
SystemKitchen I型 W：2550cm 天板高さ：85cm 

※画像はイメージです。
※エンドパネルは別途です。

ワークトップ

キッチンパネル（ホーロークリーンパネル）

引手 

HK-01Tレール引手 PC415Cシリーズ 

■レール引手 ■引手

シャインベージュ シャイングレー ナチュラルホワイト シャインホワイト 

■人造大理石

頑固な汚れもサッと取れる 

オレフィンシートDAPコート 

TS-3087E TS-3034E 

TS-3091E TS-3094E 

オレンジ ブルー ピンク ホワイト

イエロー

MOP1205M MOP1204M MOP1201M MOP1203M 

プラム オリーブグリーン

扉 

GSシリーズ（シルバー） GSシリーズ（ブラック） 

ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ

オーバルエンボス

加工 

標準仕様 

ＴN33Ｖ-60B 

幅60ｃｍ 水無し片面焼きグリル 

レンジフード（VMR-MQL型）

■1回あたりの使用水量

■1回あたりのランニングコスト

手洗いの場合 食器洗い乾燥機 

手洗いの場合 食器洗い乾燥機 

EW-45R1S 

幅45cm 

ステンレスシンク 浄水器内蔵ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓 
JA306MN 

キャビネット （ 足元スライドタイプ ） 

水はね音を低減した 

静音設計のシンク。 
吊戸 （ W：1650 ） 
照明ボックス（ LED付 ） 

■ｽﾃﾝﾚｽ
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キャビネット

シンク

食器洗い乾燥機 

レンジフード

加熱機器 

だけ！ 

VRAタイプ 

ホーローでお手入れのしやすさ徹底追求！
「ホーロークリーンレンジフード」

①ﾎｰﾛｰｼｬｯﾄｱｳﾄ
ﾊﾟﾈﾙ

内部への汚れを 

ｼｬｯﾄｱｳﾄ。 

②ﾎｰﾛｰｸﾞﾘｽ

ﾌｨﾙﾀｰ

③ﾎｰﾛｰ整流板

食器洗い乾燥機 

で手軽に洗えます。 

油汚れもｻｯと 

ふくだけでｷﾚｲに。 

※汚れやすい場所全てにﾎｰﾛｰを使用しています。

VMAタイプ 

①ﾎｰﾛｰｼｬｯﾄｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ

②親水性ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ

③ﾎｰﾛｰ整流板

内部への汚れを防ぎます。 

油汚れも水につければすっきり。 

高品位ﾎｰﾛｰだから、汚れがサッと落ちる。 

ｶﾝﾀﾝに取り外せます。

丸洗いもOK！ 

掃除の手間からトリプルガード！ 

3口ｺﾝﾛ／ﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄﾄｯﾌﾟ 
ﾌﾟﾚｰﾄ   （ 水無両面焼きｸﾞﾘﾙ ）

2口IHﾋｰﾀｰ＋1口ｸｲｯｸﾗｼﾞｴﾝﾄ 

HT-H60S(S)（幅60cm） 

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ連動なし ｼﾙﾊﾞｰ

TN57WV60CT（幅60cm） 

3口ｺﾝﾛ 

ﾊｲﾊﾟｰｶﾞﾗｽｺｰﾄﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ
（ 水無片面焼きｸﾞﾘﾙ ）

TN57V60CT（幅60cm） 

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ連動なし

ｼﾙﾊﾞｰ 

ﾏｲｺﾝ自動焼きｸﾞﾘﾙ ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ

光・温度ｾﾝｻｰ 

煮込み機能 

揚げもの温度調節 

切り忘れ防止ﾀｲﾏｰ 

ﾌﾚｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ 

直火焼き遠赤外線ｸﾞﾘﾙ 

おかゆﾓｰﾄﾞ 

直火焼き遠赤外線ｸﾞﾘﾙ 

適温調理 

自動炊飯機能 

ﾌﾚｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ 

揚げもの温度調節 

ｺﾝﾛ・ｸﾞﾘﾙ調理ﾀｲﾏｰ 

フラップ包丁差し
シンクの幕板部分を、

サッと開いて 

出し入れしやすい

包丁差しに。 

ボックス内もホーローだから 

マグネットでカスタマイズ。

仕切りで整理整頓。 

位置も自由に変えられます。 

※引出しにソフトクローズレール仕様を

 採用の場合のみ対応します。 かくせるホーローボックス 

扉の内側いっぱいに設置できる、 

ホーロー製の収納ボックスです。 

包丁差しもマグネット 

でピタッ！ 

チャイルドロック機構

付きで安心です。 

[ ガラストップ ] 

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

ユーティリティーシンクE 特長の違う3つのスペースで、 

3層シンクで、「洗う、調理、片付ける」 

をスムーズに。 

＊ｱｸﾘﾙ人造大理石ﾜｰｸﾄｯﾌﾟに対応 

ｱｸﾘﾙ人造大理石だから、

ベージュ ホワイト グレー ピンク 

① 
② 

③ 
●段差・ｽｷ間がなく、お掃除ｶﾝﾀﾝ！

●熱いお鍋を置いても変色しにくい

●ｷｽﾞや衝撃にも強く美しさ長持ち②作業効率ｱｯﾌﾟに

ｱｼｽﾄｽﾍﾟｰｽ

③ｼﾝｸ中段の有効活用

に ﾐﾄﾞﾙｽﾍﾟｰｽ 

①作業ｽﾍﾟｰｽ拡大に

標準 
装備 

SK水切りﾌﾟﾚｰﾄUSE、ﾐﾄﾞﾙ水切りﾌﾟﾚｰﾄUSE、 

ﾐﾄﾞﾙ調理ﾌﾟﾚｰﾄUSE、まな板USE 

＊ｱｸﾘﾙ人造大理石ﾜｰｸﾄｯﾌﾟに対応 

アクリル人造大理石シンクE

水栓 

間口45cmタイプ（ﾄﾞｱ面材型） 
フレームレスでキッチンと一体化する

スッキリデザイン。

EW-45R1SM 

除菌洗浄・乾燥機能 

ﾄﾞﾗｲｷｰﾌﾟ機能 

念入りｺｰｽ 

予約ﾀｲﾏｰ付き 

ﾜﾝｱｸｼｮﾝﾌﾗｯﾄﾄﾞｱ 

ﾌｨﾙﾀｰお手入れﾗﾝﾌﾟ 

ｶﾗｰﾅﾋﾞ食器ｶｺﾞ

KM5031TTKE 

SF-NB451SXU 

触らないから汚れない、 

センサーで流水・止水できる 

洗浄力の強いｽﾎﾟｯﾄｼｬﾜｰ 

は、汚れ落ちが早く洗浄時間 

も短縮 

ｴｺﾀｲﾌﾟ

タッチレス水栓
ナビッシュB５タイプ(LIXIL)

スポット微細シャワー 

エコタイプ水栓なら、カンタン操作で

ムダをカット。

ハンドシャワー水栓

クリック感 

お湯の使い 

始めが 

クリック感で 

分かります。 

エンドパネル

ＩＨヒーター ガス加熱機器 

3口IHﾋｰﾀｰ （ 水無両面焼きｸﾞﾘﾙ ） 

HTB-TS200KXF（幅60cm） 

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ連動 

ﾎﾜｲﾄ 

七輪交互焼き 

揚げもの温度調節 

過熱水蒸気ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾌﾞﾝ 

ﾗｸ旨ｸﾞﾘﾙ

切り忘れ防止ﾀｲﾏｰ 

光・温度ｾﾝｻｰ 

適温調理 

ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ連動なし 

ｼﾙﾊﾞｰ 

●選べる6色 

ソフトクローズ

ホーロー底板

引き出しにかかる力を 

自動調節。 

静かにピタッとしまります。 

キャビネットの底板が 

ホーローなので、 

お手入れがカンタンです。 

間口45cmタイプ（ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ型） 
おまかせエコ運転で、ムダを抑えて、 

かしこく省エネ。 

除菌洗浄・乾燥機能 

ﾄﾞﾗｲｷｰﾌﾟ機能 

念入りｺｰｽ 

予約ﾀｲﾏｰ付き 

ﾜﾝｱｸｼｮﾝﾌﾗｯﾄﾄﾞｱ

ﾌｨﾙﾀｰお手入れﾗﾝﾌﾟ

ｶﾗｰﾅﾋﾞ食器ｶｺﾞ

EW-45H1ST 

76cm 
41cm 



システムマグネット収納

食器棚 ( W:1800 ) 

ウォールキャビネット
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カウンターユニット間口180cmトールユニット間口90cm

+家電収納ユニット間口90cm

カウンターユニット(4段引出しタイプ) 

間口90cm+家電収納ユニット 

(ワゴンタイプ)間口90cm

トールユニット引戸タイプ間口90cm

+カウンターユニット間口90cm

手が届きやすい位置にたっぷりの収納ｽﾍﾟｰｽ。 
吊戸下の収納だから、目の高さで中身が見やすく、 

小物がサッととれて作業もはかどります。 

調味料や 
ｶﾄﾗﾘｰ類を
豊富に収納

システム昇降ラック アイラック 吊戸用昇降棚 

手の届きやすい高さに 
棚をおろせるので、 
普段使いのモノの 
収納に便利です。 

TDUR-601、TDUR-901 

※最大荷重約15kg。

※蛍光灯ボックス付吊戸棚には対応しません。

※品番の■には色品番が

入ります。 

それぞれに 

・パールホワイト(W) 

・パールグリーン(M) 

・パールピンク(P)の 

 3色をご用意しております。

どこでもラック ｜ デラックスタイプ 

アルミタイプ アルミホーロータイプ

□小物置き
MGD-KR 

最大荷重：1.5kg 

□レードル掛け
MGD-KH 

最大荷重： 

ﾌｯｸ1個あたり300g 

□フキン掛け
MGD-FH 

最大荷重： 

1本あたり300g 

□小物置き
MGH-KR（■） 

最大荷重：1.5kg 

□ﾚｰﾄﾞﾙ掛け
MGH-KH（■） 

最大荷重： 

ﾌｯｸ1個あたり300g 

□ﾌｷﾝ掛け
MGH-FH（■） 

最大荷重： 

1本あたり200g 

※小物置きの

ｽﾊﾟｲｽﾎﾞｯｸｽは別売です。

ｶﾗｰはﾎﾜｲﾄとﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰの
2色をご用意しております。
※品番の■には色品番が入ります。 W：ﾎﾜｲﾄ CG：ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ 

ﾎﾜｲﾄの場合、写真のﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ部分が、
全てﾎﾜｲﾄになります。

どこでもラック スクエアタイプ 

□小物置きS＋ﾌｯｸ

＋ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ
MGAKｺﾓﾉﾄﾚｰ15S(W)＋ 

MGAKﾌｯｸS（W）＋ 

MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL（■） 

最大荷重：1.5kg  

□ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS
MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS（■） 

最大荷重：500g 

□ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL
MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL（■） 

最大荷重：500g 

□ﾏﾙﾁﾗｯｸ＋ﾀｵﾙ

ﾊﾝｶﾞｰ
MGAKｺﾓﾉｲﾚ15S(W)＋ 

MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL（■） 

最大荷重：1.5kg 

□ﾏﾙﾁﾗｯｸ＋ﾌｯｸ＋

ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰ
MGAKｺﾓﾉｲﾚ15S（W） 

＋MGAKﾌｯｸS（W） 

＋MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL（■） 

最大荷重：1.5kg 

□小物置きS
MGAKｺﾓﾉﾄﾚｰ15S（W）＋ 

MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS（■） 

最大荷重：1kg 

□小物置きL
MGAKｺﾓﾉﾄﾚｰ35S（W） 

＋MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL（■） 

最大荷重：1.5kg 

□小物置きM
MGSKｺﾓﾉｵｷ（■） 

最大荷重：1kg 

□小物置きS＋ﾌｯｸ
MGSKｺﾓﾉﾌｯｸS（■） 

最大荷重：1kg 

□小物置きL＋ﾌｯｸ
MGSKｺﾓﾉﾌｯｸL（■） 

最大荷重：1.5kg 

□ﾏﾙﾁﾗｯｸ
MGSKｺﾓﾉｲﾚ（■） 

最大荷重：1kg 

□フキン掛け
MGSKﾌｷﾝｶｹ（W） 

最大荷重：1本あたり200g 

※ﾎﾜｲﾄのみ。 

□キッチンペーパー

ホルダー
MGSKﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ（W） 

最大荷重：250g 

※ﾎﾜｲﾄのみ。 

□マルチホルダー
MGSKﾏﾙﾁﾎﾙﾀﾞ（■） 

最大荷重：1kg 

マルチホルダー

□ﾏﾙﾁﾗｯｸ＋ﾌｯｸ
MGSKｺﾓﾉｲﾚ（■）＋ 

MGAKﾌｯｸS（W） 

最大荷重：1kg 
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