝が標準です。 ９０㎝はオプションで対応可能です。

上質な仕上がりに、優れた使い勝手を
プラスした新しいキッチン空間で、
心地よい時間をお楽しみください。

キッチンもインテリアという発想。
The  Kitchen  is part of the Interior.

※画像はイメージです。実際のご提案内容とは異なる部分があります。

2022.05～ Ａプランキッチン システムキッチン ＫＴ ① 【Ｉ型 2550mm 吊戸棚有りプラン／吊戸棚無しプラン】

Image
（扉カラー：ラスティチャコール）

キズがつきにくく、目立ちにくい

汚れがたまりにくい

エンボスの形に意味がある！従来シンク

特殊エンボス加工

エンボスの隅に
汚れが溜まりにくい。

半円球形エンボス

■ ステンレス：美サイレントＥＵシンク
表面に水アカがつきにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を
採用。さらに底面にエンボス加工を施してあるので、キズがつきにくく美しさが
長持ちします。

（W:65cm D:48.5cm）

美コート
無し

美コート
有り

汚れがつきにくい

ステンレス製排水口プレート

ヌルつきやすい排水口もステンレス製。
シンクと同じ美コートが施されています。
汚れがつきにくく、スッキリ落とせます。

汚れの下に水が入り込み、
汚れを浮かします。

水

汚れ

シンク底面

油汚れが浮き上がる！

継ぎ目や凹凸の少ない内面形状に加え、
ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状。
さらに油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を
施しています。

お手入れしやすい
内面形状

ＬＥＤ照明

スリムなデザインのレンジフードです。
フラットな内面形状でお手入れも簡単。
省エネ性の高いLED照明を搭載しています。

ZRS75ABZ21FS(R・Ｌ) （シルバー）

整流板付

風量速調：３速 はつ油加工

ＬＥＤ照明付

Ｗ７５０壁付けタイプ 鋼板製前板仕様

ZGGVK6A21DSK （前面：シルバー）

ダブル高火力・とろ火

温度調節機能 炊飯・湯沸し機能

水無両面焼グリル

Ｗ６００トップ ガラストップ

美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた
ガラストップコンロ。便利な水無し両面焼
グリル付きです。

乾燥コース付

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・40点

ZWPP45R21LDS （枠：シルバー）

操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。
腰をかがめずにラクに操作ができます。

ZSMJT428R20BH

浄水機能付 シャワー付

オールメッキ ホース付

カートリッジの交換が簡単な
オールインワンタイプです。

美しくなめらかな質感の人工大理石。
キッチンを美しく演出します。

グレインホワイト

レンジ廻りの油ハネや汚れが、
サッと拭き取るだけでキレイになります。

クリアホワイト

衝撃をやわらげて静かに閉まるダンパー機構を搭載。
収納物をやさしく守ります。
また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、
奥の方にしまってあるものも見やすく、
出し入れしやすくなっています。
（耐荷重20Kg ＊コンロ横引出しをを除く）

ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエリア収納」
台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」
オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡すことができ、キッチンワークもはかどります。

足元収納付き

コンロ横引出し

包丁差し
＋ラップホルダー サイレントレール

■ 引出し底板：
ステンレス仕上げ

引き出しの底板にもステンレスを施して
いるのでお手入れもサッと拭くだけ！
調味料などがこぼれても、汚れやニオイが
しみ込みにくく、とても衛生的です。

汚れがしみ込みにくい 汚れがおとしやすい

汚れがつきにくい

ステンレスの「清掃性」の特徴は、
汚れが放置されても後から汚れを
落とせること。
だから、マメにお手入れしなくても
気兼ねなく扱えることです。
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基 本 仕 様

レ ン ジ フ ー ド
Ｊタイプサイドフード プルオープンタイプ（浅型）

水 栓 金 具

汚れをサッと拭き取れます。

2020.8

Check Point驚くほど、油汚れが浮きあがります。

浄水器一体型省エネシングル水栓

加 熱 機 器

ガラストップコンロ

Check Point

洗 浄 機 器レ ン ジ フ ー ド
フラットスリムレンジフード

高さは８５㎝が標準です。
９０㎝はオプションで対応可能です。

フロントスクリーンについて

フラット対面型の場合にのみ設置されます。

ダイニング側：オープンカウンタータイプ

2022.05～ Ａプランキッチン
システムキッチン ＫＴ ② 【フラット対面型 2590mm フルフラットプラン／耐力壁プラン】

ワ ー ク ト ッ プ
人工大理石（グレインホワイト）

キ ッ チ ン パ ネ ル
ＫＴボード（クリアホワイト）

上質な仕上がりに、優れた使い勝手を
プラスした新しいキッチン空間で、
心地よい時間をお楽しみください。

キッチンもインテリアという発想。
The  Kitchen  is part of the Interior.

Image

レイアウト バリエーション

フラット対面（フルフラット）プラン フラット対面（耐力壁）プラン

オールスライド収納
収 納

※画像はイメージです。実際のご提案内容とは異なる部分があります。

（扉カラー：アンティウッドトープ）

キズがつきにくく、目立ちにくい

汚れがたまりにくい

エンボスの形に意味がある！従来シンク

特殊エンボス加工

エンボスの隅に
汚れが溜まりにくい。

半円球形エンボス

■ ステンレス：美サイレントＥＵシンク
表面に水アカがつきにくい美コート（親水性のセラミック系特殊コーティング）を
採用。さらに底面にエンボス加工を施してあるので、キズがつきにくく美しさが
長持ちします。

（W:65cm D:48.5cm）

美コート
無し

美コート
有り

汚れがつきにくい

ステンレス製排水口プレート

ヌルつきやすい排水口もステンレス製。
シンクと同じ美コートが施されています。
汚れがつきにくく、スッキリ落とせます。

■ 引出し底板：
ステンレス仕上げ

引き出しの底板にもステンレスを施して
いるのでお手入れもサッと拭くだけ！
調味料などがこぼれても、汚れやニオイが
しみ込みにくく、とても衛生的です。

汚れがしみ込みにくい 汚れがおとしやすい

汚れがつきにくい

ステンレスの「清掃性」の特徴は、
汚れが放置されても後から汚れを
落とせること。
だから、マメにお手入れしなくても
気兼ねなく扱えることです。

ZRS90SBN20FS(R・Ｌ) （シルバー）
＊フルフラットプラン用

整流板付

風量速調：３速 はつ油加工

ＬＥＤ照明付

サイドタイプ スリムタイプ

整流板付

風量速調：３速 はつ油加工

ＬＥＤ照明付

Ｗ７５０壁付けタイプ 鋼板製前板仕様

ZRS75ABZ21FS(R・Ｌ) （シルバー）
＊耐力壁プラン用

ダブル高火力・とろ火

温度調節機能 炊飯・湯沸し機能

水無両面焼グリル

Ｗ６００トップ ガラストップ

美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた
ガラストップコンロ。便利な水無し両面焼
グリル付きです。

乾燥コース付

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・40点

操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。
腰をかがめずにラクに操作ができます。

浄水機能付 シャワー付

オールメッキ ホース付

カートリッジの交換が簡単な
オールインワンタイプです。

美しくなめらかな質感の人工大理石。
キッチンを美しく演出します。

グレインホワイト

レンジ廻りの油ハネや汚れが、
サッと拭き取るだけでキレイになります。

クリアホワイト

衝撃をやわらげて静かに閉まるダンパー機構を搭載。
収納物をやさしく守ります。
また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、
奥の方にしまってあるものも見やすく、
出し入れしやすくなっています。
（耐荷重20Kg ＊コンロ横引出しをを除く）

ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエリア収納」
台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」
オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡すことができ、キッチンワークもはかどります。

足元収納付き

コンロ横引出し

包丁差し
＋ラップホルダー サイレントレール

汚れの下に水が入り込み、
汚れを浮かします。

水

汚れ

シンク底面

油汚れが浮き上がる！

ZWPP45R21LDS （枠：シルバー） ZSMJT428R20BH

ZGGVK6A21DSK （前面：シルバー）
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Ｉ型キッチンの場合

（トール＋家電収納タイプ）

※サイド化粧板はオプションです。

フラット型キッチンの場合

（セパレートタイプ）

（H:66cm）

※イメージ画像です。実際のプランとは異なります。Image

2022.05～
システムキッチン ＫＴ ③ 【カップボード】 Ａプランキッチン

（H:66cm）

（扉カラー：ライングレインライト）

（扉カラー：ラスティチャコール）

（扉カラー：ラスティチャコール）

■カップボード（上台）

■カップボード（中台）

■カップボード（下台）

（W:90cm D:44cm H:50cm）

（W:90cm D:44cm H:105.4cm）

（W:90cm D:44cm H:80.6cm）

■片面フロアキャビネット用吊戸棚

（W:90cm D:44cm H:70cm）

■家電収納庫（下部オープンタイプ）

※写真は蒸気排出ユニット付タイプ（オプション）です。
標準仕様には付いていません。

（W:90cm D:45cm H:100cm）

家電収納部の背面には
２口コンセントが
付いています。

■ハイフロアキャビネット

（W:90cm D:45cm H:100cm）

■ミドル吊戸棚

（W:180cm D:37.5cm H:70cm）

※１段棚板付きです。

■家電収納庫（下部オープンタイプ）

※写真は蒸気排出ユニット付タイプ（オプション）です。
標準仕様には付いていません。

（W:90cm D:45cm H:100cm）

家電収納部の背面には
２口コンセントが
付いています。

（１段引き出しタイプ）

プレーンな風合いが魅力の
ホワイト色です。

■メラミンカウンター

■扉開放防止部品■サイレントダンパー

■サイレントレール

衝撃をやわらげるダンパー機構を装備。
スムーズで静かな引出しが、収納物を
やさしく守ります。

※家電収納庫のスライド棚は、
サイレントレールではありません。

扉を閉めた時のショックを吸収し
音がなくスムーズに閉められます。

地震などの揺れを感知し、扉を自動的にロック。
収納物の落下や散乱を防ぎます。

共通アイテム
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システムキッチン ＫＴ ④ 【共通：カラーバリエーション】
2022.05～

Ａプラン

Ｃ

Ｇ

Ｙ

Ｐ

Ｔ

Ｅ

Ｌ

Ｍ

Ｃ Ｇ Ｙ Ｐ Ｔ

キッチン

Ｃ Ｇ Ｙ Ｐ Ｔ

Ｃ Ｇ Ｙ Ｐ Ｔ

Ｃ Ｇ Ｙ Ｐ Ｔ

Ｃ Ｇ Ｙ Ｐ Ｔ

Ｃ Ｇ Ｔ

足元収納取手の色を
お選びください。

シルバー

ブラック

Ｅ

Ｌ Ｍ

扉カラーバリエーション 取手バリエーション

ロングバーシルバー

ロングバーブラック

ラインシルバー

ラインブラック

ネコアシブラック

取手レス（Ｊ手掛け）

ショートバーシルバー

ショートバーブラック

＊１）扉面材と取手には組み合わせのルールがあります。
＊２）足元収納の取手色は上段取手の色と連動します。

木目柄・艶消し

ミストアッシュ オークラテ エルムモカ チェリーブレンド ウォールナットビター

抽象柄・艶消し 石目柄・艶消し

スエードホワイト スエードチャコール カルクグレー カルクブルーグレー ラスティチャコール

木目柄・鏡面

グラセウッドルビー グラセウッドグレージュ マリンウッドダーク

木目柄・光沢

アンティウッドラテ アンティウッドアッシュ アンティウッドトープ

抽象柄・光沢

ポルカホワイト アンティロゼ アンティミントグリーン アンティレッド

自然なテイストを表現するため、キッチンセット全体の中で
木目がそろわない場合があります。

クラロウォールナットについて

木目柄・艶消し

クラロウォールナット

ライングレインライト

木目柄・艶消し

ナチュールオーク グレイッシュウォールナット カームオーク

木目柄・艶消し

ペールウッド モカウッド チャコールウッド
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基 本 仕 様

水 栓 金 具
タッチレス水栓（浄水機能無し） ガラストップコンロ

レ ン ジ フ ー ド

レイアウト バリエーション

フラットスリムレンジフード

洗 浄 機 器

プルオープンタイプ（浅型）

サイレントダンパー扉開放防止部品

手元照明付（ＬＥＤ）

加 熱 機 器

ワ ー ク ト ッ プ
人工大理石

シ ン ク
流レールシンク（ステンレス）

足 元 収 納

フロアコンテナシンプルタイプ
シンクキャビネット

吊戸棚有りプランの場合

揺れを感知すると扉がロックされる扉開放防止部品や
静かに閉まるサイレントダンパーが標準装備されて
います。

・手元照明付き
・収納力の高い吊戸棚が装備されます。
（間口：135cm 高さ：70cm）

上質な仕上がりに、優れた使い勝手を
プラスした新しいキッチン空間で、
心地よい時間をお楽しみください。

心地よくキレイを保つ
キッチン。

2022.05～ Ａプランキッチン システムキッチン ステディア ① 【Ｉ型 2550mm 吊戸棚有りプラン／吊戸棚無しプラン】

見えないところに、キッチンの性能差

湿気によるカビ、ニオイに強い

■サビ、水、油汚れ、熱にも強い。

■汚れも一吹き、美しさが長持ち。

■カビやニオイもつきにくい。

■長寿命で、とってもエコ。

・きれいアイテム １

ステンレスエコキャビネット

カビやニオイ、汚れに強いだけではなく、抜群の耐久性も誇ります。
キッチンを長く使って頂くためのこだわりの内部構造です。

・きれいアイテム ２
シンクのキレイをお手伝い！

流レールシンク

新発想の「流レール」が生み出す水流

お料理中などに使う水が、ゴミや汚れを手前の
「流レール」に集めながら流れます。「流レール」に
入ったゴミは水流に押されて排水口に集まる仕組み。
調理中からシンクをキレイに保ちます。

・きれいアイテム ３
お掃除するのもラクラク！

とってもクリン排水口

クリンプレート

クリン網カゴ

シンクと継ぎ目がないから清潔な排水口
汚れやすい排水口をシンクと一体成型。継ぎ目が
ないのでお掃除がスムーズ。さらに美コートが汚れを
ガードします。

1枚板で継ぎ目のない
排水口。

1枚板で継ぎ目のない
網カゴ。

汚れに強い 親水性コーティングだから油汚れが浮き上がる！
水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。
汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。油汚れ、
水アカ等の落ちにくい汚れも落としやすくなりました。

※美コートは当社試験
条件で10年相当の
耐久性を確認して
おります。

シンク全体をカバー

排水口部分まで含めて
全面に美コート加工。
シンク全体を美しく保ちます。

シンプルタイプ
コンロキャビネット

きれいアイテムCheck Point

吊戸棚有りプラン 吊戸棚無しプラン

※画像はイメージです。実際のご提案内容とは異なる部分があります。Image
（扉カラー：ロッシュチャコール）

乾燥コース付

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・40点

操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。
腰をかがめずにラクに操作ができます。

ホース付

センサー付 シャワー機能付

メッキタイプ

手前のセンサーに手をかざすだけの
簡単操作で水を出すことができます。
手に洗剤がついていたり、濡れていても大丈夫。
水栓を汚さずキレイに使えます。

汚れがたまりやすく、掃除がしにくかった
水栓の根本付近をスカート状にすることで
サッと掃除ができるようになっています。

ZZSF-NA451S

ダブル高火力・とろ火

温度調節機能 炊飯・湯沸し機能

水無両面焼グリル

Ｗ６００トップ ガラストップ

美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた
ガラストップコンロ。便利な水無し両面焼
グリル付きです。

スリムなデザインのレンジフードです。
フラットな内面形状でお手入れも簡単。
省エネ性の高いLED照明を搭載しています。

整流板付

風量速調：３速 はつ油加工

ＬＥＤ照明付

Ｗ７５０壁付けタイプ 鋼板製前板仕様

カラーはシルバーとブラックが
お選びいただけます。(写真はシルバー）

ZRS75ABZ21FS （シルバー）

美しさと丈夫さを備えた理想のワークトップを
演出する人工大理石アクリストン。
ぬくもりのあるやさしい印象の２種類から
お選びいただけます。

ＳＡシンク （W75cm ・ D52cm）

シンクを流れる水を科学して誕生した
「流レールシンク」。水の力でシンクの
中のゴミをどんどん排水口に向けて
流してくれる快適な新時代のシンクです。

水廻りで使うボウルやザルなどをまとめて
収納でき、出し入れもスムーズです。

ツールポケット（無）

斜め包丁差し メラミン底板

大きな鍋などを収納。上から出し入れでき、
必要なときにスピーディに取り出せます。

ツールポケット（無）

メラミン底板コンロ横引き出し

元祖！！足元のデッドスペースを有効活用
するために開発された収納です。

便利な小物ポケット 足元は丈夫な金属製

ZWPP45R21LDS （枠：シルバー）

ZGGVK6A21DSK （前面：シルバー）
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システムキッチン ステディア②キッチン

扉カラーバリエーション

オプション

IMAGE

扉カラーバリエーション

（ W : 90cm D : 44cm H : 50cm ）

■カップボード（上台）

日頃あまり使わない箱入り食器などを
たっぷりと収納できます。

（ W : 90cm D : 44cm H : 105.4cm ）

■カップボード（中台）

食器類の収納に便利な中台。
たっぷり収納できる大容量です。
シースルー扉でインテリア性も抜群。

（ W : 90cm D : 44cm H : 80.6cm ）

■カップボード（下台）

キッチン小物や食品ストックなどを
効率よく収納できます。

（ W : 90cm D : 44cm H : 70cm ）

■吊戸棚（扉面材タイプ）

扉の裏側に手掛けスペースとなるモールを施した、
取手のないシンプルなデザイン。
吊戸棚のインテリア性を高め、収納全体の雰囲気も
スマートに見せることができます。

（ W : 90cm D : 45cm H : 100cm ）

■家電収納庫

家電をまとめて置ける収納庫です。
下段がフリースペースになっているため
ゴミ箱が入るワゴンを置くこともできます。

下部オープンタイプ
蒸気排出ユニット無し

（注）写真は下記のオプションが含まれています。
・蒸気排出ユニット
・リサイクルごみワゴン

￥240,000（税込）

【オプション価格】

取手バリエーション

地震などによる揺れを感知し、扉を自動的にロックする機能を
吊戸棚・カップボード上台・中台に装備しています。
また、扉には油圧式のサイレントダンパーを装着しています。
閉めたときのショックを吸収し、音がなくスムーズに閉めら れます。

衝撃をやわらげるダンパー機構を装備。
スムーズで静かな引出しが、収納物を
やさしく守ります。

※家電収納庫のスライド棚は、
サイレントレールではありません。

■扉開放防止部品 ■サイレントダンパー

■サイレントレール

キャビネットパーツ

プレーンな風合いが魅力のホワイト色です。

カウンタートップ（メラミン）

Ｓｕｅｄｅ
（スエード）

スエードホワイト

スエードチャコール

Ｒｏｃｈｅ
（ロッシュ）

ロッシュグレー

ロッシュチャコール

Ｗｏｏｄ
（ウッド）

ノルディックビーチ

クラシカルバーチ

カーボンバーチ

Ｔｏｉｌｅ
（トワル）

トワルグレー

トワルブルーグレー

トワルローズ

IMAGE

ロングバーシルバー ロングバーブラック ラインシルバー ラインブラック

ネコアシブラック

2022.05～
Ａプラン
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システムキッチン ステディア③ 【セレクトアイテム】キッチン

イメージ画像です。実際のプランとは異なります。

（扉カラー：ロッシュチャコール）

イメージ画像です。実際のプランとは異なります。

（扉カラー：スエードホワイト）

イメージ画像です。実際のプランとは異なります。

（扉カラー：トワルグレー）

扉カラーバリエーション

Ｓｕｅｄｅ
（スエード）

スエードホワイト スエードチャコールどんな空間にも合わせやすい
上品な質感の艶消し扉です。

Ｒｏｃｈｅ
（ロッシュ）

Ｗｏｏｄ
（ウッド）

Ｔｏｉｌｅ
（トワル）

風化した石の質感をイメージ
させるデザインは、都会的で
モダンな空間に似合います。

家具や床材に使用される
木種をモチーフにした
なじみやすい木目柄です。

しっくいの持つ素朴でやわらかな
表情をグレイッシュなトーンで
伝えます。

ロッシュグレー ロッシュチャコール

ノルディックビーチ クラシカルバーチ カーボンバーチ

トワルグレー トワルブルーグレー トワルローズ

取手バリエーション

人工大理石カウンター カラーバリエーション

ナチュラルホワイト フラワーホワイト

美しさと丈夫さを備えた人工大理石ワークトップです。
２つの柄からお選びいただけます。

クリアホワイト

見た目が美しく、お手入れが簡単。目地が少ないので
洗剤混じりの水はねもラクに落とせます。

キッチンパネル カラー

機器類 カラー組み合わせ

使い勝手や身長に合わせて、
ワークトップの高さを、３種類から
お選びいただけます。

使いやすい高さをセレクトできます

キッチン高さ セレクト

シルバーパターン

ブラックパターン

ZGGVK6A21DSK （前面：シルバー）

× ×

× ×

ZRS75ABZ21FS （シルバー） ZWPP45R21LDS （枠：シルバー）

ZRS75ABZ21FC （ブラック）

ロングバーシルバー ロングバーブラック ラインシルバー ラインブラック

ネコアシブラック

2022.05～
Ａプラン

ZWPP45R21ADK （枠：ブラック） ZGGVK6A21NKK （前面：ブラック）



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2022.05～ 【Ａプラン】【キッチン】

ウォールキャビネット(吊戸付のみ)

加熱機器

CG合成画像によるイメージ

イメージ写真

扉カラー：チェリー

I 型 本体間口 255cm

扉カラー：グロッシーチーク

吊戸あり

Ｙ０４

リンナイ製

レンジフード連動なし
ガス・３口コンロ・無水両面焼グリル付
ファインコートトップタイプ

フェイス：シルバー トップ：ホワイト

R3634D0WWVM132A

ガスコンロ
ファインコートタイプ

ＬＩＸＩＬ製
Ｐ２６

浄水カートリッジは水栓

本体に内蔵されているた

め、ワークトップ上で簡

単に交換でき、おいしい

水が手軽に楽しめます。

●浄水カートリッジをスマートに内蔵

●エコハンドル

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

よく使う正面のハンドル

位置で｢水｣を出す省エネ

設計。

カチッ

湯

混合

水
JFAJ461SYXJG5M

オールインワン浄水栓ＡＪタイプ・
エコハンドル（カートリッジ１本付）

オールインワン浄水栓 ＡＪタイプ

奥行３７．５cm系

ウォールキャビネット・開き扉

LEDタイプ

KLS56L1

システムライト
揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉

をロック。収納物の落下や飛び出しを防

ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的

にロックを解除します。

扉キャッチ機構

吊戸なし

シンク 食器洗い乾燥機 レンジフード

Ｄ８２

パナソニック製

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

NP45RS9SJGM

浅型タイプ（パネル材仕様）

【主な特長】

ストリーム除菌洗浄

予約タイマー

ソフト排気

低温洗浄

乾燥キープ

５０℃以上の高圧水流により、洗浄工程で

しっかり除菌します。

◆ストリーム除菌洗浄

Ａ５７

富士工業製 ADR935SIRM

ＡＤＲタイプ 化粧パネル仕様

本体色シルバー

ＡＤＲタイプ

【主な特長】

ＬＥＤ照明 お手入れ簡単塗装
（スロットフィルターのみ）

汚れが気になる場所に撥油性塗装や親

水性塗装を施し、お手入れしやすくしてい

ます。

◆お手入れ簡単塗装

消費電力が少なく寿命が長いＬＥＤタイプ

の照明です。

◆ＬＥＤ照明

水栓金具

アシストポケットプラン

CG合成画像によるイメージ

どちらかお選びいただけます

キレイシンク ひろびろラクリーンシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。

３つの「キレイ」がそろいました。

深さ約１９.５cm

※表示寸法は内寸法です。

まな板スタンド付

ワイヤーポケット

汚れにもキズにも強い、

高機能なステンレスシンクをご用意しました。

※表示寸法は内寸法です。

水ハネ音が静かな
静音設計。

深さ約２０cm

まな板スタンド付

ワイヤーポケット

リング

接合部のリングをなくした、すっきりと
した排水口。汚れが溜まりやすい溝が
ないので、お手入れが簡単です。

従来排水口

リング

間口が広いので、まな板や大
きな鍋もラクに洗えます。

排水口のリングをなくし、内側
もステンレスで仕上げているの
で、お手入れが簡単です。

従来排水口

＜※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

約４０cm

約７６.８cm 約９４cm

約５２.２cm

シンク下収納例

ソフトモーションレール

◆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。

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。 

メラミン底板

アシストポケットプラン
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。

料理の流れをスムーズにしてくれる収納です。

よく使う小物を立ててしまえる
ポケット。

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。

※サイドフェンスはオプションです。

●コンロ用キャビネット ●シンク用キャビネット●食器洗い乾燥機用
  キャビネット

〈ＬＩＸＩＬ〉AＳ① Ｉ型2550（吊戸あり/吊戸なし）

PRPSC0-220414-068a



【キッチン】

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

レンジフード(フルフラット対面) センターキッチン奥行９７cm

ガラスパネルレンジフード(構造壁対応フルフラット対面)

ゆったりと広いワークトップが魅力のオ

ープン対面キッチンです。視線を遮らな

いデザインで、キッチンとリビング、ダイ

ニングが一体の空間をつくります。

※イメージ

※フルフラット対面の場合

※フルフラット対面の場合

イメージ写真

ペニンシュラI型 本体間口258cm ダイニング側仕様：テーブルタイプ
フルフラット対面

扉カラー：カッパ―レッド扉カラー：ライトグレイン

構造壁対応フルフラット対面

ADR935SIRM

ＡＤＲタイプ

ＡＤＲタイプ 化粧パネル仕様

シルバー

Ａ５７

富士工業製

ＬＩＸＩＬ製
Ｐ２６

浄水カートリッジは水栓

本体に内蔵されているた

め、ワークトップ上で簡

単に交換でき、おいしい

水が手軽に楽しめます。

●浄水カートリッジをスマートに内蔵

●エコハンドル

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

よく使う正面のハンドル

位置で｢水｣を出す省エネ

設計。

カチッ

湯

混合

水
JFAJ461SYXJG5M

オールインワン浄水栓ＡＪタイプ・
エコハンドル（カートリッジ１本付）

オールインワン浄水栓 ＡＪタイプ

食器洗い乾燥機

Ｄ８２

パナソニック製

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

NP45RS9SJGM

浅型タイプ（パネル材タイプ）

水栓金具

SMHVR931SIRM

ＨＶＲタイプ

サイドマントルＨＶＲタイプ

シルバー

Ｊ７１

富士工業製

アシストポケットプラン

【主な特長】

常時換気ＬＥＤ照明

お手入れ簡単塗装 ワンタッチ着脱ファン

一日中、微弱運転で換気を行い室内にこ

もった湿気や汚れを排出します。

◆常時換気

消費電力が少なく寿命が長いＬＥＤタイプ

の照明です。

◆ＬＥＤ照明

【主な特長】

ＬＥＤ照明 お手入れ簡単塗装
（スロットフィルターのみ）

汚れが気になる場所に撥油性塗装や親

水性塗装を施し、お手入れしやすくしてい

ます。

◆お手入れ簡単塗装

消費電力が少なく寿命が長いＬＥＤタイプ

の照明です。

◆ＬＥＤ照明

コンロ前ハーフタイプ
(センターキッチン用)

CG合成画像によるイメージ

シンク どちらかお選びいただけます

【Ａプラン】

加熱機器

Ｙ０４

リンナイ製

レンジフード連動なし
ガス・３口コンロ・無水両面焼グリル付
ファインコートトップタイプ

フェイス：シルバー トップ：ホワイト

R3634D0WWVM132A

ガスコンロ
ファインコートタイプ

2022.05～ 

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。

３つの「キレイ」がそろいました。

深さ約１９.５cm

※表示寸法は内寸法です。

まな板スタンド付

ワイヤーポケット

汚れにもキズにも強い、

高機能なステンレスシンクをご用意しました。

※表示寸法は内寸法です。

水ハネ音が静かな
静音設計。

深さ約２０cm

まな板スタンド付

ワイヤーポケット

リング

接合部のリングをなくした、すっきりと
した排水口。汚れが溜まりやすい溝が
ないので、お手入れが簡単です。

従来排水口

リング

間口が広いので、まな板や大
きな鍋もラクに洗えます。

排水口のリングをなくし、内側
もステンレスで仕上げているの
で、お手入れが簡単です。

従来排水口

約４０cm

約７６.８cm 約９４cm

約５２.２cm

キレイシンク ひろびろラクリーンシンク

シンク下収納例

ソフトモーションレール

◆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。

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。 

メラミン底板

アシストポケットプラン
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。

料理の流れをスムーズにしてくれる収納です。

よく使う小物を立ててしまえる
ポケット。

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。

※サイドフェンスはオプションです。

●コンロ用キャビネット ●シンク用キャビネット●食器洗い乾燥機用
  キャビネット

〈ＬＩＸＩＬ〉AＳ② ペニンシュラＩ型2580（フラット対面/構造壁対応フルフラット）

PRPSC0-220414-068b



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

【キッチン】 【Ａプラン】

イメージ写真 イメージ写真

カップボード /家電収納プラン

CG合成画像によるイメージ CG合成画像によるイメージ

取手：ラインＵ（ブラック） 取手：ラインＵ（ブラック）

＜※カタログによるイメージ画像の為、
実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

カップボード /セパレートプラン

＜※カタログによるイメージ画像の為、
実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

ハイフロアキャビネット フロアキャビネット

カップボード中台 ウォールキャビネット

開き扉

間口：９０cm

※扉面材は樹脂製です。※写真は高さ１０５cmです。

高さ：８５cm 奥行：４５cm系

開き扉

間口：９０cm

※ 写真は高さ９０cmです。

高さ：７０cm 奥行：４５cm系

※写真は蒸気排出ユニット付です。
　ご選定品は「蒸気排出なし」となります。

間口：９０cm

高さ：９９cm

※スライド式のトレーボードは、ソフトモーション
　レールに対応していません。

間口：９０cm

高さ：８５cm

奥行：４５cm系奥行：４５cm系

フロアキャビネット ウォールキャビネット
間口：９０cm

高さ：８５cm

奥行：４５cm系

開き扉

間口：９０cm

高さ：７０cm

奥行：４５cm系

※ 写真は高さ９０cmです。

取手：ラインＱ（シルバー） 取手：ラインＱ（シルバー）

扉キャッチ機構付 扉キャッチ機構付

カウンター高さ85cm用 １段引出し付　開き扉カウンター高さ99cm用 
家電収納 オープンタイプ

カウンター高さ85cm用 １段引出し付　開き扉

２口コンセント付（各々1,480Ｗまで）

※キッチン形状に関係なく どちらかのプランをお選びいただけます。

2022.05～ 

メラミンカウンター 引出し仕様
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

メラミン底板

清潔感のあるフロスト柄。

フレークホワイト：WN

メラミンカウンター 引出し仕様

ソフトモーションレール

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。

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。 

メラミン底板

清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。

フレークホワイト：WN

〈ＬＩＸＩＬ〉AS③/カップボード(W1800)
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※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

【Ａプラン】【キッチン】

扉カラー 取手

ワークトップカラー（人造大理石）

シンクカラー

キッチンパネルカラー（ＭＥシリーズ）

ステンレス（ひろびろラクリーンシンク）

人造大理石

E
ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ

F
ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

N
ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

M
ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ

I
ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

グループ１

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。

BX
ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

油汚れが簡単に落とせて、お手入れ

しやすい。

85cm

カウンター高さ８５㎝

●ワークトップ高さ
身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

グ
ル
ー
プ
３

光沢

ＢＣ
ｼﾘ ｽーﾞ

グロッシーチーク
AE5[V]

グロッシーチェリー
NE5[V]

グロッシーバーチ
IE5[Q]

グ
ル
ー
プ
２

つや消し 

ＢＢ
ｼﾘ ｽーﾞ

クリエダーク
AE4[G]

クリエモカ
UE4[G]

クリエラスク
CE4[G]

クリエペール
NE4[G]

クリエアイボリー
IE4[G]

つや消し

ＡＢ
ｼﾘ ｽーﾞ

ソリッドブラック
KE3[H]

ソリッドレッド
RE3[H]

ソリッドイエロー
YE3[H]

ソリッドホワイト
WE3[H]

光沢

ＡＣ
ｼﾘ ｽーﾞ

ペールホワイト
WE2[F]

クラシックブルー
BF8[H]

ペールグリーン
GE2[F]

ペールピンク
PE2[F]

つや消し

ＡＨ
ｼﾘ ｽーﾞ

グレージュスタッコ
VF9[Q]

ホワイトスタッコ
WF9[U]

イタリアンウォルナット
HF0[V]

エンボス

ＢＤ
ｼﾘ ｽーﾞ

チェスナット
IF0[K]

ショコラオーク
AF0[V]

ウォルナット
CF0[K]

チェリー
UF0[V]

エンボス

ＢＥ
ｼﾘ ｽーﾞ

ホワイトグレイン
IE7[V]

エイジドオーク
FE7[U]

グレイッシュグレイン
CE7[U]

ライトグレイン
NE7[U]

高光沢

ＡＤ
ｼﾘ ｽーﾞ

ジェットブラック
KE8[U]

ディープフォレスト
GE8[U]

カッパーレッド
RE8[U]

高光沢

ＡＥ
ｼﾘ ｽーﾞ

ミストピンク
PE9[K]

ミストベージュ
VE9[K]

ミストホワイト
WE9[K]

光沢

ＡＦ
ｼﾘ ｽーﾞ

オニキスブラック
KE6[U]

ラピスブルー
BE6[Q]

ガーネットレッド
RE6[Q]

2022.05～ 

ラインＵ（ブラック）ラインＱ（シルバー）

〈ＬＩＸＩＬ〉AS④/カラーセレクト
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シンク どちらかお選びいただけます

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。

３つの「キレイ」がそろいました。

深さ約１９.５cm

※表示寸法は内寸法です。

まな板スタンド付

ワイヤーポケット

キレイシンク

汚れにもキズにも強い、

高機能なステンレスシンクをご用意しました。

ひろびろラクリーンシンク

※表示寸法は内寸法です。

水ハネ音が静かな
静音設計。

深さ約２０cm

まな板スタンド付

ワイヤーポケット
浅型タイプ（パネル材仕様）

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

NP45RS9SJGM

リング

接合部のリングをなくした、すっきりとした
排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、
お手入れが簡単です。

従来排水口

ウォールキャビネット(吊戸付のみ)
ウォールキャビネット・開き扉

扉キャッチ機構付

LEDタイプ

KLS56L1

システムライト

加熱機器

レンジフード連動付
ガス・３口コンロ・無水両面焼グリル付
ガラストップタイプ

ガスコンロ
ガラストップタイプ

H3634D1W2VM132A

トップ：シルバーフェイス：シルバー

アシストポケットプラン

アシストポケットプラン
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。

料理の流れをスムーズにしてくれる収納です。

●コンロ用キャビネット ●シンク用キャビネット●食器洗い乾燥機用
  キャビネット

回転ディスクが油の侵入をブロック。フード内部の面倒なお掃除から解放してくれます。

『タッチレス水栓』と『キッチンコンセント』『タッチレス水栓』と『キッチンコンセント』

ＣＬＳタイプ・よごれんフード

化粧パネル付き

シルバー

CLS942SIR

タッチレス水栓
ナビッシュＢ５タイプ

SFNB451SXJG5

【主な機能】

スポット微細シャワー

吐水口引出

Ｉ型 本体間口255cm

吊戸あり 吊戸なし

キッチンコンセント

タッチレス水栓

普段お手入れする場所はフ

ッ素塗装とフラット設計で

ラクラク拭き掃除。

フッ素塗装のオイルトレー

は、油汚れが簡単に洗えま

す。

回転ディスクはワンタッチで

取り外し。親水性塗装なので

油汚れを水で洗い流せます。

【主な特長】

オイルスマッシャー

ＬＥＤ照明

なかまでフラット

風量おまかせ運転

常時換気

お手入れ簡単塗装

スポット微細シャワー

優れた洗浄性と水ハネの少なさに加

え、シャワーの中抜けをなくしました。

シャワーの密度が高く気持ちよく汚れ

を洗い流すことができます。従来の整

流吐水と比べて約17％（当社比）の省

エネ効果が期待できます。
スポット微細
シャワー

一般シャワー

※カタログによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。

食器洗い乾燥機

Ｙ２１
ハーマン製

パナソニック製

Ｄ８２

加熱機器連動付（照明連動あり）

Ａ３１

富士工業製

お掃除が面倒な「ファン」には
油がほとんど届きません

壁

外

油を含んだ空気空気 油

ファンファン

整流板

油の排出量が少ないから

外壁も汚れにくい。

油の排出量が少ないから

外壁も汚れにくい

回転ディスク
高速回転で油煙を
空気と油に分離

オイルトレー
粉砕された油は遠心力で
飛ばされ、オイルトレーへ

油煙の吸引を加速

オイルスマッシャー
〈断面図〉

ＬＩＸＩＬ製

Ｓ４７

※画像はイメージです。

イメージ写真

※コンセントカラーは、
  取手の色に合わせて
  設定されています。

【Ａプラン】2022.05～ 

※「 よごれんフード」は汚れがまったく生じない、ま
たは清掃がまったく不要なレンジフードではありませ
ん。整流板はその都度、オイ]ルトレーと回転ディスク
は約3ヵ月に一度お手入れしてください。

※

普段のお手入れはサッとひと拭き！ 回転ディスクとオイルトレーのお手入れは、3ヵ月に1回程度でOK。

約４０cm

約７６.８cm

リング

間口が広いので、まな板や大きな鍋

もラクに洗えます。

排水口のリングをなくし、内側もステ

ンレスで仕上げているので、お手入

れが簡単です。

従来排水口

約９４cm

約５２.２cm

※サイドフェンスはオプションです。

シンク下収納例

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ソフトモーションレール（ロングスライド引出しタイプ）

◆ロングスライド引出しで、収納力がさらに

アップ。奥のものも出し入れ簡単。

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。 

アンダーストッカー
扉カラー

足元まで
しっかり収納

キッチンの奥行きをフルに生かせる
ロングスライド引出し

足元の収納スペ

ースもしっかり

確保。ケコミ部

分にもたっぷり

収納できます。

ロングスライド引出しでキッチンの奥行きをムダなく使

って収納できます。奥行きいっぱいまで引き出せるフル

エクステンション構造なので、いちばん奥にしまったも

のも“スッと”取り出せます。

収納量アップ！

ロングスライド引出し 標準タイプの引出し

52.4
cm 42.4

cm

例）奥行65cm 調理台用キャビネット 3段引出し上段の場合

※1

※1 キッチン奥行65cm、調理台用キャビネットの上段または中段の
    引出しで、ロングスライドレールの場合の寸法です。
    引出しの奥行きはキャビネットの種類や部位によって異なります。

よく使う小物を
立ててしまえるポケット。

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。

〈ＬＩＸＩＬ〉Special plan①/カップボード無し【キッチン】
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【キッチン】

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）
◆表示価格について…価格はすべて販売価格（税込）です。（製品代、施工費、消費税を含みます。）

株式会社 スズホーム

イメージ写真 イメージ写真

カップボード /家電収納プラン

CG合成画像によるイメージ

取手：ラインＵ（ブラック） 取手：ラインＵ（ブラック）

＜※カタログによるイメージ画像の為、
       実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

＜※カタログによるイメージ画像の為、
       実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

カップボード /セパレートプラン

CG合成画像によるイメージ

ハイフロアキャビネット フロアキャビネット

中台 開き戸 ウォールキャビネット

中台 二方框シースルー扉

間口：９０cm

※扉面材は樹脂製です。※写真は総高さ２１５cmです。

高さ：８５cm 奥行：４５cm系

開き扉

間口：９０cm

高さ：７０cm 奥行：４５cm系

※写真は蒸気排出ユニット付です。
　ご選定品は「蒸気排出なし」となります。

間口：９０cm 間口：９０cm

高さ：８５cm

奥行：４５cm系

フロアキャビネット ウォールキャビネット

開き扉

間口：９０cm

高さ：７０cm

奥行：４５cm系

取手：ラインＱ（シルバー） 取手：ラインＱ（シルバー）

扉キャッチ機構付 扉キャッチ機構付

カウンター高さ85cm用 

１段引出し付　開き扉

カウンター高さ99cm用 

家電収納 オープンタイプ

間口：９０cm

高さ：９９cm

奥行：４５cm系

２口コンセント付（各々1,480Ｗまで）

オプション：￥２４０，０００- （税込） オプション：￥２４０，０００- （税込）

高さ：８５cm

奥行：４５cm系

カウンター高さ85cm用 

１段引出し付　開き扉

※キッチン形状に関係なく どちらかのプランをお選びいただけます。

【Ａプラン】2022.05～ 

メラミンカウンター 引出し仕様
清潔感のあるフロスト柄。

フレークホワイト：WN

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

メラミン底板

ソフトモーションレール

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。

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。 

メラミン底板

メラミンカウンター 引出し仕様
清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。

フレークホワイト：WN

〈ＬＩＸＩＬ〉Special plan②/カップボード（W1800）
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※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

シンクカラー

キッチンパネルカラー（ＭＥシリーズ）

ステンレス（ひろびろラクリーンシンク）

人造大理石（キレイシンク）

ｽﾃﾝﾚｽ

E

ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

F

ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

N

ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

M

ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ

I

ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

BX

ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

油汚れが簡単に落とせて、お手

入れしやすい。

扉カラー

グ
ル
ー
プ
３

光沢

ＢＣ
ｼﾘ ｽーﾞ

グロッシーチーク
AE5

グロッシーチェリー
NE5

グロッシーバーチ
IE5

グ
ル
ー
プ
２

つや消し 

ＢＢ
ｼﾘ ｽーﾞ

クリエダーク
AE4

クリエモカ
UE4

クリエラスク
CE4

クリエペール
NE4

クリエアイボリー
IE4

つや消し

ＡＢ
ｼﾘ ｽーﾞ

ソリッドブラック
KE3

ソリッドレッド
RE3

ソリッドイエロー
YE3

ソリッドホワイト
WE3

光沢

ＡＣ
ｼﾘ ｽーﾞ

ペールホワイト
WE2

クラシックブルー
BF8

ペールグリーン
GE2

ペールピンク
PE2

つや消し

ＡＨ
ｼﾘ ｽーﾞ

グレージュスタッコ
VF9

ホワイトスタッコ
WF9

イタリアンウォルナット
HF0

エンボス

ＢＤ
ｼﾘ ｽーﾞ

チェスナット
IF0

ショコラオーク
AF0

ウォルナット
CF0

チェリー
UF0

エンボス

ＢＥ
ｼﾘ ｽーﾞ

ホワイトグレイン
IE7

エイジドオーク
FE7

グレイッシュグレイン
CE7

ライトグレイン
NE7

高光沢

ＡＤ
ｼﾘ ｽーﾞ

ジェットブラック
KE8

ディープフォレスト
GE8

カッパーレッド
RE8

高光沢

ＡＥ
ｼﾘ ｽーﾞ

ミストピンク
PE9

ミストベージュ
VE9

ミストホワイト
WE9

光沢

ＡＦ
ｼﾘ ｽーﾞ

オニキスブラック
KE6

ラピスブルー
BE6

ガーネットレッド
RE6

取手

ワークトップカラー（人造大理石）

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

グループ１

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。

ラインＵ（ブラック）ラインＱ（シルバー）

85cm

カウンター高さ８５㎝

●ワークトップ高さ
身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

【Ａプラン】【キッチン】 2022.05～ 〈ＬＩＸＩＬ〉Special plan③/カラーセレクト
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