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カラーバリエーション

水 栓 金 具

浄水器一体型省エネシングル水栓

ワ ー ク ト ッ プ
人工大理石（グレインホワイト）

シ ン ク
ステンレスＴＵシンク（W65cm）

キ ッ チ ン パ ネ ル

ＫＴボード（クリアホワイト）吊 戸 棚
収 納

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.

2022.05～ Ｂプランキッチン システムキッチン ＫＴ 【Ｉ型 2550mmプラン】

加 熱 機 器

ガラストップコンロ
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）

洗 浄 機 器

Image ※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。

基 本 仕 様
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ロングバーブラック

ラインシルバー
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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
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足元収納取手の色を
お選びください

シルバー ブラック

Ｌ Ｍ

Ｃ Ｇ Ｙ ＴＰ

*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。

（扉カラー：ラスティチャコール）

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せるので、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

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

ZGFVK6R18USK （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

水無片面焼グリル

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です。
（水無し片面焼きグリル付き）

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 洗剤バスケット 浅型ゴミカゴ

大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりの
シンク。排水口が奥なので、水の流れも
スムーズです。

サイレントダンパー扉開放防止部品

手元照明付（ＬＥＤ）

デザイン性に優れたオーバーハング構造（取手レス）を採用。
静かに閉まるサイレントダンパーや、地震などによる揺れを感知し、
扉を自動的にロックする扉開放防止部品を搭載しています。

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

エルムモカミストアッシュ オークラテ

木目柄・艶消し

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

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

抽象柄・光沢

アンティミントグリーンポルカホワイト アンティロゼ アンティレッド

グレイッシュウォールナット

木目柄・艶消し

ライングレインライト ナチュールオーク カームオーク

ペールウッド

木目柄・艶消し

モカウッド チャコールウッド

木目柄・鏡面 木目柄・光沢

マリンウッドダークグラセウッドルビー グラセウッドグレージュ アンティウッドトープアンティウッドラテ アンティウッドアッシュ

木目柄・艶消し

クラロウォールナット

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

ZWPP45R21LDS （枠：シルバー） ZSMJT428R20BH



※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 加熱機器 食器洗い乾燥機

水栓金具 扉キャッチ機構

レンジフード

スライドストッカープラン

システムライト

イメージ写真

I 型 本体間口 255cm

３口コンロ・ガラストップタイプ
（無水片面焼グリル）

オールインワン浄水栓
ＡＪタイプ・エコハンドル

ＡＤＲタイプ

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：6コース

スキットシンク 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。

＜※CG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。＞

加熱機器連動なしシルバー

金属幕板付

ADR935SIRM

LEDタイプ

KLS56L1

扉カラー：クリエアイボリー

【Bプラン】〈ＬＩＸＩＬ〉AS① Ｉ型2550（吊戸あり）【キッチン】

一般地用

ＬＩＸＩＬ製

Ｐ２６

Ｖ８７

トップ：ブラック

カートリッジ１本付

フェイス：シルバー

レンジフード連動なし

トップ間口 ６０cm

リンナイ製
Ａ５７

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

JFAJ461SYXJG5M

R1633C0W1VM132A

NP45RS9SJGM

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。

水ハネ音が静かな

静音設計。

深さ約１９.５cm

まな板スタンド付

ワイヤーポケット

※表示寸法は内寸法です。

※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂

排水口

約７６cm

約４５.３cm
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「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクで

す。シンク奥の広い段差に向かって、水の流れが収束する底面設計で、シンク内

のゴミや汚れがすばやくキレイに洗い流せます。

シンク内のどこからでも
スムーズに水が流れるナ
イアガラフロー方式。

幅広の段差が、シンクに汚れ
が戻るのを抑えるので、お手
入れがラクになります。

底面の汚れやゴミを素早
くきれいに流せるので、シ
ンクが手際よく洗えます。

水流の広がりを抑えて、すばやく段差に

流し込むナイアガラフロー方式。

傾斜が大きい
※図はイメージ。

シンク底面の傾斜

汚れを広げず、すばやくキャッチ！

ナイアガラフローで、お手入れがラクに。

●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

スライドストッカープラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能なスライドストッカー

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

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエク

ステンション構造を採用。いちばん奥にしまった

ものも〝スッと”取り出せます。

スライドストッカー
(ポケットなし)

包丁差し

スライドストッカー
(ポケットなし)

スライドストッカー
3段引出し
浅型用

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。

足元までしっかり収納

※サイドフェンスはオプションです。

PRPSC0-220414-069a



【Bプラン】〈ＬＩＸＩＬ〉AS② カラーセレクト【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。

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）

取手扉カラー

ステンレス（スキットシンク）

ｽﾃﾝﾚｽQW
ﾍﾞー ｼｯｸﾎﾜｲﾄ

グループ１

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。

ラインＵ（ブラック）ラインＱ（シルバー）

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

●ワークトップ高さ

85cm

カウンター高さ８５㎝

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。

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

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。

インテリアにも合わせ

やすい淡い色調。

優れた耐熱性を実現。 汚れが染み込みにくい。

2022.05～ 
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