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写真はカタログ・ＣＧ合成画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

スライドストッカー
アシストポケット付(シェルフなし)

●シンク用キャビネット

包丁差し

スライドストッカー

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

●コンロ用キャビネット

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。

人造大理石トップ キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お

手入れしやすい。カラーやデ

ザインのバリエーションも豊富

にご用意しています。

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。

ソフトモーションレール

引出し仕様

メラミン底板

ダウンウォール

中のラックは、バネの力で

ラクに昇降が可能。

最大積載
重量１５kg

下降寸法
４０cm

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

水栓金具

JFAD461SYXJG5D

３口コンロ・ファインコートトップ
(無水両面焼グリル)

レンジフード連動なし

フェイス：シルバー

ガスコンロ

トップ：ホワイト

R3634B0WWVD13A

ADRタイプ

レンジフード

別売品：化粧パネル・金属幕板
 （写真は化粧パネルです。）

加熱機器連動なしシルバー

ADR731SIRD

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：5コース

NP45RS6SJCD

インバータータイプ

システムライト

EIS60C

パーツは外して丸洗い。

お手入れも簡単です。

使用頻度の高いものをすっきり

整理して収納できる、取り出し

やすい扉裏のポケットを搭載。

アシストポケット

色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

７６．８cm

４０cm

キレイシンク

まな板スタンド付

排水口のリングをなく

し、汚れが溜まりやす

い溝がないので、お手

入れが簡単です。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を

出す省エネ設計。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

混合

湯

水カチッ

SYSTEM KITCHEN

システムキッチン エーエス①  I 型 本体間口 255cm SWKJLH

PRPSC0-160331-040b
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写真はカタログ・ＣＧ合成画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

スライドストッカー
アシストポケット付(シェルフなし)

包丁差し

スライドストッカー

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

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。

人造大理石トップ キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お

手入れしやすい。カラーやデ

ザインのバリエーションも豊富

にご用意しています。

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。

ソフトモーションレール

引出し仕様

メラミン底板

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

水栓金具

JFAD461SYXJG5D

３口コンロ・ファインコートトップ
(無水両面焼グリル)

レンジフード連動なし

フェイス：シルバー

ガスコンロ

トップ：ホワイト

R3634B0WWVD13A

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：5コース

NP45RS6SJCD

インバータータイプ

システムライト

EIS60C

イスを並べて、食事もとれ

るコミュニケーション重視

のスタイルです。

ダイニング側仕様

テーブルタイプ

サイドマントルNSDタイプ

レンジフード

加熱機器連動付シルバー

SMNSD931SIRD

パーツは外して丸洗い。

お手入れも簡単です。

使用頻度の高いものをすっきり

整理して収納できる、取り出し

やすい扉裏のポケットを搭載。

アシストポケット

色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

７６．８cm

４０cm

キレイシンク

まな板スタンド付

排水口のリングをなく

し、汚れが溜まりやす

い溝がないので、お手

入れが簡単です。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を

出す省エネ設計。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

混合

湯

水カチッ

●シンク用キャビネット ●コンロ用キャビネット

SYSTEM KITCHEN

システムキッチン エーエス②  ペニンシュラＩ型 本体間口 258cm SWKJLH

PRPSC0-160331-040c
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写真はカタログ・ＣＧ合成画像によるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

スライドストッカー
アシストポケット付(シェルフなし)

包丁差し

スライドストッカー

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

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。

人造大理石トップ キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お

手入れしやすい。カラーやデ

ザインのバリエーションも豊富

にご用意しています。

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。

ソフトモーションレール

引出し仕様

メラミン底板

オールインワン浄水栓ＤＳタイプ・エコハンドル

水栓金具

JFAD461SYXJG5D

３口コンロ・ファインコートトップ
(無水両面焼グリル)

レンジフード連動なし

フェイス：シルバー

ガスコンロ

トップ：ホワイト

R3634B0WWVD13A

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：5コース

NP45RS6SJCD

インバータータイプ

システムライト

EIS60C

パーツは外して丸洗い。

お手入れも簡単です。

使用頻度の高いものをすっきり

整理して収納できる、取り出し

やすい扉裏のポケットを搭載。

アシストポケット

色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

７６．８cm

４０cm

キレイシンク

まな板スタンド付

排水口のリングをなく

し、汚れが溜まりやす

い溝がないので、お手

入れが簡単です。

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を

出す省エネ設計。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

混合

湯

水カチッ

●シンク用キャビネット ●コンロ用キャビネット

※写真はテーブルタイプです。

躯体構造壁を活かしたレイ

アウトにも対応できます。

ダイニング側仕様

ADRタイプ

レンジフード

別売品：化粧パネル・金属幕板
 （写真は化粧パネルです。）

加熱機器連動なしシルバー

ADR931SIRD

SYSTEM KITCHEN

システムキッチン エーエス③  ペニンシュラＩ型 本体間口 258cm SWKJLH

PRPSC0-160331-040d
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使い勝手に応じて自由に組み

合わせることで、機能的なシ

ステム収納が完成します。

組み合わせてつくる収納ユニット 低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての
木質系材料

建築基準法(シックハウス対

策)が定めたホルムアルデヒド

放散速度に関する基準の最高

等級区分を満たす商品です。

写真はＣＧ合成画像によるイメージです。

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。 

引出し仕様

メラミン底板

収納ユニット用カウンター

片面用　奥行４５cm

お手入れしやすいメラミンコートのカウンター。

色は清潔感のあるフロスト柄のホワイトです。

WN
（フレークホワイト）

LD4SE0900WN

カップボード上置

間口：９０cm

高さ：２３５cm

奥行：４５cm系

開き扉

開き扉

ウォールキャビネット

間口：９０cm

高さ：７０cm

奥行：４５cm系

ハイフロアキャビネット
間口：９０cm

高さ：９９cm

奥行：４５cm系

２口コンセント付（各々１,４８０Ｗまで）

家電収納オープンタイプ

※写真は蒸気排出ユニット付です。
　蒸気排出ユニットなしのタイプも選べます。

※スライド式のトレーボードは、ソフトモーション
　レールに対応していません。

フロアキャビネット

間口：９０cm

高さ：８５cm

奥行：４５cm系

１段引出し付　開き扉

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、

お手入れが簡単な扉です。

クリーン扉

ＥＢコートの中でも、特に汚れが拭き

取りやすく撥油・撥水性能にすぐれた

扉です。

撥油・撥水扉  ※1

長くお使いいただくために、やわら
かい布でお手入れしてください。

※1 扉カラーによって異なります。

SYSTEM KITCHEN

システムキッチン エーエス キッチン収納  トール＋家電収納プラン 本体間口 180cm

PRPSC0-160331-040e




