
20160404 東大阪市若江東町3丁目 標準仕様印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。 

※色柄はデザインラインナップより
ご選択いただけます。 

 フロアユニット 

カウンター シンク 

（シンク断面） 

加熱機器 水栓金具 

食器洗い乾燥機 レンジフード ウォールユニット 

●ソフトダウンウォールユニット 
収納棚を目の前まで降ろして、必要
なものがすぐ取り出せます。（手動
式） 

Ｉ型 ２５５０タイプ 

※イメージ写真です。食器、小物等は含まれません。 

●スキマレスシンク ステンレスタイプ 

Ｍタイプ スラくるネット付 
端から端まで動かせる便利な「スラくるネット」。 

幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm 

スキマがないから、 
さっとひとふき。 

ゴミが集めやすく捨
てやすいアミカゴ。 

使い方に合わせて左右へ自由に動かせる
便利な「スラくるネット」。（標準装備） 

●食器洗い乾燥機 深型 
ドアパネル仕様 シルバー色 
スマートカゴ 
〈QSS45RD6SD〉 

ウォールユニット 高さ７００ｍｍ 
耐震ロック機構を標準装備。 
シンプルな取っ手レスを採用。 

600mm 700mm 

高さ 

500mm 

耐震ロック 

LED 流し元灯（昼白色） 

•壁面・ウォール下固定専用 

•シーソースイッチ <QS35RM>  

人造大理石カウンターフリント 
 グラーノホワイト 

フロアユニット  適 材 適 所 に 収 納 で き る か ら 使 い や す い 。 

シルバー色ストッカー フルオープンスライドレール 
ソフトクロージング機構 

静かに閉まります。 

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」 

ｼﾝｸ下ﾕﾆｯﾄのｺﾝｾﾝﾄ。 
水ﾀﾞﾚからｺﾝｾﾝﾄを守る形状。 

手元にコン
セントがある
と、調理家
電をさっと使
えて便利。 

コンロ下ユニット 

コンロまわりで
使うものを効率
よく収納。 

多目的ボックス 
お玉やへらなどを 
立てて収納できま
す。 

ボトルトレイ 
油や調味料の収
納に便利です。 

包丁差し 
ロック機構付
の包丁差し。 

シンク下ユニット 

出し入れしやす
い扉の裏に便利
な 
収納パーツを備
えています。 

まな板スタンド 

取り外して、ｶｳﾝﾀｰ
上でも使えます。 

すっきりとしたスクエアフォルム。 

お手入れもラクラク。 

・フラットな形状で拭き掃除しやすく、掃除箇

所にもラクに手が届きます。 

・掃除のしやすい撥水性のフィルターを採用。 

●スマートフードⅡ       
（シロッコファン） 

【シルバー色】 

ＬＥＤ照明付 

常時 常時換気機能付 

お湯を出すときのカチッ 出しすぎを防ぐカチッ 

浄水器一体型シャワー混合水栓 
浄水も、お湯もひとつの水栓で。 
（浄水カートリッジ内蔵）  
<QSKM6001EPC>  
  

カチット水栓 

原水 シャワー 浄水 

ガスコンロ ガラストップ 幅600mm 
両面焼きワイドグリル 
トッププレート：シルバーミラー色 
< QSS31N8WH >  

トッププレートは 
お掃除しやすい形状 

２４cmのピザも焼ける 
ワイドグリル 

温度センサー＆ 
消し忘れ消火機能 

火加減おまかせの 
「便利機能」付 
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グレード３０ グレード２０ 

ＣＪ３０シリーズ 

(単色マット） 

１．□ 

Ｊ30 マットホワイト［JU］ 

ＣＶ３０シリーズ 

(木目・鏡面） 

９．□ 
V30 ラインダーク柄［VT］ 

V30 ラインミディアム柄［VX］ 
１０．□ 

V30 ラインホワイト柄［VW］ 

V30 ラインライト柄［VQ］ 
１１．□ 

１２．□ 

８．□ 

W30 イエロー［WU］ 

W30 ブルー［WC］ 

６．□ 

５．□ 

７．□ 

W30 ホワイト［WS］ 

W30 ピンク［WP］ 

２．□ 

W30 ブラウン［WT］ 

４．□ 

３．□ 

W30 ミディアムベージュ［WQ］ 

W30 ライトベージュ［WN］ 

ＣW３０シリーズ 

(単色鏡面） 

１５．□ 

B30 ベリーレッド［BR］ 

１６．□ 

B30 マンゴーイエロー［BL］ 

１８．□ 

B30 アクアブルー［BB］ 

１７．□ 

B30 ローズピンク［BP］ 

ＣＢ３０シリーズ 

(単色鏡面） 

ＣＥ２０シリーズ 
(木目) 

２０．□ 

２３．□ ２１．□ 

２２．□ 
E20 ダーク柄 [ET] 

E20 ミディアム柄[EJ] 

E20 ライト柄[EN] 

E20 ホワイト柄[EU] 

CP20シリーズ 
(木目・鏡面） 

２４．□ 
P20 アルベロブラック［PV］ 

２５．□ 
P20 アルベロホワイト［PF］ 

グレード１０ 

CM10シリーズ CI10シリーズ 

M10 ベージュ［MV］ I10 ホワイト［IW］ 
３５．□ ３６．□ 

ＣＬ２０シリーズ 

L20 ブラウン［LM］ 
２８．□ 

２９．□ 
L20 ベージュ［LB］ 

L20 ビューティホワイト［LW］ 

３４．□ 

L20 オレンジ［LE］ 

L20 ネイビー［LC］ 

３１．□ 

L20 ファインレッド［LD］ 
３２．□ 

３３．□ 

L20 オリーブグリーン［LZ］ 

取っ手は５タイプから 

お選びいただけます。 

［同価格］ 

［ＬＣＡ］ 
材質：アルミニウム 

［ＨＡＥ］ 
材質：アルミダイカスト 
 

［ＨＡＡ］ 
材質：アルミダイカスト 
 

［ＨＥＳ］ 
材質：アルミダイカスト 
 

［ＨＥＥ］ 
材質：アルミダイカスト 
 

V30 シェードブラウン柄［VB］ 
１３．□ 

V30 シェードホワイト柄［VG］ 
１４．□ 

※イメージ写真です。キッチンのレンジフード、調理機器、照明等は標準仕様と異なります。ご了承下さい。 

１９．□ 

CH20シリーズ 
(木目） 

２６．□ 
H20 ヴィンテージメタル柄［HQ］ 

２７．□ 
H20 ペイントウッド柄［HM］ 

３０．□ 

［ＨＣＤ］ 
材質：アルミダイカスト 
 

［ＨＣＥ］ 
材質：アルミダイカスト 
 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

B30 リーフグリーン［BT］ 



20160404 東大阪市若江東町3丁目 標準仕様印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。 

※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。 

鏡面調 

●ラティス柄 

●シャイン柄 

３ｍｍ厚タイプ深みのあるパールの質感にこだわった鏡面調です。 

ホワイト ベージュ 

メラミン樹脂化粧シート 

３ｍｍ厚タイプながら凹凸感のある格子模様です。 

ホワイト 

メラミン樹脂化粧シート 

 不燃壁材（キッチン用） ３mm厚 

３ｍｍ厚タイプ 
薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。 
３尺×６尺タイプで約９.５㎏、３尺×８尺タイプ 
でも約１２.３㎏と軽く、搬入・取付けが容易です。 

メラミン材質 

メラミン樹脂裏面層 

水酸化アルミニウム含浸 
ガラス繊維不織布層 

メラミン 
樹脂化粧層 

天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。 

台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での 
摩擦にも、表面にほとんど傷はつきません。 

目地には弾力性があり、ひび割れしにくい 

防カビ・目地用シリコンを使用。 

キッチンボード 

目地用シリコン 
（防カビタイプ） 

水分・汚れ 

ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。 

接合部の目地は、防カビタイプの目地用 

シリコンです。 

油温度２００℃の滴下試験や耐熱試験の 

結果、変色、変質がほとんどありません。 

キッチンボード （３mm厚） 

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。 

●ネオナイーブ柄 

３ｍｍ厚タイプのシンプルで 

        光沢の美しい鏡面調です。 

ホワイト 

メラミン樹脂化粧シート 
●ネオマーブル柄 

深みのあるマーブル調の質感は 

      落ち着いた上品な空間を演出します。 

ホワイト 

メラミン樹脂化粧シート 




