
【Ｌシリーズ ／ フラット対面プラン Ｗ２５９０】

2021.04

ＳＴＯＲＡＧＥ

高品質サイレントレール

やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。
静かに閉まる上に、収納物を入れても軽々と
引き出せる上質な使用感も魅力です。
また、奥行きすべてを引き出せる
「フルエクステンションレール」です。
（耐荷重20kg・コンロ横引出しを除く）

扉裏のラップホルダーは、さまざまな小物を
立てられるので少しの開け閉めで取り出せます。
ロック付の包丁差しは小さなお子様がいても
安全・安心です。

シンク前収納

ダイニング側

対面キッチンに最適な「静音シンク」

ＤＥＳＩＧＮ＆ＦＵＮＣＴＩＯＮ

POINT 01

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
清潔感のあるホワイト、上品なグレー、
優しい印象のベージュをご用意しました。

人工大理石ワークトップ

POINT 02

エッジ部はシャープで洗練された
デザインです

静音シンク

水はね音が抑えられるため、会話を
妨げられることがありません。

対面キッチンで映える
人工大理石ワークトップ

クリナップが業界初で開発した
足元収納。スマートなフォルムに、
たっぷり便利な収納力を実現。

その他収納

コンロ横引出し

フルエクステンションレール

美しく、そして、使いやすく。デザインや素材、
収納力にこだわった「KT」。
キッチンにいるときも、リビングにいるときも、
その存在価値が感じられます。

The kitchen is part of Interior.
～キッチンもインテリアという発想

選べるダイニング側バリエーション

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・37点ＬＥＤ照明付スリムタイプ はつ油加工 風量速調：３速

Ｊタイプサイドフード

ZRS90SBN20FS-T

食器洗い乾燥機

ZWPP45R14LDS-T

すべての操作ボタンを使いやすい上面に
レイアウト。毎日使うからこそ腰をかがめず
に操作が楽にできます。

乾燥コース付

シルバー

ダブル高火力で左右の使い勝手
を選びません。

Ｗ６５×Ｄ４８．５×Ｈ１８．３

*写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。

ステンレスシンク

ＴＵシンク

ホーロートップ片面焼きコンロ

ZGFNK6R18QSE-T

Ｗ600 ホーロートップ

ダブル高火力・トロ火水無片面焼グリル

シルバーフェイス/ブラックトップ

洗剤バスケット 浅型ゴミカゴ

フロントスクリーン（ロータイプ）

コンロ前の、油の飛びはねを防ぎ
レンジフードの捕集効率を高めるます。

フラット対面タイプのオープンキッチンに対応します。圧迫感を
与えないスリムはデザインが魅力。省エネ性の高いLED照明を
搭載しました。フラットな内面形状で、お手入れもカンタンです。
油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しています。

LED照明

お手入れしやすい
内面形状

シルバー

浄水栓一体型省エネシングル水栓

ZSMJT428R20BH-T

浄水器機能のついた
シャワーホースタイプです。

整流 浄水

シャワー ホース付

節湯Ｂ 節湯Ｃ１

*イメージ画像

高さ８５０
奥行９７０

棚がついていないオープンタイプ。
ミニカウンターとして、料理の準備や
軽食をとるときに便利。

オープンタイプ（扉色パネル） オープンキャビネット（収納・3色）
固定棚１段

使い勝手の良いオープンキャビネットは
ダイニング側のディスプレイスペース
として最適です。

Ａタイプ Ｂタイプ



【Ｌシリーズ ／ 耐力壁プラン Ｗ２５９０】
2021.04

ＳＴＯＲＡＧＥ

高品質サイレントレール

やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。
静かに閉まる上に、収納物を入れても軽々と
引き出せる上質な使用感も魅力です。
また、奥行きすべてを引き出せる
「フルエクステンションレール」です。
（耐荷重20kg・コンロ横引出しを除く）

扉裏のラップホルダーは、さまざまな小物を
立てられるので少しの開け閉めで取り出せます。
ロック付の包丁差しは小さなお子様がいても
安全・安心です。

シンク前収納

ダイニング側

対面キッチンに最適な「静音シンク」

ＤＥＳＩＧＮ＆ＦＵＮＣＴＩＯＮ

POINT 01

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
清潔感のあるホワイト、上品なグレー、
優しい印象のベージュをご用意しました。

人工大理石ワークトップ

POINT 02

エッジ部はシャープで洗練された
デザインです

静音シンク

水はね音が抑えられるため、会話を
妨げられることがありません。

対面キッチンで映える
人工大理石ワークトップ

クリナップが業界初で開発した
足元収納。スマートなフォルムに、
たっぷり便利な収納力を実現。

その他収納

コンロ横引出し

フルエクステンションレール

美しく、そして、使いやすく。デザインや素材、
収納力にこだわった「KT」。
キッチンにいるときも、リビングにいるときも、
その存在価値が感じられます。

The kitchen is part of Interior.
～キッチンもインテリアという発想

オープンタイプ

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・37点ＬＥＤ照明付スリムタイプ はつ油加工 風量速調：３速

スリムでスッキリとしたデザインが魅力のレンジフードです。省エネ性の高い
LED照明を搭載しました。フラットな内面形状で、お手入れもカンタンです。
油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しています。

※W90cm・鋼鈑前幕板タイプ

LED照明

お手入れしやすい
内面形状

フラットスリムレンジフード

ZRS90ABM20FS-T

食器洗い乾燥機

ZWPP45R14LDS-T

シルバー

すべての操作ボタンを使いやすい上面に
レイアウト。毎日使うからこそ腰をかがめず
に操作が楽にできます。

乾燥コース付

シルバー

ダブル高火力で左右の使い勝手
を選びません。

Ｗ６５×Ｄ４８．５×Ｈ１８．３

*写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。

ステンレスシンク

ＴＵシンク

ホーロートップ片面焼きコンロ

ZGFNK6R18QSE-T

Ｗ600 ホーロートップ

ダブル高火力・トロ火水無片面焼グリル

シルバーフェイス/ブラックトップ

洗剤バスケット 浅型ゴミカゴ

棚がついていないオープンタイプ。ミニカウンターとして、
料理の準備や軽食をとるときに便利。

化粧カバー

浄水栓一体型省エネシングル水栓

ZSMJT428R20BH-T

浄水器機能のついた
シャワーホースタイプです。

整流 浄水

シャワー ホース付

節湯Ｂ 節湯Ｃ１

*イメージ画像

高さ８５０
奥行９７０



【Ｌシリーズ ／ Ｉ型プラン Ｗ２５５０】
2021.04

ＳＴＯＲＡＧＥ

高品質サイレントレール

やさしく静かに閉まるダンパー機構を搭載。
静かに閉まる上に、収納物を入れても軽々と
引き出せる上質な使用感も魅力です。
また、奥行きすべてを引き出せる
「フルエクステンションレール」です。
（耐荷重20kg・コンロ横引出しを除く）

扉裏のラップホルダーは、さまざまな小物を
立てられるので少しの開け閉めで取り出せます。
ロック付の包丁差しは小さなお子様がいても
安全・安心です。

シンク前収納

ＷＡＬＬ

対面キッチンに最適な「静音シンク」

ＤＥＳＩＧＮ＆ＦＵＮＣＴＩＯＮ

POINT 01

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
清潔感のあるホワイト、上品なグレー、
優しい印象のベージュをご用意しました。

人工大理石ワークトップ

POINT 02

エッジ部はシャープで洗練された
デザインです

静音シンク

水はね音が抑えられるため、会話を
妨げられることがありません。

対面キッチンで映える
人工大理石ワークトップ

クリナップが業界初で開発した
足元収納。スマートなフォルムに、
たっぷり便利な収納力を実現。

その他収納

コンロ横引出し

フルエクステンションレール

美しく、そして、使いやすく。デザインや素材、
収納力にこだわった「KT」。
キッチンにいるときも、リビングにいるときも、
その存在価値が感じられます。

The kitchen is part of Interior.
～キッチンもインテリアという発想

ミドル吊戸棚（高さ70cm）

取手のないシンプルなデザイン。
キッチン全体の雰囲気をすっきりと
見せることができます。

※棚板1枚

静かに閉まる
油圧式のサイレント
ダンパー付

扉解放防止部品付

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・37点ＬＥＤ照明付スリムタイプ はつ油加工 風量速調：３速

スリムでスッキリとしたデザインが魅力のレンジフードです。省エネ性の高い
LED照明を搭載しました。フラットな内面形状で、お手入れもカンタンです。
油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を施しています。

※W75cm・鋼鈑前幕板タイプ

LED照明

お手入れしやすい
内面形状

フラットスリムレンジフード

ZRS75ABM20FS-T

食器洗い乾燥機

ZWPP45R14LDS-T

シルバー

すべての操作ボタンを使いやすい上面に
レイアウト。毎日使うからこそ腰をかがめず
に操作が楽にできます。

乾燥コース付

シルバー

ダブル高火力で左右の使い勝手
を選びません。

Ｗ６５×Ｄ４８．５×Ｈ１８．３

*写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。

ステンレスシンク

ＴＵシンク

ホーロートップ片面焼きコンロ

ZGFNK6R18QSE-T

Ｗ600 ホーロートップ

ダブル高火力・トロ火水無片面焼グリル

シルバーフェイス/ブラックトップ

洗剤バスケット 浅型ゴミカゴ

浄水栓一体型省エネシングル水栓

ZSMJT428R20BH-T

浄水器機能のついた
シャワーホースタイプです。

整流 浄水

シャワー ホース付

節湯Ｂ 節湯Ｃ１

高さ８５０
奥行６５０ *イメージ画像（サイド化粧板はオプションです）



扉カラー・取手

クリアホワイト モザイクベージュ

プランシュウッド

ホワイトクラウド

スタッコグレー

ワークトップ（人工大理石／ステンレス）

美しくなめらかな
質感の人工大理石
です。キッチンを
美しく演出します。

キッチンパネル

※プランシュウッドは、
壁パネルをつなぎ合わせる場合、
柄はつながりません。

鏡面仕上げ

マット仕上げ

□ブラック□シルバー取手レス（J手掛け）

※足元収納の取手の色をお選び下さい。

□ロングバーシルバー □ロングバーブラック

□エルムモカ□ミストアッシュ □オークラテ

木目柄・艶消し（取手あり・４種類）

抽象柄・艶消し（取手あり・４種類）

□チェリーブレンド □ウォールナットビター

石目柄・艶消し（取手あり・４種類）

木目柄・鏡面（取手あり・４種類）

木目柄・光沢（取手あり・４種類）

抽象柄・光沢（取手あり・４種類）

木目柄・艶消し（取手あり・２種類）

□カルクグレー

□スエードホワイト □スエードチャコール

□カルクブルーグレー □ラスティチャコール

□マリンウッドダーク□グラセウッドルビー □グラセウッド
グレージュ

□アンティウッドトープ□アンティウッドラテ □アンティウッド
アッシュ

□アンティミント
グリーン

□ポルカホワイト □アンティロゼ □アンティレッド

□クラロウォールナット

※自然なテイストを表現するため、
キッチンセット全体の中で
木目が揃わない場合があります。

□グレイッシュ
ウォールナット

木目柄・艶消し（取手レス）

□ライングレイン
ライト

□ナチュールオーク □カームオーク

シンク

【Ｌシリーズ ／ カラーシート】

2021.04

ステンレス

オープンキャビネット

□オークホワイト □オークナチュラル □オークダーク

【フラット対面プラン】
リビング側部材に、オープンキャビネットをご選択の場合、お選び下さい。

Ｂタイプ

□ロングバーシルバー

□ラインシルバー

□ロングバーブラック

□ラインブラック

取手①（ﾛﾝｸﾞﾊﾞｰ取手）

取手②（ライン取手）

取手①（ﾛﾝｸﾞﾊﾞｰ取手）足元収納は取手と同色になります

取手③（取手レス）

シルバー ブラック

※足元収納は取手と同色になります

シルバー ブラック

ルイスベージュルイスグレーグレインホワイト


