
■COLOR

□ソレイユホワイト □モードオーク □カオリーチーク □クラシックダーク

ソレイユシリーズ（４色：鏡面扉）

ウッディグレインシリーズ（６色：マット扉）

□ロングバー取手

又は

□ライン取手

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス

ス
タ
ン
ダー

ト

フォレストリーズ（３色：マット扉）

□バー取手

壁
パ
ネ
ル

＊イメージ写真の為、実物と異なる部分があります。

□リーフホワイト

□ブリリアン
イエロー

□ブリリアン
カシス

□ブリリアン
アズール

□ブリリアン
チャコール

□ライングレイン
ダーク

□ナチュール
オーク

□グレイッシュ
ウォルナット

□カームオーク □扉一体型取手
（Ｊ手掛け）

□フォレスト
ホワイト

□フォレスト
ナチュラル

□フォレスト
ダーク

取手

ワー

ク
ト
ッ
プ

人工大理石（３色）

□サンドホワイト □サンドグレー □グレインホワイト □クリアホワイト □クオーツグレー □クオーツピンク □モザイクホワイト □ストーンホワイト □ストーンベージュ

【ダイニング側】２タイプよりお選び頂けます。
オープンタイプはミニカウンターとして、
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！

扉色と
同色のパネルとなります。

□オークダーク

□オークナチュラル□オークホワイト

【シンク】２タイプよりお選び頂けます。

意匠性の高い人工大理石シンクと、セラミック系特殊コーティングを施した清掃性の高いステンレスシンク！

耐久性に優れた、
美しく滑らかな質感
の人工大理石。

□カームホワイト

□ピンク

□ベージュ

浅型ゴミカゴ

洗剤バスケット

広めの浅いカゴのため、
ゴミをサッと捨てられ、
お手入れ簡単です。

「スクエア形状」だからボト
ルやスポンジが
効率的に収まります。

■①人工大理石シンク（PMシンク）

■ブルモーションレール

静かに閉まるだけでなく、
収納物を入れても、なめらかに
引き出せる最高級のレールを採用。

（ＺＷＰＰ４５Ｒ１４ＬＤＳ－Ｔ）

操作ボタンを上面にレイアウト。あまり腰を
かがめずに楽に使えます。（5人分）

フル上面操作

■食器洗い乾燥機
（ＺＺＪＡ３０６ＭＮ９ＮＴＮ０１－Ｔ）

浄水器を内蔵したハンドシャワー水栓。
きれいでおいしい水を使い続けられます。

■浄水器一体型省エネシングル水栓

クリック感のある
省エネ仕様です。

フロントスクリーン

■ガラストップコンロ

ＥＧシンク（W=82cm/D=48.5cm）

■クリンラック

分解して洗えるので
お手入れも簡単です。

キズ、水アカが
つきにくい
高機能シンク。
水音の静けさは
図書館レベル。

美コートあり美コートなし

ＩＩＩ お手入れカンタン

シンクの表面に水アカがつきにくい美コートを採用。
中性洗剤をつけて洗うだけでスッキリ。輝く美しさを保ちます。
エンボス加工を施すことにより、キズつきにくく、キズがついても
目立ちにくくなりました。

ＩＩＩ キズに強い

ヌルつきやすい排水口プレートも
ステンレス製なのでお手入れラクラク。
シンク表面と同様の美コートが施されている
ので、汚れがつきにくく、スッキリ落とせます。

ステンレス製排水口プレート

■②美・サイレントシンク（EGシンク）

ＰＭシンク（W=71.1cm/D=44.9cm）

■①オープンタイプ

■②オープンキャビネットタイプ

■内引き出し

カトラリー、さいばし等の
収納に便利。

引出しトレー

リーフシリーズ（４色：マット扉）

□リーフモカ □リーフブレンド □リーフナット

ブリリアンシリーズ（８色：光沢扉）

□ブリリアン
ホワイト

□ブリリアン
ミディアム

□ブリリアン
ダーク

□ブリリアン
スノー

□ライングレイン
ミディアム

□ライングレイン
ライト

キッチンパネル（６色）

2019.03

システムキッチン フラット対面【ＫＴ】

圧迫感を与えないスリムなデザインが魅力の
サイドフードです。フード本体、整流板は
油をはじきやすいはつ油加工です。省エネ性の
高いＬＥＤ照明を搭載しました。

■サイドフード（シルバー）
（ＺＲＳ９０ＳＢＮ１４ＦＳＲ/Ｌ－Ｔ） （ＺＧＧVＫ６A１8QＳＳ－Ｔ）

ガラストップコンロ。トップ：シルバー
水無両面焼きグリル付。
美しくお手入れの楽な耐熱ガラス製。

■ＩＨヒーター（オール電化時）

トップ：シルバー
水無両面焼きグリル付き
左右3ｋｗＩＨと1.2ｋｗのﾗｼﾞｴﾝﾄﾋｰﾀｰ
調理中も静かなサイレント設計。

（ＺＺＣＳＧ３18ＭＳ－Ｔ）

■タオル掛け

ライン取手用
タオル掛け

扉一体型取手用
タオル掛け

*ロングバー取手は 取手本体がタオル掛けとなります。

■シンク前収納

（ラップホルダー
+包丁差し）



標準仕様

フロアコンテナ

元祖！足元のデッドスペースを有効活用
するために開発された収納です。

ストック品収納に便利便利な小物ポケット

水栓金具
浄水器一体型省エネシングル水栓

扉カラー

ワークトップ

シンク

寸 法

キッチンパネル

間口2550mm×奥行650mm×高さ850mm

class5 全10色 取手7種選択

ステンレス又は人工大理石

ステンレス流レールシンク又は人工大理石PMシンク

KTボード／全5色

シロッコファンレンジフード
フラットスリムレンジフード

ZZJA497MN9NTN02-T

浄水機能付き ４ＷＡＹ

整流＆シャワー デッキタイプ

プルオープン食器洗い乾燥機
洗浄機器

収 納
コンロキャビネット シンプルタイプ

大きな鍋などを収納。上から出し入れできるので、
必要なときにスピーディに取り出せます。

コンロ横引き出し

ツールポケット（無）

収 納
シンクキャビネット シンプルタイプ

水回りで使うボウルやザルなどをまとめて収納。
出し入れもスムーズです。

ツールポケット（無）

斜め包丁差し

※画像はイメージです。

乾燥コース付

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・37点

ZWPP45R14LDS-T （シルバー）
はつ油加工

スリムタイプ

風量速調：３速

LED照明付

ZRS90ABM20FS(L/R)-T （シルバー）

2020.12

メラミン底板 メラミン底板

サイレントレール
収納 取手レス吊戸棚

取手レス・高さ700mm 可動棚板１段

扉開放防止部品付 サイレントダンパー付

扉開放防止部品 サイレントダンパー

ご提案仕様

シンクのキレイをお手伝い！

流レールシンク

新発想の「流レール」が生み出す水流
お料理中などに使う水が、ゴミや汚れを手前の
「流レール」に集めながら流れます。「流レール」に
入ったゴミは水流に押されて排水口に集まる仕組み。
調理中からシンクをキレイに保ちます。

お掃除ラクラク！とってもクリン排水口

クリンプレート

クリン網カゴ

シンクと継ぎ目がないから清潔な排水口
汚れやすい排水口をシンクと一体成型。継ぎ目が
ないのでお掃除がスムーズ。さらに美コートが汚れを
ガードします。

1枚板で継ぎ目のない
排水口。

1枚板で継ぎ目のない
網カゴ。

汚れに強い 親水性コーティングだから油汚れが浮き上がる！
水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。
汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。油汚れ、
水アカ等の落ちにくい汚れも落としやすくなりました。

※美コートは当社試験
条件で10年相当の
耐久性を確認して
おります。

シンク全体をカバー

排水口部分まで含めて
全面に美コート加工。
シンク全体を美しく保ちます。

お好みに合わせてワークトップをお選び頂けます。Check Point

すき間の無い「シームレス接合」

人工大理石のワークトップと組み合わせて上質なコーディネート
を選べます。ワークトップと同系色で揃えたり、アクセントに
使ったりと楽しめます。スペースが有効に使え、大きな鍋や
食器が置きやすいシンプルな「スクエア形状」も魅力です。

ステンレスワークトップ＋ステンレス流レールシンク（ＳＡ）

シンクとワークトップの接合部は
段差やすき間の無い
「シームレス接合」だから、
汚れがたまらず清潔さを保てます。

洗剤バスケット

ワークトップ＋シンクを人工大理石で
カラーコーディネート

選ぶのが楽しいカラーバリエーション！

人工大理石ＰＭシンク

人工大理石ワークトップ＋人工大理石シンク（ＰＭ）

ガラストップコンロ
加熱機器

ZGGVK6A18DSK-T （シルバー）

水無両面焼グリル ダブル高火力・トロ火

ガラストップ シールドバーナー

温度自動調節 サイドモールレス 乾燥コース付

プルオープンタイプ パネルタイプ

約5人分・37点

ZWPP45R14ADK-T （ブラック）

静かにしまるダンパー機構を標準搭載。
奥行すべてを引き出せるので、大容量でも
上からサッと出し入れできます。

上段引出し フロアコンテナ

Original edition

ステンレス エコキャビネット
風土に適した素材：ステンレスを標準装備

将来のキレイのために
・ ・

ほとんどのメーカーのキッチンは、木製の内部構造（キャビネット）で
作られています。ステディアは、ステンレスのキャビネットが標準装備。
その理由は、カビやニオイに強いステンレスの素材だから。
高温多湿の日本ではカビが発生しやすい環境がたくさんあります。
ましてや毎日のように調理に使うキッチン。
お手入れしにくい内部まで清潔に保つためステンレスにこだわっています。

構造自体がステンレス

普段お手入れしにくい場所だから、
湿気によるカビ、ニオイに強いステンレス構造。

キッチンライト
（LED）



① 扉カラー ⑦ 追加仕様　有 ・ 無

② 取手

③ 食器洗い乾燥機

④ キッチン高さ

⑤ ワークトップ/シンク

⑥ キッチンパネル

担当営業チェック欄

扉バリエーション

Ｓｕｅｄｅ

面材：ＦＦシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方抽象柄ＡＢＳエッジ

面材：ＦＦシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方単色ＡＢＳエッジ

□スエードチャコール□スエードホワイト

□ロッシュチャコール□ロッシュグレー

□トワルグレー □トワルブルーグレー

艶消し

□トワルローズ

□カーボンバーチ□クラシカルバーチ□ノルディックビーチ

スエード

Ｒｏｃｈｅ
ロッシュ

Ｗｏｏｄ
ウッド

Ｔｏｉｌｅ
トワル

ワークトップ/シンク

□クリアホワイト □ホワイトクラウド □モザイクベージュ

□スタッコグレー □プランシュウッド

□シルバー □ブラック

□人工大理石ワークトップ＋人工大理石シンク（ＰＭ）

キッチンパネル

□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

取手

Ｈａｎｄｌｅ

□ラインブラック

カラーシート
2020.12

艶消し

面材：ＥＢシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方単色ＡＢＳエッジ

艶消し

面材：ＦＦシート貼り化粧板（艶消し）
木口：四方木目調ＡＢＳエッジ

艶消し

□ロッシュ
チャコール

□トワル
ブルーグレー

□ネコアシブラック □ショートバーシルバー □ショートバーブラック

【鏡面仕上げ】

【マット仕上げ】

※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。

食器洗い乾燥機

□ステンレスワークトップ＋ステンレス流レールシンク

□流レールシンク（ステンレスＳＡ）□ステンレス（ドット柄）

□ルイスグレー□グレインホワイト

□ベージュ

【ワークトップ】 【シンク】

【ワークトップ】

【シンク】

□グレー□カームホワイト

□ルイスベージュ

□80cm □85cm(標準） □90cm

キッチン高さ

class 5



■ タイプ

2020.09

※イメージ写真の為、実物と異なる部分があります。

■ ベースキャビネット・ウォールキャビネット

ベーシックタイプ
（奥行き600mm／高さ850mm）

ベーシックタイプ
キャビネット内部は、仕切りがなく高さのあるスペース
なので、背の高い瓶や大きな鍋、調理機器など
も楽に収納できます。

キッチンパネル
耐熱性・耐久性にも優れたﾊﾟﾈﾙ。
サッと拭き取るだけでキレイになります。

■ 扉カラー（Ｓシリーズ／8色）

コンロ横引き出し
コンロ脇には、調味料を入れる
便利な小引出しを設けました。
（Ｗ1200には付きません）

引き出し

収納でよく使う小物をしまえます。
（Ｗ1200には付きません）

包丁差し
シンク下の扉裏側には
取り出しやすい包丁差しを装備。

扉解放防止部材
地震などの揺れを感知し、
扉を自動的にロック。
収納物の落下や散乱を防ぎます。

吊戸棚
高さはレイアウトに合わせて２タイプ
から選べます。（ショート・ミドル）
取手のないシンプルなデザインで
空間をスッキリと見せることができます。

シンプルな開き扉収納とビルトインコンロを標準装備。
お手頃な価格と使いやすさを両立したベーシックなタイプです。

□Ｗ１２００ □Ｗ１５００ □Ｗ１８００

■ ステンレストップ

ステンレストップ Ｗ1200の場合360ｼﾝｸ Ｗ1500の場合530ｼﾝｸ
Ｗ1800の場合530ｼﾝｸ

ステンコイニング
湿気や熱に強くキッチンに最適な素材ステンレス。
耐久性に優れ、キズが目立ちにくいコイニング加工で
長くキレイに使えます。

■ 装備品・キッチンパネル（調理機器は選択）

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ
強力排気のシロッコファン。
外風に影響されやすい場所
でも大丈夫。
（ＺＲＳ６０ＮＢＤ１２ＦＫＺ-Ｃ）

シングルレバー水栓
水量・温度調節が
レバー１本で可能。
水仕事がはかどります。
（ＫＭ5111ＣＬ）

コンロはＳｉセンサー搭載。「天ぷら油加熱防止」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」付で毎日の安心をバックアップ。
（ＺＧＡＺＺ３Ａ１２ＡＺＷ-Ｃ） （ＺＧＣＺＬ４Ｒ１６ＡＫＥ-Ｃ）

□Ｗ１２００
（1口グリルレス）

□Ｗ１５００・１８００
（2口片面焼きグリル付）

□Ｗ１２００
（1口グリルレス）

□Ｗ１５００・１８００
（2口グリルレス）

安全性・清掃性が人気のＩＨヒーター。
「過度過昇防止機能」「鍋なし自動オフ」
「電源自動オフ機能」装備。
（ ＺＺＣＨ１１Ｃ－Ｃ ） （ＺＺＣＳＨ２１７Ｂ）

左奥はラジエント

手元照明
LEDプルスイッチ
（ＺＺＬＨ５０８３２‐Ｃ）

□右シンク
□左シンク

■取手

コンパクトブラックコンパクトグレー

■扉カラー

スエードホワイト
(CAT)

スエードチャコール
(CAZ)

カルクローズ
(ECU)

カルクグレー
(ECG)

カルクブルーグレー
(ECV)

ペールウッド
(C4V)

モカウッド
(C4B)

チャコールウッド
(E4Z)

□クリアホワイト □モザイクベージュ□ホワイトクラウド

鏡面仕上げ

□プランシュウッド□スタッコグレー

※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。マット仕上げ


