
メラミン化粧板(31色)

巾木収納付オールスライドキャビネット

巾木スライド収納を装備したオールスライドキャビネット。
缶詰めや季節物など普段使わないものは、巾木部へ。

また大きな鍋も収納できる上部のスライド収納、
小物類を整理できる3段スライドキャビネットと合わせて
大容量の収納スペースを確保しています。

水にも傷にも、熱や衝撃にも
強く、いつまでも美しいまま。
そんな素材が、この高品位
ホーローです。シックハウス

症候群の原因となるホルム

アルデヒドなどの有害物質を
含まないので、家族の健康や
環境にも優しく、長く安心して
お使いいただけます。

Worktop Cabinet Kitchen panel

Door

ホーロークリーンキッチンパネル

Ｈタイプ

Sink & Tap Dish washer 

System Kitchen 三絆地所 株式会社 標準仕様

Range hood & Gas range
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●巾木色：No.53 こげ茶

「静かさ」と「省エネ」に自信あり！

洗浄も乾燥も高温で除菌するから清潔。
毎日使うものだから、便利･快適仕様です。

乾燥専用ヒーターを庫内の背面に設置。ヒーターが
外にあることで、乾燥時に小物類のコゲやこびりついた
食品カスのニオイの心配がなくなりました。約80℃の

温風で清潔に乾燥します。

■食器収納容量約40点
■「カラーナビ食器かご」で

食器のセット位置もすぐ
わかります。

■低騒音 約36dB

約80℃

ビルトイン食器洗い乾燥機 / EW-45R2SMレンジフード シロッコファン / VMAタイプ

頑固な汚れもサッと取れる
ホーロー整流板

ホーローを使った「シャットアウトパネル」・「整流版」と
親水性グリスフィルターで内部へ侵入する油煙汚れを
シャットアウト。お掃除の手間を減らすトリプルガード。

ホーロートップガスコンロ / TN36V60T 

・洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしい
フォルムの「すっきりクリーンゴトク」。

・煮こぼれなどが器具内に進入しにくい「シールドトップ」。
汁受け皿が無いから、拭き掃除もラクラクです。

■水無し片面焼グリル

■左右強火力

ロッシュホワイト

ライトベージュ

マイルドホワイト

ロッシュベージュ

ソリッドホワイト ソリッドベージュ

プレーンホワイト ソリッドライトグレー

アクリル人造大理石ワークトップ / アクシーマ

高級感のある質感と肌ざわりが魅力の
人造大理石天板。

高温・高圧にてプレス成形していますので、
寸法安定性、耐熱性、耐衝撃性などに優れた、
品質の高い人造大理石です。
汚れが染み込みにくく、汚れた時も簡単な
お手入れで汚れが落せます。

◆GSシリーズ

◆レール引手

（タオルハンガー付）

ユーティリティシンクE

① ② ③ ④

①まな板USE

②SK水切りプレートUSE

③ミドル水切りプレートUSE    

④ミドル調理プレートUSE

3層シンクで「洗う、調理、片付ける」をスムーズに。

ソフトクロージング

メーターボックス
＋ブルモーション

間仕切りバー

前後にスライドさせて
間仕切り、整理整頓できます。

Image

イメージ画像の為詳細は右記にてご確認願います・

浄水器付ハンドシャワー水栓。ホースが引き出せるから
お掃除やポットへ浄水を注ぐにも便利です。さらに、
レバー中央までは水が出るエコタイプ水栓なので、

無意識なエネルギーのムダ使いがなくなります。

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓 / JA497MN
【 標準引手 】

◆J形状シルバー

ブラック
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M

TJK10126C
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DAPコート(9 色)

プラムホワイト イエロー ブルー ピンク オレンジ
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オレフィンシート(5色)

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

ブラックシルバー

T-3166E

べージュ

底板は、高品位ホーロー仕様。汚れが

染みこまないので、汚れてもお手入れ
カンタン。いつも清潔に保てます。

Option   オプション一覧表

Sink

2020.06

ホーロー

シャットアウトパネル
ホーロー整流板

ホーロー

グリスフィルター

水だけで汚れが落ちる親水性
ファンを採用。取り外しも
ワンタッチで簡単です。

高品位ホーローだから、頑固な油汚れもサッと拭くだ
けでキレイに。お掃除の手間を減らすトリプルガード
です。

人造大理石シンク 差額無し

Zシンク 差額無し

Gas range / Induction heater Range hood 

Dish washer Cabinet
かくせるホーローボックス ￥41,000
(ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ仕様へ)

まな板やラップなど、散らかりやすい

物の整理整頓に便利です。

ホーロー底板 ￥18,500 吊戸用昇降棚 25,500

手の届きやすい高さに棚を降ろせるので、

普段使いのモノの収納に便利です。
※ 最大荷重 約15kg

使いやすさを追求した形状で大きなお鍋もラクに洗え
ます。また、 シンク裏面に制振材を貼ることで、
シンクに水やお湯があたる音を和らげました。

小物置き標準装備

Tap

小物置き
標準装備

ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄT

人造大理石シンク用 ユーティリティシンクE用Zシンク用

水切り
プレートZ

まな板Z

ﾘｻｲｸﾙﾎﾙﾀﾞｰ付き

水切りネットZ(A)

※まな板は水切りプレートZと

セットでご使用下さい。

洗剤置きUSE

水切りネット
USE(A)

水切りUSE

食材の付いた手でも触れること な く手を
かざすだけで簡単に出し止めできるので、
水栓 を汚すことがありません。

タッチレスハンドシャワー水栓
/ KM6071ETK ￥66,500

グースネックハンドシャワー水栓
/ KM6061ETK ￥41,000

タンブラー式のボタン切替によりストレート
吐水とシャワー吐水の切替が簡単にでき
ます。ヘッドを引出した状態でも片手でス
ムーズに操作できます。

【正面壁設置】
レンジフード / VRAS
￥66,500

【横壁設置】
レンジフード / SVRA

￥97,000

トッププレートカラー

クリアパールブラック クリアパールホワイト

クリアパールダークグレー

クリアパールライトベージュ

クリアパールグレー

トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、ガラストップ
ならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。

2口IH + ラジエントヒーター
/ CS-G３１８MS ￥71,500

3口IHヒーター
/ HT-M8STF(S) ¥170,000

左右IH最大3.0ｋWの高火力オール上面操作
のIH。水無し両面自動焼きグリルなど納得の
高機能を搭載。IHの良さをシンプルに楽しみ
たい方にぴったりです。

￥3,700

￥4,000

￥3,100

￥4,800

￥3,100

￥6,200

￥5,100

￥3,100

ハイパーガラスコートトッププレート
水無両面焼 / TN72WV60C ￥56,500           ***ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄW750へ変更
水無片面焼 / TN72AV60C ￥41,000 ﾌﾟﾗｽ ¥21,000

ビルトイン食器洗い乾燥機

深型ﾀｲﾌﾟ+下部収納付き

/ EW-45RD1SM

¥56,500

ビルトイン食器洗い乾燥機
/ RKW-404GP

￥56,500

ワークトップと段差や
隙間がない為、
お手入れカンタン。
耐熱性に優れ、
変色もしにくい素材です。

ホワイト

グレー

ごみﾎﾟｹｯﾄUSE

￥6,400

水切りZ

￥3,700

ﾘｻｲｸﾙﾎﾙﾀﾞｰ付き

水切りネットZ(A)

水切りT

￥3,700

うちにもホーロートレイ ￥41,000
(ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ仕様へ)

空きスペースを有効活用して、

収納量が大幅にアップ。

引出しと連動してサッと開閉します。

・軽い力でラクに引き出せる
「取っ手もラクドア」

・分割フラップかご
・1時間で洗浄できる

「調理器具コース」
・すみずみまで水流が

届く「ターボ噴射」

・除菌洗浄・乾燥

・ソフト排気

・立ったまま楽に操作できる
「オールトップコントロール」

・自然にやさしく汚れを分解する
「重曹洗浄」

・浮遊カビ菌やニオイを抑える
「プラズマクラスター」

・除菌スチーム洗浄

・タワーウォッシャー

・折りたたみサークルラック
・スムーズラック

・からっとキープ

・ソフト排気

｢ラク旨グリル＆オーブン｣搭載

「適温調理（左右ＩＨ）」で

むずかしい火加減も簡単においしく

・鉄・ステンレス対応

トップカラー：

シルバー

引手OPシリーズ
￥15,500

PC-415

KT03P シルバー KT03P ブラック

W750,900

H500,700
いずれも1ヵ所あたり

キッチン下台高さ変更 ￥15,000
H850→H900へ（I型のみ）
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￥3,100

￥4,800

￥3,100

￥6,200

￥5,100

￥3,100

ハイパーガラスコートトッププレート
水無両面焼 / TN72WV60C ￥56,500           ***ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄW750へ変更
水無片面焼 / TN72AV60C ￥41,000 ﾌﾟﾗｽ ¥21,000

ビルトイン食器洗い乾燥機

深型ﾀｲﾌﾟ+下部収納付き

/ EW-45RD1SM

¥56,500

ビルトイン食器洗い乾燥機
/ RKW-404GP

￥56,500

ワークトップと段差や
隙間がない為、
お手入れカンタン。
耐熱性に優れ、
変色もしにくい素材です。

ホワイト

グレー

ごみﾎﾟｹｯﾄUSE

￥6,400

水切りZ

￥3,700

ﾘｻｲｸﾙﾎﾙﾀﾞｰ付き

水切りネットZ(A)

水切りT

￥3,700

うちにもホーロートレイ ￥41,000
(ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ仕様へ)

空きスペースを有効活用して、

収納量が大幅にアップ。

引出しと連動してサッと開閉します。

・軽い力でラクに引き出せる
「取っ手もラクドア」

・分割フラップかご
・1時間で洗浄できる

「調理器具コース」
・すみずみまで水流が

届く「ターボ噴射」

・除菌洗浄・乾燥

・ソフト排気

・立ったまま楽に操作できる
「オールトップコントロール」

・自然にやさしく汚れを分解する
「重曹洗浄」

・浮遊カビ菌やニオイを抑える
「プラズマクラスター」

・除菌スチーム洗浄

・タワーウォッシャー

・折りたたみサークルラック
・スムーズラック

・からっとキープ

・ソフト排気

｢ラク旨グリル＆オーブン｣搭載

「適温調理（左右ＩＨ）」で

むずかしい火加減も簡単においしく

・鉄・ステンレス対応

トップカラー：

シルバー

引手OPシリーズ
￥15,500

PC-415

KT03P シルバー KT03P ブラック

W750,900

H500,700
いずれも1ヵ所あたり

キッチン下台高さ変更 ￥15,000
H850→H900へ（I型のみ）

間口 60･75㎝

プラス 15,500

間口 90㎝

プラス 24,000

【H=700】

■ 家電収納ユニット

フル引き戸タイプ

■ W1800プラン （H2300 ※プランによります・施工費は別途）

２３

Cup board  食器棚一覧表

■トールユニット （H2300 ※プランによります）

間口 90㎝ ￥151,000
間口120㎝ ￥168,500

扉タイプ（※1）

間口60㎝ ￥95,000
間口90㎝ ￥105,500

3段スライドタイプ（※1）

間口60㎝ ￥105,500
間口90㎝ ￥115,500

トールユニット扉タイプと3段スライドタイプは
中段の扉変更が可能。
(※1)中段：アルミフレーム/メラミンフレーム 選択可能
(※1)中段：扉面材へ変更 ¥-4,500

セットプラン ￥228,000 セットプラン ￥248,000 セットプラン ￥181,000

■ カウンターユニット
※カウンター天板対応間口 （60.75.90.120.135.150.165.180㎝）

【扉タイプ】 H850 【3段スライドタイプ】 H850 【オープンタイプ】 H850

■ 吊戸棚 H900 H700 H500 （ 手掛り仕様 **引き手無し ）

2020.06

間口90㎝ ￥59,500 間口90㎝ ￥71,500 間口90㎝ ￥46,000 間口90㎝ ￥94,000

間口75㎝ ￥55,500 間口75㎝ ￥65,500 間口75㎝ ￥44,000 間口75㎝ ￥90,000

間口60㎝ ￥51,500 間口60㎝ ￥61,500 間口60㎝ ￥39,000 間口60㎝ ￥85,000

【4段スライドタイプ】 H1040

【扉タイプ】 H1040 【オープンタイプ】 H1040 【ダストワゴンタイプ】 H1040

間口90㎝ ￥68,500 間口90㎝ ￥53,500 間口90㎝ ※ダストボックス3個 ￥92,000

間口75㎝ ￥66,500 間口75㎝ ￥51,000 間口75㎝ ※ダストボックス3個 ￥87,000

間口60㎝ ￥61,500 間口60㎝ ￥47,000 間口60㎝ ※ダストボックス2個 ￥83,000

【H=900】

間口90㎝

間口75㎝

間口60㎝

間口90㎝

間口75㎝

間口60㎝

間口90㎝

間口75㎝

間口60㎝

【H=500】

施工費

キッチンとセット発注時W1800まで ¥21,000
W2550まで ¥31,000

〆後発注時 ¥46,000

※モデルチェンジ等ございますので
詳細はご確認お願い致します。

＊＊税込表記となります＊＊

家電タワータイプ(※２)

間口75･90㎝ 共通

￥350,000

(※2)
引き手はJ型と
TK103SV(ｼﾙﾊﾞｰ)
のみの対応となります。

※２ 側面サイドパネル仕上げ

※２ 奥行きD550の為、通常奥行きD450の

食器棚と奥行き段差が発生します。

【 ﾒﾗﾐﾝﾌﾚｰﾑ/ｶﾞﾗｽ 】 【 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ/ｶﾞﾗｽ 】

《 左記吊戸棚金額プラス単価 》
ﾒﾗﾐﾝﾌﾚｰﾑ・ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ 共通

￥36,000 ￥31,000 ￥25,500

【組み合わせ例】
トールユニット：間口90㎝扉タイプ

家電収納ユニット：間口90㎝ダストワゴンタイプ
吊戸棚H700

【組み合わせ例】
カウンターユニット：間口90㎝4段スライドタイプ

家電収納ユニット：間口90㎝ダストワゴンタイプ
吊戸棚H700

【組み合わせ例】
カウンターユニット：間口90㎝扉タイプ×2

吊戸棚H700


