
◆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。）

Ｉ型 本体間口 255㎝ SWKRDH

システムキッチン エーエス
森田住宅  標準仕様

PRPSC0-130513-050Gc

収納サポート 小引き出し

ガスコンロ レンジフード

壁付Ｉ型奥行65㎝ 扉のお手入れラクラク

食器洗い乾燥機 ソフトモーションレール

人造大理石トップ キッチンパネル水栓金具

アシストポケットプラン

アシストポケット

しっとりとした質感が

魅力の人造大理石。

使い勝手のよいハンドシャワー水栓に

浄水機能をプラスした多機能タイプ。

オールインワン浄水栓・Sタイプ(エコハンドル・オールメッキ)

JFAB461SYXJG5Y

３口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル）

レンジフード連動 シルバー

R3G634A1W2VX

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器収納点数：約40点(約5人分)

運転コース：4コース

NP45RS6SJB

NBHシロッコタイプ

シルバー

NBH9357SIY

継ぎ目が少なく見た目もすっきり。

お手入れも簡単。カラーや

デザインのバリエーションも

豊富にご用意しています。

引出しを滑らかに引き込む機

構とフルエクステンション構

造の高品位仕様のレール。

引出し底板

メラミン化粧板

造作壁と組み合わせた対面

キッチンなど、いろいろなレ

イアウトに対応できます。

トレー（間口30cm用）

TATK030H

すぐ使いたい調味料はコンロ

横に収納してとりだしやすく。

※長くお使いいただくために、やわ
　らかい布でお手入れしてください。

水や汚れの染み込みを防止

する表面処理により、汚れ

をサッとふき取れます。

サッと取り出せるアシストポケット。
使用頻度の高いものを

すっきり整理して収納できる

便利なポケット。

取り出しやすい扉裏にあるから、

包丁や泡立て器、ラップなどを

手早く使えます。

お手入れのしやすさにも工夫！

ポケットのパーツは外して

丸洗い。

汚れが染みこみにくい

メラミン底板。

シンクの奥に丸みを設けて、大きな鍋などを洗いやすくした独自

のデザインを採用。排水口部分に段差があり、上に鍋を置いて

もスムースに排水します。

水はね音が

静かな

静音設計

５０．８cm

７６．０cm

シンクの裏面に振動を軽減する

素材を貼ることで、水はね音を

抑えた静かなシンクです。

約４０dB

※1 弊社測定方法による数値です。
　　流量１０ℓ/分のシャワー水流を５００Hzで測定。

水栓の位置は左右が選べます。
深さ約２１.５cm

※表示寸法は内寸法です。

※1

※写真はイメージです。

やさしく収納するキッチンへ。

使う人の視点から生まれた優しい収納が、

キッチンを家事の場所から

楽しむ場所へと変えていきます。

レバーハンドル

正面の位置では

水が出ます。

お湯が混合する位置は

クリックでお知らせします。

深くかがまなくても取り出せる中段

に、加熱調理の道具をたっぷり収納

できます。

下ごしらえで頻繁に使う包丁やまな

板、ラップなどをアシストポケット

にしまえます。

シンク下:アシストポケットコンロ下:スライド

センターポケットシンク

※アシストシェルフはオプションです。

test
a-1-キッチン



カラーバリエーション

システムキッチン エーエス

※シリーズごとに取手が異なります。対応外の取手はご選択いただけませんので、ご注意下さい。 ■取手形状

◆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。）

森田住宅  標準仕様

PRPSC0-130513-050Ge

■扉カラー ■キッチンパネルカラー

■ワークトップカラー

■シンクカラー

JV
ﾐｽﾄｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

JW
ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ

GE
ﾄﾗﾝｽﾘｭｰﾑﾎﾜｲﾄ

GW
ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

UA
ﾎﾜｲﾄｻﾝﾄﾞ

OA
ﾎﾜｲﾄｸﾞﾗﾆｯﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ

143ｼﾘｰｽﾞ
２

ﾗｲﾝ取手

144ｼﾘｰｽﾞ

ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

I144

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

N144

ｸﾘｴﾗｽｸ

C144

ｸﾘｴﾓｶ

U144

ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

A144

ｸﾘｰﾝ扉 ｸﾘｰﾝ扉 ｸﾘｰﾝ扉 ｸﾘｰﾝ扉 ｸﾘｰﾝ扉 

141ｼﾘｰｽﾞ
１

ﾊﾝﾄﾞﾙ取手

142ｼﾘｰｽﾞ

ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ

U142

ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

N142

ｸﾘｰﾝ扉 ｸﾘｰﾝ扉 

ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ

U143

ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ

N143

ｽﾑｰｽﾌﾞﾙｰ

B143

ｽﾑｰｽｲｴﾛｰ

Y143ｸﾘｰﾝ扉 撥油･撥水扉 撥油･撥水扉

光沢 

ｸﾘｰﾝ扉 

光沢 ｸﾘｰﾝ扉 ｸﾘｰﾝ扉 ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

W143 撥油･撥水扉 ｸﾘｰﾝ扉 

光沢 

ｴｱﾘｨﾋﾟﾝｸ

P141 撥油･撥水扉 ｸﾘｰﾝ扉 

光沢 ｴｱﾘｨｲｴﾛｰ

Y141

ｴｱﾘｨｸﾞﾘｰﾝ

G141ｸﾘｰﾝ扉 撥油･撥水扉 撥油･撥水扉

光沢 

ｸﾘｰﾝ扉 

光沢 ｴｱﾘｨﾎﾜｲﾄ

W141 ｸﾘｰﾝ扉 撥油･撥水扉

光沢 



◆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。）

オプション一覧

システムキッチン エーエス
NEW アクア仕様

PRPSC0-130604-096d

01 02

05 06

09 10

13 14

03 04

07 08

11 12

15 16

２小組２小組

１小組１小組 ４小組４小組

ナビッシュB5タイプ

SF-NB451SX-JG5

ホースを引き出せばハンドシャワーに早変わり。
シンクの掃除も簡単にできます。

シンク洗いもラクラク

２口ⅠH＋ラジェント

レンジフード連動なし

シルバー

CH-AST6DJB

タッチレス水栓ＩＨヒーター：スタンダードタイプ
                        （両面焼きグリル）

触らないから汚れない、センサーで

吐水・止水できるキッチン水栓です。

NST-931SIY

汚れが付きにくく、落としやすい。
だからお手入れがラク。

レンジフード：ＮＳＴタイプ（マルチフード）
シンプルな形状とお手入れしやすい表面処理で、簡単にお手入れできます。

最大積載

重量１５kg

下降寸法
４０cm

ダウンウォール付
ウォールキャビネット

中のラックは、バネの力でラクに昇降が可能です。

プレーンシンク（人造大理石シンク）

深さ約１９cm

５０．６cm

７６.８cm

ソフトなデザインにマッチするやさしい色をそろえました。

コンロや扉とのコーディネートが楽しめる「彩コーデ」対応。

※900ｇの缶詰を1ｍの高さ
　から落下させても割れま
　せん。

暮らしを彩る明るい５色。
コンロや扉もコーディネートできます。

※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

ゴミカゴは汚れを洗い流しトラップ内部

は汚れた水をスムーズに排水します。

うず水流が排水口全体に届き、底面全体の汚れを洗い流します。

試験前

水を流すだけで排水口が汚 れにくく、
お手入れもラクになります。

キッチンくるりん排水口

１水栓のレバーを操作

水車の回転が

フィンに伝わり

うずをつくる
３

水の力で

水車が回る
２

くるりん排水口なら（※２）

ラクリーンシンクの場合

トラップ内部も

試験後

試験前 試験後

フィン

水車
水車

回転

回転

磁石
水の流れ

※２試算条件：擬似汚れ（トマトケチャップと水道水の混合液）を塗布し、
  水栓から、４ℓ/分の流量を２０秒間吐水した状態。

排水口も

こんなに

キレイに
試験前

キレイシンクの場合

くるりん排水口なら（※２）

試験後

排水口も

こんなに

キレイに

※くるりん排水口は
  ラクリーンシンク、又はキレイシンクの選択とシャワー水栓の選択が条件となります。

ラクリーンシンク

うれしいアイデアをたっぷり集めた
高機能シンクです。

深さ約１８cm

※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

５０．２cm

７６．０cm

ドアポケット

扉を押すだけで、

包丁やおたま、ラップなどがラクに取り出せる。

調理がはかどる、独自のアイデア収納です。

よく使う道具は扉をポンと押すだけ、
引出しを開けずにサッと取り出せます。

扉を引き出せば、

大きめの道具の

収納スペース。

ドアポケットと

引出しですっきりと

整理ができて使い

やすさも大満足。

パーツが外せて、

ドアポケットの

お手入れも簡単。

キレイシンク

深さ約１９.５cm

バリアコートなし

形がキレイ。色がキレイ。いつもキレイ。
あるとうれしい３つのキレイを
まとめて実現しました。

※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

普段のお手入れは整流板をふくだけ。
低い位置にあるから、ラクに手が届きます。

４０．０cm

７６．８cm

E/ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ I/ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ M/ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ N/ﾊﾆｰｲｴﾛｰ F/ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

POINT2　色がキレイ

扉やコンロ、ワークト
ップと合わせてお好
みの色が選べます。

ワークトップとシン
クの継ぎ目をなくし
てお手入れしやすく。

POINT3　いつもキレイ
排水口が見えないから、

シンクまわりがすっきりキレイに。

POINT1　形がキレイ

排水口と洗剤ラックを

すっきりとカバーしました

底面がフラットだから、どこを

使っても快適に作業できます

いままで底にあった排水口をシンクの奥にすっきりと

隠しました。洗剤などを入れるラックも同じ素材で

カバーして、一体感のあるデザインに仕上げました。

すっきり
キレイ

排水口が見えないから、

シンクまわりがすっきりキレイに。

POINT1　形がキレイ POINT2　色がキレイ

扉やコンロ、ワークトップと合わ

せてお好みの色が選べます。

ワークトップとシンクの継ぎ目を

なくしてお手入れしやすく。

POINT3　いつもキレイ排水口と洗剤ラックを

すっきりとカバーしました

底面がフラットだから、どこを

使っても快適に作業できます

いままで底にあった排水口をシンクの奥にすっきりと

隠しました。洗剤などを入れるラックも同じ素材で

カバーして、一体感のあるデザインに仕上げました。

すっきり
キレイ

シンク底面と排水口

をつなぐ大型リング

をなくし、内側もス

テンレスで仕上げて

いるので、お手入れ

がとても簡単です。

水はね音が静かな
静音設計。

シンクの裏面に振動を軽減する

素材を貼ることで、水はね音を

抑えた静かなシンクです。

ワークトップとシンクの

接合部を丁寧に研磨し

たシームレス加工を採

用。水アカやカルキが

残りやすかった溝や段

差がないから、ラクに

お手入れができます。

お手入れのしやすい
デザイン

うっかりものを落として

も割れたりへこんだりし

にくい丈夫な素材と構造

を採用しています。

衝 撃 に も 強 い
安 心 仕 上 げ

※350℃の空鍋を20分放置
　しても変色、変形があり
　ません。

沸騰したお湯を流したり、

熱い鍋を置いてしまって

も、変色や変形が起こり

にくい安心性能です。

耐熱性にも優れた
素材を使用

\53,000-＋ バリアコート付

左記シンク変更差額

\78,000-＋

デュアルコートなし \21,000-＋ デュアルコート付 \46,000-＋

\53,000-＋

\15,000-＋ \23,000-＋

\63,500-＋

\14,000-＋

\28,000-＋

シ

ン
ク表面拡

大
 スムースドットエン

ボスがキズを低減

デュアルコートで
キズや汚れをガード

業界初、人造大理石シンクのコーティングを実現

ﾊﾞﾘｱｺｰﾄあり ﾊﾞﾘｱｺｰﾄなし

撥油性比較

ﾊﾞﾘｱｺｰﾄあり ﾊﾞﾘｱｺｰﾄなし

撥水性比較

test
aqua blue

test
aqua グラデション blue2


