
■ カップボード(L=1800mm)■ スリムデザイン食器洗い乾燥機
業界Ｎｏ．１の省エネ・静音タイプの食器洗い乾燥機。
乾燥専用ヒーターを搭載した送風ファンでむらなく乾燥。
こげつきの心配もありません。

EW-45R1S

■ベースキャビネット

キャビネットはオールスライドタイプ。
足元収納は500mlの缶が縦に収納できます。
※ソフトクローズはコンロ横15cm小引出しは対応しません。

■ アクリル人造大理石シンク

■ 浄水器内蔵シャワー水栓

TJS-SUI-HNE（エコタイプ）

お湯のムダ使いをカット。レバーの中央で使うのは水だけ。
お湯の使い始めをクリック感で教えてくれるので、簡単に省エネできます。

イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。

シャワーヘッド内にカートリッジを内蔵しています。

VRA-902DT

ステンレスフード（LED照明）

前幕板は扉同面材もしくはステンレス（ヘアライン）

頑固な汚れもサッと取れる「ホーロー整流板」付のレンジフード。
お手入れのしやすさを徹底追及！「ホーロークリーンレンジフード」

ホーロー整流板

２.５倍の吸い込み

すきま風効果で風速があがり、
吸い込む力が強くなります。

ホーローシャットアウトパネル

内部への汚れをシャットアウト。
ホーローだから汚れもサッとふくだけ。

ホーローグリスフィルター

時間がたってこびりついた汚れも
ホーローならゴシゴシ洗えます。

親水性ファン

水につけるだけで汚れが落ちる
親水性ファンを採用。

ワンタッチ脱着
ファンはワンタッチで取り外しカンタン!

■ ホーロークリーンレンジフード
（ステンレスフード・LED照明）

アクリル人造大理石シンク

キズや衝撃にも強い。継ぎ目が無いので
お手入れカンタン。

小物置き

■ハイパーガラスコートガスコンロ

TN57WV60CT

無水両面焼グリル

衝撃に強い

割れたりひび割れたり

しません。

お手入れ簡単

頑固な汚れもサッとひと

拭き。

ガラスを超えた強さと美しさ。
トッププレートは6色から選べる「ハイパーガラスコート」

足元収納ソフトクロージングL

I型吊戸無し2550mm 天板高さ85cmSystemKitchen オフェリア
システムキッチン OFELIA

カップボードは3種類より選べます。

カップボード②
W=900mmトールユニット（1段引出し+開き扉）

W=900mmカウンターユニット（1段引出し+開き

扉）W=900mm,H=700mm吊戸棚

カップボード③
W=900mmトールユニット（1段引出し+開き扉）

W=900mm家電収納ユニット（オープン）

上部W=900mm,H=700mm吊戸棚
※家電収納コンセント2個付属

カップボード①
W=900mmカウンターユニット（1段引出し+開き

扉）
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足元収納ソフトクロージングL

フルフラット2550mm
天板高さ85cmSystemKitchen オフェリア

システムキッチン
OFELIA

■ フルフラットカウンター

■ スリムデザイン食器洗い乾燥機
業界Ｎｏ．１の省エネ・静音タイプの食器洗い乾燥機。
乾燥専用ヒーターを搭載した送風ファンでむらなく乾燥。
こげつきの心配もありません。

EW-45R1S

フルフラット仕様
天板奥行1045mm

家族やゲスト、みんなで作業をしながら会話が楽しめるオープンスタイル。
ダイニングと向き合っているので、配膳や後片付けも効率よく作業ができます。

頑固な汚れもサッと取れる「ホーロー整流板」付のレンジフード。

２.５倍の吸い込み

すきま風効果で風速があがり、
吸い込む力が強くなります。

ホーロー整流板

頑固な汚れもサッと取れて
お手入れカンタン。

親水性グリスフィルター

水につけるだけで汚れが落ちる
親水性グリスフィルターを採用。

■サイドマントルレンジフード
（ステンレスフード）

SVNS-904TDT L/R

シロッコファン

ヘアライン

コンロ裏部はW=900mm
開き扉収納付きオイルガードハイタイプ
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