
2021/6/15

表面がガラス質なのでどんな
汚れも落としやすいです。

スチールたわしでゴシゴシし

ても傷つきません。

キッチンは毎日使うので、汚れやすい場所です。
ホーローキッチンパネルは熱や傷に強くいつまでも変わらない清

潔さを実現します。

□ロッシュホワイト □ロッシュベージュ □ライトベージュ □マイルドホワイト

ホーローは不燃材。鉄とガラ

スで出来ているので焦げ付く

こともありません。

耐熱テスト

シロッコファンVMA型

（スリムフードタイプ）

すきま風効果で吸い込む力も

従来の2．5倍です。
お部屋の汚れも軽減されます。

吸い込みが
従来型の2.5倍!!

取り外しもカンタンです。 ホーローだから汚れもすぐに落とせます。

■ベースキャビネット

ストック類や普段使わないものを

分類して収納できる
足元スライドタイプ。

■ソフトクローズ機能

静かにピタッと閉まる引き出しを採用。

引き出しにかかる力を自動調節して

静かに閉まるので、
中の収納物も安心です。

■ホーロー底板仕様

高品位ホーローの底板なら、

お手入れカンタン、ずっと清潔。

汚れやすく傷つきやすい場所に、
「高品位ホーロー」を採用しています。

ホーローは表面がガラス質なので、水や汚れが染み込みません。
お手入れはサッと拭くだけ。油汚れもカンタンに落とせます。

他の素材にはない圧倒的な清掃性

キッチンパネル レンジフード整流板 底板

□ソリッドベージュ□ソリッドライトグレー□ソリッドホワイト □プレーンホワイト

●

□シルバー

EW-45R2S
(三菱製)<主な機能>

●除菌洗浄・乾燥機能

●「ワンアクションフラットドア｣

でスムーズ開閉

●フィルターお手入れランプ付

●カラーナビ食器カゴ

●ドライキープ機能

●予約タイマー付

□

<主な機能>

CS-G318M
●左右3.0Kw・1口ラジエント

●2000Wワイドグリル（水無し）

●揚げ物温度調節

●切り忘れ防止タイマー

●ヒーター別調理タイマー
●マイコン自動焼きグリル

<主な機能>

TN72AV60CT
●ハイパーガラストップコンロ

●片面焼きグリル

●揚げ物温度調整

●水なしグリル
●選べるガラストップカラー

□

■ブラック（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

I型のみ 標準！
↑

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

JA497MN（タカギ製）

●高圧メラミン化粧板
扉カラーバリエーション

表面が非常に硬く耐久性･耐熱性に

優れた化粧材です。

傷や汚れが付きにくいので

お手入れカンタンで美しさ長持ち。

表面の質感は鏡面タイプと
マット(艶消し)タイプをご用意。

いずれも高級感のある
キッチンに仕上がります。

30色の豊富なバリエーション

単色/鏡面

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM

木目/鏡面

ANU2767CM

AYU2666CM

ANU2597CM

ANU10001CM ANU2665CM

LNU2664CM

NYU2682CM

AU-2598CM

NYU363CM

NYU1942CM

木目/マット

TJK2680C TYU469C

TYU2686C

TYU2603C

TJK10006C

TYU2250C

TJK10051C

JNX10191CJCU10189C

JCU533C TNX10199C

TNU10200C

TNU10201C TJK664C

抽象柄/マット

TJK10126CTJK10122C JK-800C

□KTシリーズ

レール引手用タオルリング

□ﾚｰﾙ引手(ｱﾙﾐ) □GSシリーズ

□ﾎｰﾛｰﾚｰﾙ引手（ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾎﾜｲﾄ）

ホワイト

ベージュ

グレー

ブラックシルバー

□11093シリーズ

□KTシリーズ



2021/6/15

表面がガラス質なのでどんな
汚れも落としやすいです。

スチールたわしでゴシゴシし
ても傷つきません。

キッチンは毎日使うので、汚れやすい場所です。
ホーローキッチンパネルは熱や傷に強くいつまでも変わらない清

潔さを実現します。

□ロッシュホワイト □ロッシュベージュ □ライトベージュ □マイルドホワイト

ホーローは不燃材。鉄とガラ

スで出来ているので焦げ付く

こともありません。

耐熱テスト

SVNS-903T

シロッコファン

（ステンレス仕上げ）

すきま風効果で吸い込む力も

従来の2．5倍です。
お部屋の汚れも軽減されます。

吸い込みが
従来型の2.5倍!!

ホーロー整流板は取り外
しもカンタンです。

ホーローだから汚れもす
ぐに落とせます。

風量は強･中･弱の３段階

■ベースキャビネット

ストック類や普段使わないものを
分類して収納できる
足元スライドタイプ。

■ソフトクローズ機能

静かにピタッと閉まる引き出しを採用。

引き出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まるので、
中の収納物も安心です。

高品位ホーローの底板なら、
お手入れカンタン、ずっと清潔。

□ﾚｰﾙ引手(ｱﾙﾐ) □GSシリーズ

□ﾎｰﾛｰﾚｰﾙ引手（ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾎﾜｲﾄ）

ホワイト グレー

ベージュ

+17,000(税抜き)

■ホーロー底板仕様
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

☆扉同色エンドパネル標準装備☆

<主な機能>

TN72AV60CT
●ハイパーガラストップコンロ

●片面焼きグリル

●揚げ物温度調整
●水なしグリル
●選べるガラストップカラー

□

<主な機能>

CS-G318M
●左右3.0Kw・1口ラジエント

●2000Wワイドグリル（水無し）

●揚げ物温度調節

●切り忘れ防止タイマー

●ヒーター別調理タイマー
●マイコン自動焼きグリル

□

●

□シルバー

EW-45R2S
(三菱製)<主な機能>

●除菌洗浄・乾燥機能

●「ワンアクションフラットドア｣

でスムーズ開閉

●フィルターお手入れランプ付

●カラーナビ食器カゴ

●ドライキープ機能
●予約タイマー付

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

JA497MN（タカギ製）

●高圧メラミン化粧板
扉カラーバリエーション

表面が非常に硬く耐久性･耐熱性に
優れた化粧材です。
傷や汚れが付きにくいので

お手入れカンタンで美しさ長持ち。
表面の質感は鏡面タイプと
マット(艶消し)タイプをご用意。

いずれも高級感のある
キッチンに仕上がります。

30色の豊富なバリエーション

単色/鏡面

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM

木目/鏡面

ANU2767CM

AYU2666CM

ANU2597CM

ANU10001CM ANU2665CM

LNU2664CM

NYU2682CM

AU-2598CM

NYU363CM

NYU1942CM

木目/マット

TJK2680C TYU469C

TYU2686C

TYU2603C

TJK10006C

TYU2250C

TJK10051C

JNX10191CJCU10189C

JCU533C TNX10199C

TNU10200C

TNU10201C TJK664C

抽象柄/マット

TJK10126CTJK10122C JK-800C

レール引手用タオルリング

□ﾚｰﾙ引手(ｱﾙﾐ) □GSシリーズ

□ﾎｰﾛｰﾚｰﾙ引手（ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾎﾜｲﾄ）

ホワイト

ベージュ

グレー

ブラックシルバー

□11093シリーズ

□KTシリーズ

□ソリッドホワイト□ソリッドライトグレー□ソリッドベージュ □プレーンホワイト



2021/6/15

表面がガラス質なのでどんな

汚れも落としやすいです。

スチールたわしでゴシゴシし

ても傷つきません。

キッチンは毎日使うので、汚れやすい場所です。
ホーローキッチンパネルは熱や傷に強くいつまでも変わらない清

潔さを実現します。

ホーローは不燃材。鉄とガラ

スで出来ているので焦げ付く

こともありません。

耐熱テスト

☆扉同色エンドパネル標準装備☆

□シャイングレー□シャインベージュ□ナチュラルホワイト □シャインホワイト

SVNS-903T

シロッコファン

（ステンレス仕上げ）

すきま風効果で吸い込む力も

従来の2．5倍です。

お部屋の汚れも軽減されます。

吸い込みが
従来型の2.5倍!!

ホーロー整流板は取り外

しもカンタンです。

ホーローだから汚れもす

ぐに落とせます。

風量は強･中･弱の３段階

□ロッシュホワイト □ロッシュベージュ □ライトベージュ □マイルドホワイト

+17,000(税抜)

●扉カラーバリエーション

■単色／抽象柄（鏡面仕上げ）

KU-6000CM QNU6000CM TYU-2603C

TYU2261C

■木目（鏡面仕上げ）

■木目（マット）

QTU7830CMKU-6614CMKU-6522CM ANU2665CM ANU2767CM

ANU1001CM ANU2580CM

TJK1006CTYU10003C

ANU274CM NYU1932CM

TJK2680CM TYU2250C

AYU2666CM ANU2596CMANU2597CM

TJK2254CTYU2686C TJK2255C TYU469C TYU2252C

NYU2679CM ANU2680CM

AU-2598CM NYU2682CMLNU2664CM

表面が非常に硬く耐久性･耐熱性に優れた化粧材です。

傷や汚れが付きにくいので、お手入れカンタンで美しさ長持ち。
表面の質感は鏡面タイプとマット(艶消し)タイプをご用意。
いずれも高級感のあるキッチンに仕上がります。

■高圧メラミン化粧板

30色の豊富なバリエーション

■ベースキャビネット

ストック類や普段使わないものを

分類して収納できる
足元スライドタイプ。

■ソフトクローズ機能

静かにピタッと閉まる引き出しを採用。

引き出しにかかる力を自動調節して

静かに閉まるので、
中の収納物も安心です。

高品位ホーローの底板なら、

お手入れカンタン、ずっと清潔。

■ホーロー底板仕様
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

面材ﾀｲﾌﾟ

【収納なし】

□

<主な機能>

TN72AV60CT
●ハイパーガラストップコンロ

●片面焼きグリル

●揚げ物温度調整

●水なしグリル

<主な機能>

CS-G318M
●左右3.0Kw・1口ラジエント

●2000Wワイドグリル（水無し）

●揚げ物温度調節

●切り忘れ防止タイマー

●ヒーター別調理タイマー

●マイコン自動焼きグリル

□

収納タイプ：マガジンラックタイプ(引戸式)

収納タイプ：収納棚タイプ(引戸式)

ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様
+￥45,000（税抜き）

ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様
扉カラー（￥17,000税抜き）

●

□シルバー

EW-45R2S
(三菱製)<主な機能>

●除菌洗浄・乾燥機能

●「ワンアクションフラットドア｣

でスムーズ開閉

●フィルターお手入れランプ付

●カラーナビ食器カゴ

●ドライキープ機能

●予約タイマー付

正面カラー
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

JA497MN（タカギ製）

■高圧メラミン化粧板

●高圧メラミン化粧板
扉カラーバリエーション

表面が非常に硬く耐久性･耐熱性に

優れた化粧材です。

傷や汚れが付きにくいので

お手入れカンタンで美しさ長持ち。

表面の質感は鏡面タイプと

マット(艶消し)タイプをご用意。

いずれも高級感のある
キッチンに仕上がります。

30色の豊富なバリエーション

Zシンク

～静音仕様

シンクに当たる
水はね音を和らげます。

約

業界トップ
レベルの
静かさです

□ﾚｰﾙ引手(ｱﾙﾐ) □GSシリーズ

●引手（3種類から選択可能）

□ﾎｰﾛｰﾚｰﾙ引手（ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾎﾜｲﾄ）

レール引き手用タオルハンガー

ｼﾙﾊﾞｰ

□シャインベージュ□シャイングレー□シャインホワイト

ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ2口

単色/鏡面

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM

木目/鏡面

ANU2767CM

AYU2666CM

ANU2597CM

ANU10001CM ANU2665CM

LNU2664CM

NYU2682CM

AU-2598CM

NYU363CM

NYU1942CM

木目/マット

TJK2680C TYU469C

TYU2686C

TYU2603C

TJK10006C

TYU2250C

TJK10051C

JNX10191CJCU10189C

JCU533C TNX10199C

TNU10200C

TNU10201C TJK664C

抽象柄/マット

TJK10126CTJK10122C JK-800C

レール引手用タオルリング

□ﾚｰﾙ引手(ｱﾙﾐ) □GSシリーズ

□ﾎｰﾛｰﾚｰﾙ引手（ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾎﾜｲﾄ）

ホワイト

ベージュ

グレー

ブラックシルバー

□11093シリーズ

□KTシリーズ

標準仕様プラン



2021/6/15

表面がガラス質なのでどんな

汚れも落としやすいです。

スチールたわしでゴシゴシし

ても傷つきません。

キッチンは毎日使うので、汚れやすい場所です。
ホーローキッチンパネルは熱や傷に強くいつまでも変わらない清

潔さを実現します。

ホーローは不燃材。鉄とガラ

スで出来ているので焦げ付く

こともありません。

耐熱テスト

Zシンク

～静音仕様～

シンクに当たる

水はね音を和らげます。

約

業界トップ

レベルの

静かさです

□シャインベージュ□ナチュラルホワイト □シャインホワイト

□ﾚｰﾙ引手(ｱﾙﾐ) □GSシリーズ

□ﾎｰﾛｰﾚｰﾙ引手（ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾎﾜｲﾄ）

すきま風効果で吸い込む力も

従来の2．5倍です。

お部屋の汚れも軽減されます。

吸い込みが
従来型の2.5倍!!

ホーロー整流板は取り外

しもカンタンです。

ホーローだから汚れもす

ぐに落とせます。

□ロッシュホワイト □ロッシュベージュ □ライトベージュ □マイルドホワイト

+17,000(税抜）

■ベースキャビネット

ストック類や普段使わないものを

分類して収納できる
足元スライドタイプ。

■ソフトクローズ機能

静かにピタッと閉まる引き出しを採用。

引き出しにかかる力を自動調節して

静かに閉まるので、
中の収納物も安心です。

高品位ホーローの底板なら、

お手入れカンタン、ずっと清潔。

■ホーロー底板仕様
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

扉ｶﾗｰ面材ﾀｲﾌﾟ

【収納なし】

□

<主な機能>

TN72AV60CT
●ハイパーガラストップコンロ

●片面焼きグリル

●揚げ物温度調整

●水なしグリル

<主な機能>

CS-G318M
●左右3.0Kw・1口ラジエント

●2000Wワイドグリル（水無し）

●揚げ物温度調節

●切り忘れ防止タイマー

●ヒーター別調理タイマー

●マイコン自動焼きグリル

□

標準仕様

☆扉同色エンドパネル標準装備☆

ｵﾌﾟｼｮﾝ仕様

扉カラー(¥17,000税抜き)

シロッコファンVMA型

（スリムフードタイプ）

レール引手用タオルリング

●

□シルバー

EW-45R2S
(三菱製)<主な機能>

●除菌洗浄・乾燥機能

●「ワンアクションフラットドア｣

でスムーズ開閉

●フィルターお手入れランプ付

●カラーナビ食器カゴ

●ドライキープ機能

●予約タイマー付

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

JA497MN（タカギ製）

□シャインベージュ□シャイングレー

●高圧メラミン化粧板
扉カラーバリエーション

表面が非常に硬く耐久性･耐熱性に

優れた化粧材です。

傷や汚れが付きにくいので

お手入れカンタンで美しさ長持ち。

表面の質感は鏡面タイプと

マット(艶消し)タイプをご用意。

いずれも高級感のある
キッチンに仕上がります。

30色の豊富なバリエーション

□シャインホワイト

ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ2口

差額無しで選択可

単色/鏡面

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM

木目/鏡面

ANU2767CM

AYU2666CM

ANU2597CM

ANU10001CM ANU2665CM

LNU2664CM

NYU2682CM

AU-2598CM

NYU363CM

NYU1942CM

木目/マット

TJK2680C TYU469C

TYU2686C

TYU2603C

TJK10006C

TYU2250C

TJK10051C

JNX10191CJCU10189C

JCU533C TNX10199C

TNU10200C

TNU10201C TJK664C

抽象柄/マット

TJK10126CTJK10122C JK-800C

レール引手用タオルリング

□ﾚｰﾙ引手(ｱﾙﾐ) □GSシリーズ

□ﾎｰﾛｰﾚｰﾙ引手（ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾍﾞｰｼﾞｭ・ﾎﾜｲﾄ）

ホワイト

ベージュ

グレー

ブラックシルバー

□11093シリーズ

□KTシリーズ




