
パナソニック キッチン Living Station V‐style  Ⅰ型 2550mm  

フロアユニット ＜食器洗い乾燥機付＞ 

●食器洗い乾燥機下スライド 
（浅型食器洗い乾燥機の場合のみ） 

●シンク下スライド（包丁差し付） 

包丁差し 

●ソフトクローズ機構 
スライドレール   

奥行き６５０ｍｍユニットの場合 

※シンク下 
のみ上段は 
３０５ｍｍ 
になります。 

引き出し耐荷重 
約９８N（10kg） 

355mm※ 

食器洗い乾燥機 

●バイオパワー除菌食器洗い乾燥機  
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌 
プラネットアーム洗浄 ムービングラック
＊浅型 【シルバー色】 
<LES45VS7SD> 

※ドアパネルの光沢が 
キッチン扉と若干異なります。 

カウンター 

●人造大理石フリントカウンター  
＊ネオペブルホワイト 
＊ノンドリップ形状 

ウォールユニット 

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。 

●コンロ下スライド 
●コンロ横子引出し 

※カウンターの高さは、８００ｍｍと８５０ｍｍからお選びいただけます。 

８００ｍｍ 
・ 

８５０ｍｍ 

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、 
使いやすさにもこだわりました。 

出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です 

※イメージ。 

レンジフード 

●スマートフードⅡ シルバー色 
＊シロッコファンタイプ 
＊Ｗ７５０ｍｍ 
＊LED照明・フィルター付き・常時換気 

水栓金具 

●浄水器一体型シャワー混合水栓 
ヘッドの先端を回すと、簡単に「原水」
「シャワー」「浄水」の切替えができます。
＊浄水カートリッジ内蔵 
 

カチット水栓 

＊ヘッド引出し寸法約30cm 

オール電化仕様 

加熱機器 

●ガラストップガスコンロ  
幅600mm 
【シルバー色】 
片面焼グリル 
トッププレート：ブラックドット色 
操作：ﾌﾟｯｼｭ&ﾚﾊﾞｰ式  
全口温度ｾﾝｻｰ 
＊ガラストップ（結晶化ガラス） 
<LESG32N3NA> 

全バーナー温度センサー＆消し忘れ消火機能搭載 

トッププレートはお掃除しやすい形状。 

汁受け皿のない 
シンプルな構造です。 

すべてのバーナーにセンサーを搭載し、「調理油過
熱防止装置」、「立消え安全装置」、「消し忘れ消火
機能」の3つの安全機能を標準装備。しかも鍋底が
250℃になると、すぐに消火せずに温度調節する
「早切れ防止機能」も搭載。 

ガス仕様 

●IHクッキングヒーター  
幅600mm 
２口ＩＨ＋ラジエント  
【グレイッシュシルバー色】 
光火力センサー 
（光・揚げ物温度調節）  
フル天面操作（タッチキー式） 

＊鉄・ステンレス対応  
両面焼きグリル 
<KZ-F32AS> 

トッププレート色：ブラック（石目調） トッププレート：ブラック色 

「光・揚げ物温度調節」（左右ＩＨ） 

揚げ物も炒め物もおいしく仕上がる 
光火力センサー搭載 

ラクラク天面操作 
大きなボタンで見やすく使いやすい。 

 

（こげつきお知らせ機能付き） 

光火力センサー搭載で、揚
げ物も炒めものもおいしく仕
上がります。素早い温度復
帰で鍋フリも可能。 

「安定した高火力」（左右ＩＨ） 

3色LED火力表示 
火力を視認性の高いLEDで表示。3色火力
表示で、調理中も火力感がひと目でわかり
ます。 

●ウォール開き不燃  
●ウォール用扉木口カバー 
（木口カバーはＩＨの場合のみ。） 

ユニット側面と底面は不燃構造です。 
＊Ｈ６００ｍｍ／取っ手なし 

不
燃
構
造
ユ
ニ
ッ
ト 

●ウォールユニット  
耐震ロック付き：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。 
＊Ｈ６００ｍｍ／取っ手なし 

耐震ロック 

600mm 700mm 

高さ 

500mm 

●ソフトダウン･ウォールユニット 
＊手動式・耐震ロック付き 
／取っ手なし 

シンク 

●スキマレスシンク ムーブラックタイプ 

汚れがたまりやすいシンクとカウンターの  
間にスキマがないから、さっとふくだけで、 
キレイが保てます。 
＊洗剤ラック・排水プレート付 



シンク 

●スキマレスシンク ムーブラックタイプ 

汚れがたまりやすいシンクとカウンターの  
間にスキマがないから、さっとふくだけで、 
キレイが保てます。 
＊洗剤ラック・排水プレート付 

パナソニック キッチン Living Station V‐style  フラット対面 2585mm  

フロアユニット ＜食器洗い乾燥機付＞ 

●食器洗い乾燥機下スライド 
（浅型食器洗い乾燥機の場合のみ） 

●シンク下スライド（包丁差し付） 

包丁差し 

●ソフトクローズ機構 

スライドレール   

奥行き６５０ｍｍユニットの場合 

※シンク下 
のみ上段は 
３０５ｍｍ 
になります。 

引き出し耐荷重 
約９８N（10kg） 

355mm※ 

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。 

クックスクリーン 

●クックスクリーン 
透明で視界を遮らず、しかも油の飛散を
軽減します。 

対面プラン 

●フラット対面カウンター  
テーブルプラン 
カウンター奥行９３３mm 

カウンター 

●人造大理石フリントカウンター  
＊ネオペブルホワイト 
＊ノンドリップ形状 

レンジフード 

●薄型サイドフード シルバー色 
＊Ｗ７５０ｍｍ  
＊照明・フィルター付き 

●コンロ下スライド 
●コンロ横子引出し 

水栓金具 

●浄水器一体型シャワー混合水栓 
ヘッドの先端を回すと、簡単に「原水」
「シャワー」「浄水」の切替えができます。
＊浄水カートリッジ内蔵 
 

カチット水栓 

＊ヘッド引出し寸法約30cm 

お湯を出すときのカチッ 出しすぎを防ぐカチッ 

原水 シャワー 浄水 

オール電化仕様 

加熱機器 

●ガラストップガスコンロ  
幅600mm 
【シルバー色】 
片面焼グリル 
トッププレート：ブラックドット色 
操作：ﾌﾟｯｼｭ&ﾚﾊﾞｰ式  
全口温度ｾﾝｻｰ 
＊ガラストップ（結晶化ガラス） 
<LESG32N3NA> 

全バーナー温度センサー＆消し忘れ消火機能搭載 

トッププレートはお掃除しやすい形状。 

汁受け皿のない 
シンプルな構造です。 

すべてのバーナーにセンサーを搭載し、「調理油過
熱防止装置」、「立消え安全装置」、「消し忘れ消火
機能」の3つの安全機能を標準装備。しかも鍋底が
250℃になると、すぐに消火せずに温度調節する
「早切れ防止機能」も搭載。 

ガス仕様 

●IHクッキングヒーター  
幅600mm 
２口ＩＨ＋ラジエント  
【グレイッシュシルバー色】 
光火力センサー 
（光・揚げ物温度調節）  
フル天面操作（タッチキー式） 

＊鉄・ステンレス対応  
両面焼きグリル 
<KZ-F32AS> 

トッププレート色：ブラック（石目調） トッププレート：ブラック色 

「光・揚げ物温度調節」（左右ＩＨ） 

揚げ物も炒め物もおいしく仕上がる 
光火力センサー搭載 

ラクラク天面操作 
大きなボタンで見やすく使いやすい。 

 

（こげつきお知らせ機能付き） 

光火力センサー搭載で、揚
げ物も炒めものもおいしく仕
上がります。素早い温度復
帰で鍋フリも可能。 

「安定した高火力」（左右ＩＨ） 

3色LED火力表示 
火力を視認性の高いLEDで表示。3色火力
表示で、調理中も火力感がひと目でわかり
ます。 

食器洗い乾燥機 

●バイオパワー除菌食器洗い乾燥機  
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌 
プラネットアーム洗浄 ムービングラック
＊浅型 【シルバー色】 
<LES45VS7SD> 

※ドアパネルの光沢が 
キッチン扉と若干異なります。 

※カウンターの高さは、８００ｍｍと８５０ｍｍからお選びいただけます。 

８００ｍｍ 
・ 

８５０ｍｍ 

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、 
使いやすさにもこだわりました。 

出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です 

※イメージ。 



パナソニック キッチン Living Station V‐style  フラット対面 耐力壁 2585mm  

フロアユニット ＜食器洗い乾燥機付＞ 

●食器洗い乾燥機下スライド 
（浅型食器洗い乾燥機の場合のみ） 

●シンク下スライド（包丁差し付） 

包丁差し 

●ソフトクローズ機構 

スライドレール   

奥行き６５０ｍｍユニットの場合 

※シンク下 
のみ上段は 
３０５ｍｍ 
になります。 

引き出し耐荷重 
約９８N（10kg） 

355mm※ 

対面プラン 

●フラット対面カウンター  
テーブルプラン 
カウンター奥行９３３mm 

フラット対面  
耐力壁 

躯体の耐力壁に対応した
耐力壁対面キッチン。 

※イメージ。 

●コンロ下スライド 
●コンロ横子引出し 

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。 

※ダイニング側はフラット対面となります。 

水栓金具 

●浄水器一体型シャワー混合水栓 
ヘッドの先端を回すと、簡単に「原水」
「シャワー」「浄水」の切替えができます。
＊浄水カートリッジ内蔵 
 

カチット水栓 

＊ヘッド引出し寸法約30cm 

お湯を出すときのカチッ 出しすぎを防ぐカチッ 

原水 シャワー 浄水 

レンジフード 

●スマートフードⅡ シルバー色 
＊シロッコファンタイプ 
＊Ｗ７５０ｍｍ 
＊LED照明・フィルター付き・常時換気 

オール電化仕様 

加熱機器 

●ガラストップガスコンロ  
幅600mm 
【シルバー色】 
片面焼グリル 
トッププレート：ブラックドット色 
操作：ﾌﾟｯｼｭ&ﾚﾊﾞｰ式  
全口温度ｾﾝｻｰ 
＊ガラストップ（結晶化ガラス） 
<LESG32N3NA> 

全バーナー温度センサー＆消し忘れ消火機能搭載 

トッププレートはお掃除しやすい形状。 

汁受け皿のない 
シンプルな構造です。 

すべてのバーナーにセンサーを搭載し、「調理油過
熱防止装置」、「立消え安全装置」、「消し忘れ消火
機能」の3つの安全機能を標準装備。しかも鍋底が
250℃になると、すぐに消火せずに温度調節する
「早切れ防止機能」も搭載。 

ガス仕様 

●IHクッキングヒーター  
幅600mm 
２口ＩＨ＋ラジエント  
【グレイッシュシルバー色】 
光火力センサー 
（光・揚げ物温度調節）  
フル天面操作（タッチキー式） 

＊鉄・ステンレス対応  
両面焼きグリル 
<KZ-F32AS> 

トッププレート色：ブラック（石目調） トッププレート：ブラック色 

「光・揚げ物温度調節」（左右ＩＨ） 

揚げ物も炒め物もおいしく仕上がる 
光火力センサー搭載 

ラクラク天面操作 
大きなボタンで見やすく使いやすい。 

 

（こげつきお知らせ機能付き） 

光火力センサー搭載で、揚
げ物も炒めものもおいしく仕
上がります。素早い温度復
帰で鍋フリも可能。 

「安定した高火力」（左右ＩＨ） 

3色LED火力表示 
火力を視認性の高いLEDで表示。3色火力
表示で、調理中も火力感がひと目でわかり
ます。 

※カウンターの高さは、８００ｍｍと８５０ｍｍからお選びいただけます。 

８００ｍｍ 
・ 

８５０ｍｍ 

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、 
使いやすさにもこだわりました。 

出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です 

※イメージ。 

カウンター 

●人造大理石フリントカウンター  
＊ネオペブルホワイト 
＊ノンドリップ形状 

食器洗い乾燥機 

●バイオパワー除菌食器洗い乾燥機  
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌 
プラネットアーム洗浄 ムービングラック
＊浅型 【シルバー色】 
<LES45VS7SD> 

※ドアパネルの光沢が 
キッチン扉と若干異なります。 

シンク 

●スキマレスシンク ムーブラックタイプ 

汚れがたまりやすいシンクとカウンターの  
間にスキマがないから、さっとふくだけで、 
キレイが保てます。 
＊洗剤ラック・排水プレート付 



※写真はイメージです。 

キッチンボード（３ｍｍ厚） 

ネオナイーブ柄  

□ホワイト 

シンク 

スキマレスシンク ムーブラックタイプ 

汚れがたまりやすいシンクと 
カウンターの間にスキマが 
ないから、さっとふくだけで、 
キレイが保てます。 

□ピンク 

□グラーノホワイト □グレー 

□グリーン 

□ブラウン 

□パープル 

扉柄 

グレード１０ グレード２０ 

パナソニック キッチン Living Station V‐style  カラーセレクト 

取っ手は４タイプからお選びいただけます。 

フロアとウォールに別々の色を選んで 
ツートンカラーにすると、 
個性的な空間を演出できます。 

※同グレード内のみの対応です。 

カラーミックスで、わが家だけの 
オリジナルキッチンをコーディネイト。 

□ハンドル（ＨＤＡ） □アルミライン（ＬＣＡ） 

□ホワイト 

ＶＩ１０シリーズ 

マット 

□イエロー 

□ベージュ 

□グリーン 

ＶＭ１０シリーズ 

マット 

□アルベロホワイト 

□アルベロブラック 

ＶＰ２０シリーズ 

鏡面 

□ダーク柄 

□ライト柄 

□ミディアム柄 

□ホワイト柄 

ＶＥ２０シリーズ 

マット 

□オリーブグリーン 

□ベージュ 

□ビューティホワイト 

□ブラウン 

□ファインレッド 

□オレンジ 

□ネイビー 

鏡面 
ＶＬ２０シリーズ 

□ペイントウッド柄 

□ヴィンテージメタル柄 

ＶＨ２０シリーズ 

マット 

□ハンドル（ＨＣＥ） □ハンドル（ＨＡＡ） 

ネオマーブル柄  

□ホワイト 



取っ手は４タイプから選べます。 

□ハンドル（ＨＡＡ） □ハンドル（ＨＣＥ） □ハンドル（ＨＤＡ） □アルミライン（ＬＣＡ） 

トール家電ハイカウンタープラン 

ウォールユニット ミドルユニット フロアユニット 

パナソニック キッチン Living Station V‐style  カップボード 

□ベージュ □イエロー □グリーン 

ＶＭ１０シリーズ 

マット 

□ホワイト 

ＶＩ１０シリーズ 

マット 

グレード１０ 

●パネル扉 ●ガラス扉 （透明ガラス） ●ガラス扉（透明ガラス） ●１段引出し付き開き 

グレード２０ 

※イメージのため実物とは異なる場合がございます。 

扉柄 

カウンター 

●人造大理石フリントカウンター    
【ネオペブルホワイト】 

静かにゆっくり閉まります。 

スライドレール 

ソフトクローズ機構 耐震ロック 

ウォール・ミドルユニットの開き扉には 
耐震ロックを標準装備。 

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 

家電収納 

ダストボックスワゴン 幅900mm 
シルバー色ﾀｲﾌﾟ 袋止めﾊﾞｰ/8本 
分別ﾀｲﾌﾟ（ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ20L/1個） 

□オレンジ □ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ 

ＶＰ２０シリーズ 

鏡面 

□ブラウン 

鏡面 

ＶＬ２０シリーズ 

□ネイビー □ファインレッド 

ＶＥ２０シリーズ 

マット 

□ダーク柄 □ミディアム柄 

ＶＥ２０シリーズ 

マット 

□ペイントウッド柄 

□ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ □ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ □ベージュ □ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ □ライト柄 □ホワイト柄 □ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄 


