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*記載の色は、実物と多少異なる場合がございます。
*条件等の詳細については営業担当者にご確認ください。

オールスライド収納
全ての引き出しがスライド式で奥の
スペースまで有効に活用可能。
たまにしか使わない調理機器も、
サッと取り出せます。

【ALL SLIDE STORAGE】

シンクキャビネットに
ラップホルダーと
チャイルドロック付
包丁差しを装備。

【ライン（線）を意識したデザイン】
扉の大型化により扉と扉の“ライン（線）”を無くし、
意匠の向上を図りました。

ベースキャビネット
は内引出し式で、
菜箸などの調理
器具を整理出来る
トレーを装備。

より使いやすく存在感のある力強いデザインのバー取手
継ぎ目のないミニマルデザイン

【新デザインバー取手】

I型 本体間口 2550mmKTキッチンプラン

手元の収納から、足元の収納まですべてが

スライド式で奥のスペースまで有効に活用でき
ます。奥まで上から見渡せるので、たまに
しか使わない調理器具もサッと取り出せます。

【標準レール】

●イメージ写真のため、実物とは多少異なる場合があります。 サイドパネルは標準仕様に含まれません。



STANDARD EQUIPMENT

【ＷＡＬＬ ＣＡＢＩＮＥＴ】

フラットでスリムなライトを吊戸棚の下に収納。LED照明付。
すっきり収納できる２段棚タイプです。
吊戸棚や収納などの開き戸すべてに油圧式ダンパーを装着し
閉まる際にバタン！と音がせず快適なキッチンワークを実現。

キッチンパネル（メラミン化粧板）

レンジまわ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。
耐熱性、耐久性にも優れています。

人工大理石ワークトップ

【ＣＯＵＮＴＥＲ】

グレインホワイト サンドホワイト サンドグレー

食器洗い乾燥機

腰をかがめることなく食器の出し入れ
が出来るプルオープン式。約４０点、４
～５人用の食器収容が可能です。ソフ
ト排気機能でお子様にも安心。

【ＤＩＳＨＷＡＳＨＥＲ】

ZWPP45R14LDS-T

浄水器一体型シャワー水栓

シャワーヘッド内部に浄水カートリッジを内蔵。
交換も手元でカンタンです。
将来のサポート体制も充実しているので、安心し
てお使いいただけます。

ZZJA306MN9NTN01-T

【ＦＡＵＣＥＴ】

照明付吊戸棚

【 ＣＯＯＫＴＯＰＳ】【ＲＡＮＧＥ ＨＯＯＤ】

フラットスリムレンジフード

凹凸を減らしたシンプルでスリムなデザイン。
前幕板は化粧前幕板タイプです。

省エネ性の高いLED照明を搭載しました。

ZRS75ABM14FS(R/L)-T

LED照明

お手入れしやすい
内面形状

【ＳＩＮＫ】

ステンレスシンク（静音シンク）

【ＫＩＴＣＨＥＮ ＰＡＮＥＬ】

●製品の色は印刷の為、実物とは多少異なる場合があります。 色サンプルなどご確認願います。

ZGFNK6R14QSE-T

片面焼きグリル付きコンロ

清掃性・耐久性に優れたホーロートップ。
無水片面焼きグリルを搭載。
お掃除しやすい構造です。
３口全てにＳｉセンサー搭載で安心です。

COLOR VARIATION

ソレイユ
ホワイト

ソレイユ
ブルー

ソレイユ
グリーン

ソレイユ
ピンク

スパングル
シダー

スモークド
シダー

クラシック
ミディアム

クラシック
ダーク

ブライトスノー ブライトレモン ブライトレッド ブライトブラウン ブライトチャコール ブライト
ウォルナット

ブライト
オークミディアム

ブライト
オークダーク

ライングレイン
ライト

ライングレイン
ダーク

ナチュール
オーク

グレイッシュ
ウォルナット

カームオーク

ソレイユシリーズ
高級感あふれるシャープな輝きが美しい鏡面扉。パステル
カラーからトレンドの木目調まで、インテリアに合うカラー
ラインナップです。取手は２種類からお選びいただけます。

ロングバー
取手

ライン取手

ブライトシリーズ
シャープな輝きが美しい、高級感漂う鏡面扉です。ビビッド
カラーからトレンドの木目調まで、インテリアに合わせて選べる
８色のラインナップ。取手は２種類からお選びいただけます。

ロングバー
取手

ライン取手

ウッディグレインシリーズ
上質で、落ち着いた印象をあたえる木目扉。シンプルで
すっきりとした、取手レスを採用しています。

扉一体型取手（Ｊ手掛け）

ライングレイン
ミディアム

クリアホワイト クオーツグレー クオーツピンク

ストーンホワイトモザイクホワイト ストーンベージュ

シンクにあたる水ハネ音を大幅に減らす制震構造
シンクです。大事な家族との会話を妨げません。

浅型ゴミかご

WUシンク
W650×D485×H183

クリンラック



とってもクリンフード W900

ZGFZK6R12USK-T
・シールドバーナーガラストップ
・ホーロー製ゴトク
・水無片面焼きグリル

ZGGZK6R12YSS-T
・シールドバーナーガラストップ
・ホーロー製ゴトク
・水無両面焼きグリル

ZGGZK6A14DSK-T
・シールドバーナーガラストップ
・ホーロー製ゴトク
・水無両面焼きグリル
・ダブル温度調節機能搭載

ZRS90ABJ14F*(R/L) 「リーフプレート」を使った立体構造の
フィルターで油煙を捕集。
オーバルのプレート形状なので、
お皿を洗うようにスポンジで簡単に
汚れを落とせます。

洗エールレンジフード W900

ボタン１つでフィルターとファンをまるごと
自動洗浄。 フィルターとファンを一体化させた
新構造のファンフィルターでラクラクお掃除。

プルオープン食洗機
扉面材前板タイプ

ZWPM45M12KDS-T

ディープ型省エネナビ付
バイオパワー除菌タイプ

ZWPE45M12JDS

ZEHZR6M14XSS-T
・左右IH3kW
・水有両面焼きグリル
・フル天板操作
・光センサー搭載

W820×D485×H183

美・サイレントシンク

（EGシンク）

静音シンク

（WGシンク）

W820×D485×H183

シンク表面には水アカがつきにくい
『e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。

［従来のシンク］ ［美・サイレントシンク］

W711×D449×H192

人工大理石シンク

（PMシンク）

ピンク(P)

ベージュ(Ｂ)

カーム
ホワイト(H)

ライン取手用
タオル掛け

◆ソレイユシリーズ・ブライトシリーズ
のライン取手に取付可能

サポートプレート 止水フタ

ステンレス製浅型カゴ

◆ウッディグレインシリーズの扉のみ
取付可能

扉一体型取手用
タオル掛け

まな板
（WG/EGシンク用）

ZRS90ABF12M*Z

ZEHRA6M14NSS
・１口オールメタル対応３口IHヒーター
・大火力ラクッキングリル
（水無両面焼き）
・光るリング（左・右IH）
・フライパン焼き物温度調節
・かんたん焼き物調理機能

ZEFZR6H14PSK-T
・左右IH3kW
・水有両面焼きグリル
・フル天板火加減操作
・光センサー搭載

ZEHRA6M14TSS
・３口IHヒーター
・大火力ラクッキングリル
（水無両面焼き）
・光るリング（左・右IH）
・フライパン焼き物温度調節
・かんたん焼き物調理機能

【ＤＩＳＨＷＡＳＨＥＲ】 【 ＣＯＯＫＴＯＰＳ】

【ＲＡＮＧＥ ＨＯＯＤ】

【ＳＩＮＫ】

【 ＡＣＣＥＳＳＯＲＹ ＰＡＲＴＳ】【 ＲＡＩＬ】

OPTION SHEET

ブルモーションレール
やさしく静かに閉まる
ダンパー機能を搭載。
コンロ横引出しにも
同じダンパーを搭載。
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