
●溝のないフラットな設計のイージーフィル
   ター。従来の箱型形状ではなく、角のない
   板状のフィルターなのでお掃除も簡単。
●フードと同色の整流板は、スリムタイプで
   も深型フードと同等の油煙捕集力を発揮。
●ＬＥＤ照明付
                                    （ＴＪＭデザイン製）

■ 浅型レンジフード
　　ＳＫＲ－ＡＦ７５ＭＳ

※１）写真セットは、イメージ写真です。※２）写真セット扉カラーは、ＨＳＮです。

⑤ホルダー型 包丁収納

収納スペースを最小限に抑えた
ホルダー型を採用。
簡単脱着、分解清掃ができます。

計４本（刃渡り 20cmまで：1本・18cmまで：3本）

■ マーブルⅢトップ
    エクセリーフロストホワイト（ＴＥ）
インテリア性にすぐれた人造大理石です。爽やかで清潔感あふ
れる石目調カラーです。

※ 商品写真は印刷の為、現物と異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。

⑥シンク上段収納④食洗機組替キャビネット（スライド）

スライド部分を組み替えて、後付で食器
洗い乾燥機を設置する事が可能です。

パスタボトルや深型のお鍋、
その他背の高いボトルなどを収納。

②下段収納

レードルや調理小物などを種類に応じて
すっきり収納できます。

③調理台上段収納

シンクまわりで使うボウルやザルなどを収納。

フライ返しやレードルなど、
調理作業に使う道具を収納。

 ①クイックスペースCabinet Plan

■ タオルハンガー
    ＫＴＨ－Ａ
扉のライン取手部分に押し込める専用
のハンガーです。
※横にはスライドしません。

■ ガスコンロ
    ＲＢ３２ＡＭ４Ｈ２Ｓ－ＶＷ
●ワイド火力バーナー搭載（左右）
●キズに強く、お手入れもしやすいホーロー
 　製トップ。バーナーリング・天板一体タイプ
   で煮こぼれなどがコンロ内部に入りません。
●全口コンロバーナー温度センサー搭載＆
   消し忘れ消火機能搭載
●省エネ対応水無し片面焼グリル
（リンナイ製）

シンク下
（まな板ラック）

①

③

⑤
⑥

②

④

②

無理のない姿勢でラクラク

収納＆取り出し。

使いやすさを優先した

オールスライド収納タイプ。

System Kitchen

■ 浄水器内蔵型ハンドシャワー
    ＪＡ３０６ＭＮ－９ＮＴＮ０１
●従来のｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰと比較して約４１％の省エネ。
●レバーのクリック感でお湯のムダ使いをカット。
●蛇口の先端に浄水器を内蔵。
●自動クリーニングで、カートリッジはいつもキレイ。
●浄水器ごとホースを引き出せます。
●節湯Ｂ＋節湯Ｃ１対応                      （タカギ製）

◆ 標準設備

◆ 扉カラー

傷や汚れが付きにくい全面エンボス加工シンクです。シンク底部の裏面に制振材を装着し、水はねの音
や食器が当たる音を大幅に軽減する静音仕様です。

■ ＦＪシンク（全面エンボス加工ステンレスシンク）

【エンボス拡大写真】

ＰＮＪ１－ＳＨ
●ストレーナ（グレー樹脂製）
●くずカゴ（グレー樹脂製）

静音仕様 ■ スライドスパイスボックス
調味料などをコンパクトに収納。調理
中にもサッと取り出せます。

●運転コースは５コースから選択できます。
●操作ボタンは上面に集約、使いやすくスッキリ。
●タワーウォッシャーでスミズミまで洗浄。
●使用水量は、約１０リットルの節水タイプ。
●一度に約５人分の食器を洗浄～乾燥できます。
（約37点）                                     （リンナイ製）

■ スライドオープン食器洗い乾燥機
    ＲＫＷ－４０４ＡＳＶ（シルバー）

オプション

マットブラウン　ＨＦＤ マットグレージュ　ＨＦＧ

マットホワイト　ＨＦＷ

扉面材／オレフィン系化粧シート

カーマイン　ＨＮＣ マスカット　ＨＮＭ スカイブルー　ＨＮＡ

ストローイエロー　ＨＮＹ パールホワイト　ＨＮＷ

扉面材／ＤＡＰ樹脂化粧板

ダークⅡ　ＨＳＤ ナチュラルⅡ　ＨＳＮ

扉面材／特殊樹脂化粧板

グレージュ　ＨＳＧ

木目柄につややかな特殊樹脂コートを施した、
気品あるシリーズです。油がしみにくく、
汚れに強い特長も根強い人気の理由です。

HSシリーズ
シックな色調の艶消し木目柄に、シンプルな
ライン取手を組み合わせて、より上品に。
グレード感のある上質な空間を生み出します。

HFシリーズ
抽象柄につや有り加工を施した上品な印象と、
空間を明るくするカラーバリエーションが魅力。
汚れやキズに強く、お手入れも簡単。

HNシリーズ

■ キッチンパネル　パウダースノー（Ｓ）
キッチンの壁面を水はねや油汚れからガードする壁面材。

Cシリーズ

■ 照明スペース付中尺吊戸棚
          （照明器具別途）
底部には、手元を照らす照明器具取り付け
スペースがあります。扉は把手がなくシン
プルな手掛り式を採用しています。

スタンダードタイプに、引出しが閉まる直
前にスピードをゆるめ、ゆっくりと閉まる
「スローインクローズ」を搭載したレールで
す。（耐荷重１５ｋｇ）

※ 加熱機器横15ｃｍのスパイスボックス
    は除く。

＜Ｓ＞レール
メタルサイド＆スローインクローズレール



※ 商品写真は印刷の為、現物と異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。

奥行き750mmのカウンタートップの
フルオープンタイプ

スルーカウンター

■ ガラスパーテーション
安全に美しくお使いいただけるよう、リビン
グ側への油の飛散を抑えながら、透明で
視界を遮らずデザイン性に優れています。

オープンキッチンに最適な、すっきり納まる
スリム型サイドフード。高い油煙捕集力を
発揮する段差を利用したダブル整流板。
●ＬＥＤ照明付 
●風量は強・中・弱の３速スイッチ
（ＴＪＭデザイン製）

■ スリム浅型サイドフード
　　ＭＹＳ－９０ＭＳ

750mm

※１）写真セットは、イメージ写真です。※２）写真セット扉カラーは、ＨＳＮです。

⑤ホルダー型 包丁収納

収納スペースを最小限に抑えた
ホルダー型を採用。
簡単脱着、分解清掃ができます。

計４本（刃渡り 20cmまで：1本・18cmまで：3本）

■ マーブルⅢトップ
    エクセリーフロストホワイト（ＴＥ）
インテリア性にすぐれた人造大理石です。
爽やかで清潔感あふれる石目調カラーです。

⑥シンク上段収納④食洗機組替キャビネット（スライド）

スライド部分を組み替えて、後付で食器
洗い乾燥機を設置する事が可能です。

パスタボトルや深型のお鍋、
その他背の高いボトルなどを収納。

②下段収納

レードルや調理小物などを種類に応じて
すっきり収納できます。

③調理台上段収納

シンクまわりで使うボウルやザルなどを収納。

フライ返しやレードルなど、
調理作業に使う道具を収納。

 ①クイックスペースCabinet Plan

■ タオルハンガー
    ＫＴＨ－Ａ
扉のライン取手部分に
押し込める専用のハンガーです。
※横にはスライドしません。

■ ガスコンロ
    ＲＢ３２ＡＭ４Ｈ２Ｓ－ＶＷ
●ワイド火力バーナー搭載（左右）
●キズに強く、お手入れもしやすいホーロー
 　製トップ。バーナーリング・天板一体タイプ
   で煮こぼれなどがコンロ内部に入りません。
●全口コンロバーナー温度センサー搭載＆
   消し忘れ消火機能搭載
●省エネ対応水無し片面焼グリル
（リンナイ製）

シンク下
（まな板ラック）

①

③

⑤
⑥

②

④

②

無理のない姿勢でラクラク

収納＆取り出し。

使いやすさを優先した

オールスライド収納タイプ。

System Kitchen

■ 浄水器内蔵型ハンドシャワー
    ＪＡ３０６ＭＮ－９ＮＴＮ０１
●従来のｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰと比較して約４１％の省エネ。
●レバーのクリック感でお湯のムダ使いをカット。
●蛇口の先端に浄水器を内蔵。
●自動クリーニングで、カートリッジはいつもキレイ。
●浄水器ごとホースを引き出せます。
●節湯Ｂ＋節湯Ｃ１対応                      （タカギ製）

◆ 標準設備

◆ 扉カラー

傷や汚れが付きにくい全面エンボス加工シンクです。シンク底部の裏面に制振材を装着し、水はねの音
や食器が当たる音を大幅に軽減する静音仕様です。

■ ＦＪシンク（全面エンボス加工ステンレスシンク）

【エンボス拡大写真】

ＰＮＪ１－ＳＨ
●ストレーナ（グレー樹脂製）
●くずカゴ（グレー樹脂製）

静音仕様 ■ スライドスパイスボックス
調味料などをコンパクトに収納。調理
中にもサッと取り出せます。

●運転コースは５コースから選択できます。
●操作ボタンは上面に集約、使いやすくスッキリ。
●タワーウォッシャーでスミズミまで洗浄。
●やさしい温度で排気のソフト排気モード。
●使用水量は、約１０リットルの節水タイプ。
●一度に約５人分の食器を洗浄～乾燥できます。
（約37点）                                     （リンナイ製）

■ スライドオープン食器洗い乾燥機
    ＲＫＷ－４０４ＡＳＶ（シルバー）

オプション

マットブラウン　ＨＦＤ マットグレージュ　ＨＦＧ

マットホワイト　ＨＦＷ

扉面材／オレフィン系化粧シート

カーマイン　ＨＮＣ マスカット　ＨＮＭ スカイブルー　ＨＮＡ

ストローイエロー　ＨＮＹ パールホワイト　ＨＮＷ

扉面材／ＤＡＰ樹脂化粧板

ダークⅡ　ＨＳＤ ナチュラルⅡ　ＨＳＮ

扉面材／特殊樹脂化粧板

グレージュ　ＨＳＧ

木目柄につややかな特殊樹脂コートを施した、
気品あるシリーズです。油がしみにくく、
汚れに強い特長も根強い人気の理由です。

HSシリーズ
シックな色調の艶消し木目柄に、シンプルな
ライン取手を組み合わせて、より上品に。
グレード感のある上質な空間を生み出します。

HFシリーズ
抽象柄につや有り加工を施した上品な印象と、
空間を明るくするカラーバリエーションが魅力。
汚れやキズに強く、お手入れも簡単。

HNシリーズ

■ キッチンパネル
　　パウダースノー（Ｓ）
キッチンの壁面を水はねや油汚れから
ガードする壁面材。

Cシリーズ

スタンダードタイプに、引出しが閉まる直
前にスピードをゆるめ、ゆっくりと閉まる
「スローインクローズ」を搭載したレールで
す。（耐荷重１５ｋｇ）

※ 加熱機器横15ｃｍのスパイスボックス
    は除く。

＜Ｓ＞レール
メタルサイド＆スローインクローズレール
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