SK-mini

システムキッチン ＡＳ
Ｉ型 本体間口 255cm SWK8LH

ワークトップ

シンク
シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキッとはかどるシンクです。
約７６cm
約４５cm

※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。
樹脂排水口

耐久性にも優れた人造大理石
トップです。

まな板スタンド付 ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

ベーシックホワイト

スキットシンク

人造大理石トップ

レンジフード

水栓金具

ガスコンロ

Ｓ８８／シングルレバー水栓
クロマーレＳ・エコハンドル
ＬＩＸＩＬ製

SFWM420SYXJGM

食器洗い乾燥機

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。

トップ：グレー
シルバー

加熱機器連動なし

Ａ７１／NBHシロッコファンタイプ
富士工業製

NBH7397SIM

シンク用キャビネット

※ＣＧ合成によるイメージ画像です。

扉カラー

シルバー

Ｖ３３／3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)
R1633C0WHVM132A

食器収納点数：40点(約5人分)/運転コース：6コース

リンナイ製

コンロ用キャビネット

Ｄ５０／浅型タイプ(パネル材仕様)
NP45RS7SJGM

パナソニック製

調理台用キャビネット

ＭＥシリーズ

食器洗い乾燥機用キャビネット

グループ３

AD
ｼﾘｰｽﾞ

AE
ｼﾘｰｽﾞ

グループ３

KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

GE9/ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ

YE9/ﾐｽﾄｲｴﾛｰ

VE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ

WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

AE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ

NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

BC
ｼﾘｰｽﾞ

AF
ｼﾘｰｽﾞ
KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ

BE6/ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ

RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

BE
ｼﾘｰｽﾞ

BD
ｼﾘｰｽﾞ
AF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ

CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄ

UF0/ﾁｪﾘｰ

NF0/ﾗｲﾄｵｰｸ

IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄ

グループ２

AB
ｼﾘｰｽﾞ

HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

包丁差し
CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

BE2/ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

WE2/ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

トレーボード

トレーボード

2段引出し

下段引出し 浅型用

AC
ｼﾘｰｽﾞ
RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ

YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ

WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

AE4/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

UE4/ｸﾘｴﾓｶ

CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ

GE2/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ

PE2/ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

BB
ｼﾘｰｽﾞ

取手

Q ｼﾙﾊﾞｰ
ﾗｲﾝQ

NE4/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

ウォールキャビネット

ウォールキャビネット

扉キャッチ機構
揺れを感知すると、ストッパー
が下りて扉をロック。収納物
の落下や飛び出しを防ぐ安心
機能です。揺れが収まると自
動的にロックを解除します。

IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

※取手もお選び頂けます。

引出し仕様
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。

U ﾌﾞﾗｯｸ
ﾗｲﾝU

ワークトップ

人造大理石

シンク

グループ１
QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

フェイス：シルバー

レンジフード連動なし

ｽﾃﾝﾚｽ

奥行３７．
５cm系

ステンレス

キッチンパネル
ＭＥシリーズ
BX
ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

BV
ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ

開き扉

奥行３７．
５cm系

開き扉 側面・底面不燃仕様

メラミン底板

ソフトモーションレール

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-200709-049a

SK-mini

システムキッチン ＡＳ
センターキッチン／ペニンシュラＩ型 本体間口 258cm SWK8LH

シンク

ワークトップ
シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキッとはかどるシンクです。
約７６cm
約４５cm

※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。
樹脂排水口

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。

まな板スタンド付 ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

手前の水返しは
すっきりスマ ー
トな形状に。

ベーシックホワイト

スキットシンク

人造大理石トップ

エコハンドル

水栓金具

ガスコンロ

レンジフード

よく使う正面のハンドル位置
で｢水｣を出す省エネ設計。

湯
混合

カチッ

水

レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

トップ：グレー

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせします。

Ｓ８８／シングルレバー水栓
クロマーレＳ・エコハンドル
SFWM420SYXJGM

食器洗い乾燥機

※ＣＧ合成によるイメージ画像です。

扉カラー

シルバー

ＬＩＸＩＬ製

キッチンパネル

Ｖ３３／3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)
R1633C0WHVM132A

リンナイ製

シンク用キャビネット

加熱機器連動なし

Ａ７１／NBHシロッコファンタイプ
富士工業製

NBH9397SIM

コンロ用キャビネット

油汚れが簡単に落とせて、お手
入れしやすい。

グループ３

AD
ｼﾘｰｽﾞ

AE
ｼﾘｰｽﾞ

グループ３

KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

GE9/ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ

YE9/ﾐｽﾄｲｴﾛｰ

VE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ

WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

AE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ

NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾞｰﾁ

BC
ｼﾘｰｽﾞ

AF
ｼﾘｰｽﾞ
KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ

BE6/ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ

RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

食器収納点数：40点(約5人分)/運転コース：6コース

BE
ｼﾘｰｽﾞ

BD
ｼﾘｰｽﾞ
AF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ

CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄ

UF0/ﾁｪﾘｰ

NF0/ﾗｲﾄｵｰｸ

IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄ

グループ２

AB
ｼﾘｰｽﾞ

HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

シルバー

包丁差し

Ｄ５０／浅型タイプ(パネル材仕様)
CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

BE2/ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

WE2/ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

トレーボード
NP45RS7SJGM

パナソニック製

トレーボード

ＭＥシリーズ

AC
ｼﾘｰｽﾞ
RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ

YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ

WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

AE4/ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

UE4/ｸﾘｴﾓｶ

CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ

GE2/ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ

PE2/ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

BB
ｼﾘｰｽﾞ

取手

Q ｼﾙﾊﾞｰ
ﾗｲﾝQ

NE4/ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

調理台用キャビネット

食器洗い乾燥機用キャビネット

ダイニング側スタイル
構造壁を活かしたレイアウ
トにも対応可能です。

IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

※取手もお選び頂けます。

引出し仕様
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。

U ﾌﾞﾗｯｸ
ﾗｲﾝU

ワークトップ

人造大理石

シンク

グループ１
QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

フェイス：シルバー

レンジフード連動なし

ｽﾃﾝﾚｽ

ステンレス

キッチンパネル
ＭＥシリーズ
BX
ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

BV
ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ

メラミン底板

2段引出し

下段引出し 浅型用

ソフトモーションレール
※写真はテーブルタイプです。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-200709-049b

