
System Kitchen

Door

Worktop Gas heating Range hood

Sink&Tap Cabinet&Dishwasher Kitchen Panel

Image
人造大理石ワークトップ /  アクシーマシリーズ

アクリル大理石だから、キズや熱、衝撃に強く、
美しさ長持ち。上質の空間を演出します。

2口IH + ラジエントヒーター / CS-G318MSR

アクリル人造大理石シンク / アクシーマ

ビルトイン食器洗い乾燥機 /  EW-45R２S

■食器収納容量約40点
■除菌洗浄・除菌乾燥
■ﾜﾝｱｸｼｮﾝﾌﾗｯﾄﾄﾞｱ
■ｶﾗｰﾅﾋﾞ食器ｶｺﾞ
■ソフト排気モード
■ﾌﾗｯﾄ洗浄槽

ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ
/ TN72WV75CB

ワークトップと段差や隙間がない為、お手入れがしやすく、
見た目もスッキリ。耐熱性に優れ、変色もしにくい素材です。

クリアパール
ブラック

クリアパール
ホワイト

クリアパール
ダークグレー

クリアパール
ライトベージュ

クリアパール
グレー

トッププレートはガラス質で

コーティング。

衝撃やキズへの強さは

もちろん、ガラストップ

ならではの美しさを併せ持つ
理想のトッププレートです。

ホワイトべージュ グレー

2口IH + ラジエントヒーター / CS-KG32MSR 

TK103SV

TWホワイトNo.53 こげ茶

巾木

引手

image

水にも傷にも、熱や衝撃にも
強く、いつまでも美しいまま。
そんな素材が、この高品位
ホーローです。シックハウス
症候群の原因となるホルム
アルデヒドなどの有害物質を
含まないので、家族の健康や
環境にも優しく、長く安心して
お使いいただけます。

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ロッシュホワイト

ライトベージュ

マイルドホワイト

ロッシュベージュ

巾木収納付オールスライドキャビネット

ホーロー底板ソフトクロージング

キッチンの中で特に掃除に困る場所だから、
汚れが染みこまない高品位ホーローを整流板に採用。
頑固な油汚れもサッと拭くだけでキレイになります。

ホーローを使った「シャットアウトパネル」・「整流版」と
「グリスフィルター」で油煙汚れをシャットアウト。
お掃除の手間を減らすトリプルガードです。

ホーロークリーンレンジフード / SVRA

ホーローシャット

アウトパネル

ホーロー

グリスフィルター

ホーロー整流板

リモコン付き

タッチレスハンドシャワー水栓
KM6071ECBM

オール上面操作で前面スッキリ、使いやすく。
水無し両面自動焼きグリルなど、納得の高機能を搭載。
IHの良さをシンプルに楽しみたい方にぴったりです。

オレフィンシート(5色)

プラムホワイト イエロー ブルー ピンク オレンジ

MOP1201M MOP1204M MOP1205M

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

DAPコート(9色)

メラミン化粧板(31色)

KU-6614CMKU-6000CM KU-6522CM QNU6000CM ANU2767CM NYU363CM AYU2666CM AU-2598CM

NYU2682CM ANU2597CM NYU1942CM ANU10001CM LNU2664CM ANU2665CM TNX10199C TNU10200C

TYU2250C JCU10189C TNU10201C TJK10006C TYU469C TJK2680C TJK10051C TJK664C

TYU2603C TYU2686C JNX10191C JC-533C TJK10126C JK-800C TJK10122C

TS-3166E

ソリッドホワイト ソリッドベージュ

プレーンホワイト ソリッドライトグレー

食材の付いた手でも触れる
ことなく簡単に出し止めでき、

水栓を汚すことがありません。

user
ロゴ
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人造大理石ワークトップ /  アクシーマシリーズ

アクリル大理石だから、キズや熱、衝撃に強く、
美しさ長持ち。上質の空間を演出します。

アクリル人造大理石シンク / アクシーマ

ビルトイン食器洗い乾燥機 /  EW-45R２S

■食器収納容量約40点
■除菌洗浄・除菌乾燥
■ﾜﾝｱｸｼｮﾝﾌﾗｯﾄﾄﾞｱ
■ｶﾗｰﾅﾋﾞ食器ｶｺﾞ
■ソフト排気モード
■ﾌﾗｯﾄ洗浄槽

ハイパーガラスコートトッププレートガスコンロ
/ TN72WV75CB

ワークトップと段差や隙間がない為、お手入れがしやすく、
見た目もスッキリ。耐熱性に優れ、変色もしにくい素材です。

トッププレートはガラス質

でコーティング。

衝撃やキズへの強さは

もちろん、ガラストップ

ならではの美しさを併せ持つ

理想のトッププレートです。

ホワイトべージュ グレー

ントヒータCS-KG32MSR 

ソリッドホワイト ソリッドベージュ

プレーンホワイト ソリッドライトグレー

水にも傷にも、熱や衝撃にも
強く、いつまでも美しいまま。
そんな素材が、この高品位
ホーローです。シックハウス
症候群の原因となるホルム
アルデヒドなどの有害物質を
含まないので、家族の健康や
環境にも優しく、長く安心して
お使いいただけます。

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

ロッシュホワイト

ライトベージュ

マイルドホワイト

ロッシュベージュ

巾木収納付
オールスライドキャビネット

ホーロー底板ソフトクロージング

image
ホーロークリーンレンジフード / VUS

キッチンの中で特に掃除に困る場所だから、
汚れが染みこまない高品位ホーローを整流板に採用。
頑固な油汚れもサッと拭くだけでキレイになります。

ホーロー整流版で油煙汚れをシャットアウトします。

照明ユニット

オレフィンシート(5色)

プラムホワイト イエロー ブルー ピンク オレンジ

MOP1201M MOP1203M MOP1204M MOP1205M

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

DAPコート(9色)

メラミン化粧板(31色)

KU-6614CMKU-6000CM KU-6522CM QNU6000CM ANU2767CM NYU363CM AYU2666CM AU-2598CM

NYU2682CM ANU2597CM NYU1942CM ANU10001CM LNU2664CM ANU2665CM TNX10199C TNU10200C

TYU2250C JCU10189C TNU10201C TJK10006C TYU469C TJK2680C TJK10051C TJK664C

TYU2603C TYU2686C JNX10191C JC-533C TJK10126C JK-800C TJK10122C

TK103SV

TWホワイトNo.53 こげ茶

巾木

引手

2口IH + ラジエントヒーター / CS-G318MSR

オール上面操作で前面スッキリ、使いやすく。

水無し両面自動焼きグリルなど、納得の高機能を搭載。
IHの良さをシンプルに楽しみたい方にぴったりです。

クリアパール
ブラック

クリアパール クリアパールクリアパール
ライトベージュ

クリアパール
グレー

TS-3166E

食材の付いた手でも触れる
ことなく簡単に出し止めでき、
水栓を汚すことがありません。

タッチレスハンドシャワー水栓
KM6071ECBM

user
ロゴ



【F】

System Lavatory

食器棚一覧表

W=900＋900
トール収納 扉タイプ

カウンター収納 ダストワゴンタイプ

W=900＋900
トール収納 1段引出しタイプ
家電収納 扉タイプ

W=900＋900

カウンター収納 ダストワゴンタイプ

カウンター収納 扉タイプ

W=900＋900
カウンター収納 ３段収納

カウンター収納 ３段収納

【E】【D】

W=900＋900

カウンター収納 家電収納

カウンター収納 扉タイプ

【C】

W=900＋900
トール収納 3段引出しタイプ
カウンター収納 扉タイプ

【B】【A】
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