
シンクの新しいスタイル

ラックが動くと、シンクはひろびろ！！
作業に合わせて正面から左右どちらのサイドにも
移動できる洗剤ラックが標準装備！

洗剤ラックは

リサイクルゴミの仮置きにも

使えて便利！

人造大理石シンク ―スキマレスシンク ムーブラックタイプ―

「カチット水栓」

―浄水器一体型シャワー水栓―

浄水もお湯もひとつの水栓で操作。

引き出して使えるシャワーヘッド。
シンクの掃除や浄水を入れるときに便利です。

直流
（原水）

シャワー
（原水）

直流
（浄水）

ヘッドの先端を回すと、簡単に切替えできます。

洗剤ラックをサイド置くとシンク中央が広々と使え、

大きな鍋やまとめ洗いもゆったり洗いやすく！

広く使える、かしこく使える！

お湯のムダづかいを抑える！

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

※写真はイメージです。標準仕様とは一部異なります。表示の標準仕様アイテムをご参照ください。
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※写真はイメージです。レンジフード・加熱機器他標準仕様と異なります。
表示の標準仕様アイテムをご参照ください。

６００ｍｍ ７００ｍｍ
高さ
５００ｍｍ

●ソフトダウンウォール

収納棚を目の高さまで
降ろしてラクに収納。

ウォールユニットが振動すると、
自動的にロックされます。

●耐震ロック

スライドならサッと取出しとサッとしまえます。

閉じる手前でゆっくり閉まる。

ソフロクロージング機構
（スライドレール）

奥行き
６５０ｍｍ用
ユニットの
場合

※シンク下のみ３０５ｍｍになります。
※奥行き６００ｍｍユニットの場合は、
全て３０５ｍｍになります。

●食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様 節電コース
スマートカゴ ソフト排気

〈LES45RS6SD 〉

お子さまの背丈に配慮して

排気温度を約４５℃まで
下げて排気。

「ソフト排気温システム」

省エネ性とデザイン性に優れた
食器洗い乾燥機。

●キッチンボード 鏡面調

天ぷらなどの油の飛び散りも
簡単に拭き取れます。

※写真はイメージです。

３ｍｍ厚

●スキマレスシンク
ムーブラックタイプ

・洗剤ラック付

●浄水器一体型
シャワー混合水栓

〈LEKM6001EPC 〉

カチット
水栓

食器洗い乾燥機

シンク 水栓

フロアユニット

キッチンボード

ウォールユニットレンジフード 省エネ性とおそうじ性を追求。

●スマートフードⅡ（シロッコファン）
幅７５０ｍｍ 【シルバー色】
リモコン機能なし 常時換気機能付

〈ＬＥＳ43ＡＨＺ2Ｍ〉

照明をＬＥＤで省エネ性
底面をフラットでおそうじ性

を両立しました。

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

カウンタートップ

●人造大理石フリントカウンター
【ネオぺプルホワイト】

加熱機器

●ＩＨクッキングヒーター
両面焼きグリル 幅600ｍｍ
２口ＩＨ＋ﾗｼﾞｴﾝﾄ 鉄･ｽﾃﾝﾚｽ対応
フェイス色：シルバー

〈ＫＺ－Ｆ３２ＡＳ〉

●ガラストップガスコンロ
片面焼きグリル 幅600ｍｍ
フェイス色：シルバー色

〈ＬＥＳＧ３２Ｎ３ＮＡ〉

〔オール電化仕様〕 〔ガス仕様〕

全ﾊﾞｰﾅｰ温度ｾﾝｻｰ＆消し忘れ消火機能搭載ラクラク天面操作＆光火力センサー搭載

壁付け Ｉ型２５５０ｍｍ仕様
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レンジフード おそうじ性とデザイン性を追求。

スライドならサッと取出しとサッとしまえます。

閉じる手前でゆっくり閉まる。

ソフロクロージング機構
（スライドレール）

奥行き
６５０ｍｍ用
ユニットの
場合

※シンク下のみ３０５ｍｍになります。
※奥行き６００ｍｍユニットの場合は、
全て３０５ｍｍになります。

フロアユニット

●キッチンボード 鏡面調

天ぷらなどの油の飛び散りも
簡単に拭き取れます。

※写真はイメージです。

３ｍｍ厚

キッチンボード

●薄型サイドフード（シロッコファン）
幅７５０ｍｍ 【シルバー色】
リモコン機能なし 常時換気機能なし

〈ＬＥＳ８１ＭＡＨ１(Ｒ・Ｌ)〉

底面をフラットで
おそうじ性を追求

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

●食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様 節電コース
スマートカゴ ソフト排気

〈LES45RS6SD 〉

お子さまの背丈に配慮して

排気温度を約４５℃まで
下げて排気。

「ソフト排気温システム」

省エネ性とデザイン性に優れた
食器洗い乾燥機。

食器洗い乾燥機

カウンタートップ

●人造大理石フリントカウンター
【ネオぺプルホワイト】

対面プラン用の
サイドの壁に

設置するタイプ！

●テーブルタイプ

お茶や朝食など軽い食事に使えて便利！

ダイニング側への油の飛散を
少なくします。

●クックスクリーン（コンロ前）

対面ダイニング側

●スキマレスシンク
ムーブラックタイプ

・洗剤ラック付

●浄水器一体型
シャワー混合水栓

〈LEKM6001EPC 〉

カチット
水栓

シンク 水栓

フラット対面 Ｗ２５８５ｍｍ仕様

加熱機器

●ＩＨクッキングヒーター
両面焼きグリル 幅600ｍｍ
２口ＩＨ＋ﾗｼﾞｴﾝﾄ 鉄･ｽﾃﾝﾚｽ対応
フェイス色：シルバー

〈ＫＺ－Ｆ３２ＡＳ〉

●ガラストップガスコンロ
片面焼きグリル 幅600ｍｍ
フェイス色：シルバー色

〈ＬＥＳＧ３２Ｎ３ＮＡ〉

〔オール電化仕様〕 〔ガス仕様〕

全ﾊﾞｰﾅｰ温度ｾﾝｻｰ＆消し忘れ消火機能搭載ラクラク天面操作＆光火力センサー搭載

※写真はイメージです。レンジフード・加熱機器他標準仕様と異なります。
表示の標準仕様アイテムをご参照ください。
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スライドならサッと取出しとサッとしまえます。

閉じる手前でゆっくり閉まる。

ソフロクロージング機構
（スライドレール）

奥行き
６５０ｍｍ用
ユニットの
場合

※シンク下のみ３０５ｍｍになります。
※奥行き６００ｍｍユニットの場合は、
全て３０５ｍｍになります。

フロアユニット

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

●食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】
ドアパネル仕様 節電コース
スマートカゴ ソフト排気

〈LES45RS6SD 〉

お子さまの背丈に配慮して

排気温度を約４５℃まで
下げて排気。

「ソフト排気温システム」

省エネ性とデザイン性に優れた
食器洗い乾燥機。

食器洗い乾燥機

カウンタートップ

●人造大理石フリントカウンター
【ネオぺプルホワイト】

●テーブルタイプ

お茶や朝食など

軽い食事に使えて便利！

対面ダイニング側

●スキマレスシンク
ムーブラックタイプ

・洗剤ラック付

●浄水器一体型
シャワー混合水栓

〈LEKM6001EPC 〉

カチット
水栓

シンク 水栓

レンジフード 省エネ性とおそうじ性を追求。

●スマートフードⅡ（シロッコファン）
幅７５０ｍｍ 【シルバー色】
リモコン機能なし 常時換気機能付

〈ＬＥＳ43ＡＨＺ2Ｍ〉

照明をＬＥＤで省エネ性
底面をフラットでおそうじ性

を両立しました。

コンロ前に構造壁で
キッチンとダイニングを

緩やかに仕切ります。
シンク前はオープンで、
会話しながら調理もできます！

フラット対面耐力壁タイプ Ｗ２５８５ｍｍ仕様

加熱機器

●ＩＨクッキングヒーター
両面焼きグリル 幅600ｍｍ
２口ＩＨ＋ﾗｼﾞｴﾝﾄ 鉄･ｽﾃﾝﾚｽ対応
フェイス色：シルバー

〈ＫＺ－Ｆ３２ＡＳ〉

●ガラストップガスコンロ
片面焼きグリル 幅600ｍｍ
フェイス色：シルバー色

〈ＬＥＳＧ３２Ｎ３ＮＡ〉

〔オール電化仕様〕 〔ガス仕様〕

全ﾊﾞｰﾅｰ温度ｾﾝｻｰ＆消し忘れ消火機能搭載ラクラク天面操作＆光火力センサー搭載

●キッチンボード 鏡面調

天ぷらなどの油の飛び散りも
簡単に拭き取れます。

※写真はイメージです。

３ｍｍ厚

キッチンボード

※写真はイメージです。レンジフード・加熱機器他標準仕様と異なります。
表示の標準仕様アイテムをご参照ください。
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※写真はイメージです。家電収納他標準仕様とは異なります。
表示の標準仕様アイテムをご参照ください。
標準仕様にはエンドパネルは含んでおりません。

ハイフロア家電収納

カウンタートップ

●人造大理石フリントカウンター
【ネオぺプルホワイト】

●ウォールユニット ×２台

ウォールユニットが振動すると、
自動的にロックされます。

●耐震ロック

●ダストボックスワゴン
幅９００ 分別レール付シルバー
ダストボックス２０Ｌ/１個付

ダストボックス

ミドルユニット

ウォールユニット

●家電収納ハイカウンター
（蒸気処理機能なし）
オープンユニット

幅 ９００ｍｍ
高さ1012ｍｍ

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

フロアユニット

閉じる手前でゆっくり閉まる。

ソフロクロージング機構
（スライドレール）

ごみを分別しながらにコンパクトに収納。

ゴミの量に合わせてスペースを調整。
プラ・ＰＥＴを分別収納。

裏面

蒸気の出る家電商品は
スライドカウンターを引き出してご使用ください。

家電品の指定席
も確保！

パネル扉 幅 900ｍｍ
高さ700ｍｍ

●ミドルユニット

ガラス扉（透明ガラス）

幅 900ｍｍ
高さ700ｍｍ

ウォールユニットが振動すると、
自動的にロックされます。

●耐震ロック

●フロアユニット

１段引出付開き

幅 900ｍｍ
高さ810ｍｍ

カップボード

トール家電Ｗ１８００ｍｍ仕様
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カウンター高さ

□ ８０ｃｍ □ ８５ｃｍ
（標準）

□ ９０ｃｍ

●選べるカウンター高さ〔同価格〕

４タイプからお選びいただけます。〔同価格〕

□ ブラウン

□ グリーン□ ピンク

□ グラーノホワイト □ グレー

□ パ－プル

３ｍｍ厚タイプのシンプルで
光沢の美しい鏡面調です。

□ ホワイト

□ ホワイト

扉柄

グレード２０ ＶＰ２０／木目（鏡面）

□ アルベロブラック □アルベロホワイト

□ブラウン □ネイビー □ファイン
レッド

□オレンジ □オリーブ
グリーン

□ビューティ
ホワイト

□ベージュ

□ペイントウッド柄 □ヴィンテージメタル柄

□ダーク柄 □ミディアム柄 □ライト柄 □ホワイト柄

グレード２０ ＬＶ２０／単色（鏡面）

グレード２０ ＶＥ２０／木目（マット）

グレード１０ ＶＭ１０／単色（マット）

グレード２０ ＶＨ２０／木目・抽象（マット）

グレード１０ ＶＩ１０／単色（マット）

□グリーン □イエロー □ベージュ □ホワイト

取っ手

□ハンドル
（ＨＤＡ）

□ハンドル
（ＨＡＡ）

□ハンドル
（ＨＣＥ）

□アルミライン
（ＬＣＡ）

ライン取っ手 ハンドル

※手掛けタイプです。 ウォールユニットは
取っ手なし
手掛け仕様

シンク
スキマレスシンク ムーブラックタイプ

キッチンボード

ネオナイーブ柄

ネオマーブル柄

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

カップボード トール位置

□ トール：左 □ トール：右
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