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HT-M6S KTS

間口60cm
両面焼きグリル

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター

フェイスカラー
トッププレートカラー

食器洗い乾燥機 レンジフードファン

フロアキャビネット

C2222493

No 9806Z-2102-1038F

マルチ収納

水栓

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

加熱調理機器

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！

※小物はオプション
対応品となります。

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。

ダークブラウン

【台輪カラー】

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

エンドパネル
(ハイタイプ)

シ ス テ ム キ ッ チ ン
オフェリア

シンク

マルチ収納対面型（造作壁対応）プラン W=2550ｍｍ×D=650ｍｍ×Ｈ=850ｍｍ 【シンクC48:食洗シンク横N】

※発注後納期45日必要となります。
このプランに背面収納は
標準設定されておりません。

【収納カウンター】

【オープン棚】
マガジンラック、可動式の棚板の

組合せでライフスタイルに合った
使い方に。

（ ホワイト ・ ブラウン ）

EW-45R2S
(浅型／フレーム有りタイプ)
シルバー

食器収納容量
40点

除菌洗浄・除菌乾燥など、
6種類の機能を搭載。

6
コース

ホーロー製の整流板でお手入れをしやすい
スタンダードモデル

VUA

浄水器機能付きハンドシャワー水栓
TJS-SP25ET

除去物質：5物質

株式会社 角建 様 2021年度 S仕様

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

Zシンク(ステンレスシンク)

小物置き(標準装備)
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HT-M6S KTS

間口60cm
両面焼きグリル

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター

フェイスカラー
トッププレートカラー

食器洗い乾燥機 レンジフードファン

フロアキャビネット

C2222493

No 9806Z-2102-1033F

セミフラット対面

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！

※小物はオプション
対応品となります。

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。

ダークブラウン

【台輪カラー】

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

シ ス テ ム キ ッ チ ン
オフェリア

セミフラット対面（スリムタイプ）プラン W=2590ｍｍ×D=900ｍｍ×Ｈ=850ｍｍ 【シンクC48:食洗シンク横N】

EW-45R2S
(浅型／フレーム有りタイプ)
シルバー

食器収納容量
40点

除菌洗浄・除菌乾燥など、
6種類の機能を搭載。

6
コース

ホーロー製の整流板でお手入れをしやすい
スタンダードモデル

VUA

※発注後納期45日必要となります。

エンドパネル
(下台用)

D
900
mm

W2590mm

※ダイニング側は
 クロス仕上げとなります。

エンドパネル
(下台用)

株式会社 角建 様 2021年度 S仕様

水栓

シンク

浄水器機能付きハンドシャワー水栓
TJS-SP25ET

除去物質：5物質

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

Zシンク(ステンレスシンク)

小物置き(標準装備)

加熱調理機器
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D
900
mm

W2590mm

※ダイニング側は
 クロス仕上げとなります。

リビング側パネルタイプ

オイルガード クリアタイプ

HT-M6S KTS

間口60cm
両面焼きグリル

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター

フェイスカラー
トッププレートカラー

食器洗い乾燥機 レンジフードファン

フロアキャビネット

C2222493

No 9806Z-2102-1036F

フラット対面

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！

※小物はオプション
対応品となります。

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。

ダークブラウン

【台輪カラー】

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

シ ス テ ム キ ッ チ ン
オフェリア

フラット対面（スリムタイプ）プラン W=2590ｍｍ×D=900ｍｍ×Ｈ=850ｍｍ 【シンクC48:食洗シンク横N】

EW-45R2S
(浅型／フレーム有りタイプ)
シルバー

食器収納容量
40点

除菌洗浄・除菌乾燥など、
6種類の機能を搭載。

6
コース

※発注後納期45日必要となります。

エンドパネル
(下台用)

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。

SVNS

株式会社 角建 様 2021年度 S仕様

水栓

シンク

浄水器機能付きハンドシャワー水栓
TJS-SP25ET

除去物質：5物質

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

Zシンク(ステンレスシンク)

小物置き(標準装備)

加熱調理機器
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扉カラー 高圧メラミン化粧板

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれる
メラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

引手

硬く丈夫なので、衝撃や磨耗
に強く、キズもつきにくい素
材です。

酒、油、しょう油はもちろん
のこと、家庭用薬品類、石鹸
などに対しても、強い耐性を
持っています。

水や汚れをはじくので、ぬれ
た布でサッと拭くだけで汚れ
がとれ、より衛生的です。

高い強度 汚れに強い 水をはじく

●鏡面単色 ●マット抽象

●鏡面木目

●マット木目

シルバー

アルミレール引手

IHヒーター トッププレート

ワークトップ

HRW：ロッシュホワイト HRB：ロッシュベージュ HNW：マイルドホワイト HNB：ライトベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ台輪

ダークブラウン

カラーバリエーションシ ス テ ム キ ッ チ ン
オフェリア

ホームビルダーさま向け
WEBカタログ

WEB

クォーツストーン天然水晶人造石
90％が天然の水晶から成るクォーツストーン。独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。

ブランソルベ ジュエルシルバー ホワイトクレイ オリーブロッシュ サンディヘイズ ジュエルブラック

カラーシミュレーションで
コーディネートを

チェック！

WEB

天然水晶の美しさを持つ高級人造石で、
キッチンが上質なインテリアに。

耐汚染性能に優れ、頑丈だから、ずっと美しい。

多孔質な天然石に比べ、表面の穴や隙間が極めて少ないため。
汚れや水がほとんど染み込みません。水分が染みこみにくいため、
汚れが付着しにくく、メンテナンスも簡単です。

天然水晶(クォーツ)の豊かな風合い。

主成分に天然水晶(クォーツ)を使用し、
樹脂などを合成。天然素材の風合いは損なわずに、
もろさや汚れやすさなど欠点だけを克服しました。

ブラックトップ


