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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

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

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

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！

システムキッチン

オフェリア

C3121989

No 9802Z-2201-0801F

シンク 水栓

2022年度標準仕様

ダークブラウン

【台輪カラー】

ホワイト

ホーロー底板
引出しの底板も

高品位ホーロー。

醤油染みなども

水拭きで汚れが落ちます。

ソフトクローズレール仕様
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。

加熱調理機器

I 型プラン W=2550ｍｍ×D=650ｍｍ×Ｈ=850ｍｍ 【シンクC48:食洗シンク横N】

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)

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

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

ハイパーガラスコートトップ

3口ガスコンロ

TN72WV60C■T

間口60cm

両面焼きグリル
揚げ物温度調節、
適温調理など10機能を搭載。

カラー:全5色よりお選びいただけます。

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

ラ・クックグラン

さんまを丸ごと焼ける
大きなサイズ。

PGDL-30BM（T）

トリュフブラウン

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。

吊戸棚

耐震ラッチ照明ボックス付き吊戸棚

W1650×H700サイズ

扉手掛かり仕様

地震の際に扉を自動ロック。

中身の落下を防ぎます。

LED照明
OB255181R
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コンロ［ハイパーガラスコート］

●レール引手 ●ハンドル引手 11093シリーズ

引手

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

ホワイト

シルバー

カラーバリエーションシステムキッチン

オフェリア

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

ホームビルダーさま向け

WEBカタログ

WEB

シャインホワイト シャイングレー シャインベージュ

ポリエステル系人造大理石
シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。空間インテリアにも馴染みやすいカラーバリエーションをご用意しております。

K：クリアパールブラック V：クリアパールグレー H：クリアパールホワイト D：クリアパール
ダークグレー

B：クリアパール
ライトベージュ

ブラックシルバー

専用タオルハンガー
（シルバー）

※11093シリーズご選択の場合、
タオルハンガーは付きません。

KU-6000CM QNU6000CM KU-6522CM KU-6614CM JCU10238C TJK10236C

TJK10239C TJK10240C

JK-800C

AYU2666CM AU-2598CM NYU2682CM NYU363CM

ANU10001CM ANU2597CM LNU2664CM ANU2665CM

NYU1942CM

JCU536C TYU10273C TYU10274C TYU2250C

TNX10199C TNU10200C TNU10201C JNX10191C

TJK10006C TJK2680C TYU2686C TJK10051C

JCU533C

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E TS-3166E

MOP1201M MOP1204M MOP1205M ホワイト ブルー ピンク

イエロー プラム オレンジ

●鏡面単色 ●マット抽象

●鏡面木目

●マット木目

扉カラー 高圧メラミン化粧板

扉カラー オレフィンシート

扉カラー DAPコート

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。

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



6

扉新柄コンセプト 国内インテリアカラー動向から

グレー系（主にグレージュ系）インテリアの増加

家で過ごす時間が重要視されるようになり、彩度を落としたグレイッシュカラーの
人気が上昇。落ち着きや調和を感じられるナチュラル質感で低彩度のものを採用しました。

少し前から注目されるように
なったHygge(ヒュッゲ)という
言葉がぴったりの２柄。

ローラエルムライト JCU536C スムースグレージュ TYU10273C

■高圧メラミン化粧板 扉カラー（一部） リニューアル

リフィット

グレーシア

オフェリア

リフィット

グレーシア

オフェリア

3.新商品



7

扉新柄コンセプト マテリアルトレンドから

定番化するコンクリート系のバリエーション拡大①

まずは若年層から始まったコンクリート系のトレンドですが、今やその表現の幅を広げ
どんな世代からも支持される定番となりつつあります。
今回はそのコンクリート系のバリエーション拡大を行いました。

鋳鉄のような柄。
鋳鉄と聞くとハー
ドな印象を受ける
が、スキレットや
フライパンなどで
使われている、実
はキッチンとは馴
染みのよい素材。

ムラがあり使いにくかった
TJK10122Cよりもムラを抑
えたライト系コンクリート色

漆喰風ベージュ系柄でグレージュ
系コーデがおすすめ。

TJK10239C JCU10238C サンドブラック TJK10240C

■高圧メラミン化粧板 扉カラー（一部） リニューアル

オフェリア リフィット

グレーシア

オフェリア

オフェリア

3.新商品
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扉新柄コンセプト ビンテージインテリアトレンドから

２方向のビンテージ

分かりやすくビンテージ感を表現するラスティックなサビ調と、最近のブームである
ミッドセンチュリー家具のような色合い・質感の木目の２種を採用しました。
方向性の異なる２柄ですが、ラインナップに加えることで選択肢に奥行きをもたらします。

少し赤みの色味と
サラッと滑らかな
木目が、ビンテー
ジのミッドセン
チュリー家具を彷
彿とさせる。

深みのある色合い
で、ラスティック
ながら上品さも
兼ね備えている柄。
重厚感を好む方に
おすすめ。

TYU10274CTJK10236C

■高圧メラミン化粧板 扉カラー（一部） リニューアル

オフェリア オフェリア

3.新商品



5.スケジュール（廃番）

廃番カラー

TYU2603C

ANU2767CM JCU10189C TYU469C TJK664C

TJK10126C TJK10122C

廃番カラー

「Pニ」 「Pト」 「Pノ」 「PX  」
ライトグレーウッド コンクリートライトグレー ブラックウッド グレージュ

リフィット
アピスカ

グレーシア

オフェリア

POINT 扉カラーリニューアルに伴い、下記扉カラーを廃番とします。


