LE
出し入れしやすさと収納力を考えた引き出しレイアウトです。
パワフル収納

頻繁に開閉する上段のカトラリー引き出しはワンアクションで軽く開け、大きく重いものは
中段の引き出しに集中させて腰をかがめる範囲が少なく、楽な姿勢で出し入れできる
レイアウトです。

調理キャビネット

▲

コンロキャビネット

シンクキャビネット

｢ソフトモーション｣
優しく閉まる

閉まる手前でクッションが効き、ゆっくりと
静かに閉まります。
■引き出しレール奥行き：45ｃｍ
■引き出し耐荷重：12kg
■引き出し底板：傷がつきにくいメラミン化粧板

２段引き出し

３段引き出し

２段引き出し＋どこでもパレット

背の高い鍋や大きな鍋を収納できます。
※コンロ小引き出し付き

中段に３Ｌ紙パックまでの背の高いボトルを
収納できます。※カトラリートレー付き

ざるやボウル、バット、小鍋など、シンク周り
で活躍するツールを効率よく収納できます。
※包丁差しは中段引き出しにあります。

｢どこでもパレット｣で、引き出し上部のデッドスペースを有効活用できます。
どこでもパレットとは？
棚板のように簡単に位置を変えられるのに、引き出して使える便利な収納。

無理な姿勢で手を伸ばす
ことなくさっと。

取っ手
ベースタイプ
シンク
引き出しレール
ワークトップ
水栓
コンロ
フード
食器洗い乾燥機
吊戸棚
照明
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ
天井幕板
サイドパネル

中段の収納物に
合わせて、
上下に
３段階（3㎝刻み）
に設置位置を
動かせます。

食器洗い乾燥機 (静音タイプ）
５人用（食器約40点）

浄水器内蔵水栓（ホース付・エコ）

排水口一体型 Ｂシンク
排水口一体型

接湯水栓（Ｃ1対応）

すっきりジョイント

防振シンク

エンボス加工

ステンレスシンクとワークトップの
接合部は天板にテーパー加工を
施すことにより、段差を抑え、
お手入れしやすくなっています。

水栓から落ちる水はね音
を軽減。水仕事中でも
リビング側とのコミュニケー
ションをじゃましません。

底面はもちろん側面すべて
にエンボス仕上げを施し、
こすれキズが目立ちにくく
なっています。

お手入れ簡単

EW-45R2S

むりなくエコ

耐荷重は10ｋｇ、収納奥行きは25.9ｃｍあり、収納力がいちだんとアップします。

※シンクキャビネットに搭載

画像はイメージです。

間口：２５５ｃｍ ベーシックプラン
（ベース）オリーブグリーン
（吊戸棚）オリーブグリーン
ライン取っ手
スライド収納タイプ
排水口一体型Ｂシンク
メーターＢＯＸ
（ソフトモーションレール）
人造大理石
（リミットホワイト）
浄水器内蔵水栓（エコ）
（K87580ＥＪＶ-ＢＨＴＡ)
パールクリスタルトップ ブラック
（RB31AW28P1R-VW）
薄型フード
(ASRL-3A-7517RSI)
EW-45R2S
照明スペース付吊戸棚
LED照明（DCL-40245W）
2.4×910×2,420㎜ 2枚
付き
ベース用・吊戸棚用 各1枚

引き出して使えて便利！

手前にスライドする引き出し式
ですので、無理な姿勢で手を
伸ばしたり、奥をのぞきこんだ
り、かがんだりする必要がなく、
さっと出し入れできます。

2550 size
扉

＋

棚板のように設置位置が
選べて便利！

すばやくキレイ

家事の軽減だけでなく、
手洗いに比べて
水や光熱費などが
半分以下と経済的です。
Ｋ87580ＥＪＶ-ＢHTＡ
ハンドル中央位置のクリック感で、水と湯をきちん
と使い分けられます。給湯器のムダな使用を防い
で節湯するので、ガスの消費を従来品（節湯Ｂ水
栓）の約３割抑制でき、ＣＯ２削減にも役立ちます。
【ろ材：活性炭/不織布 ろ過流量：2.5ℓ/分】

らくらく快適

ＬＥＤ照明（照明スペース付吊戸棚）

ロック機構

（シンク幅：約80ｃｍ）
ステンレス製洗剤カゴ付き

排水口もステンレスでシンク
との継ぎ目がなく一体化。
お手入れらくらくです。ステン
レス製ゴミカゴ付きです。

超薄型のシンプルフード

ガスコンロ[トップカラー選択可]

ＩＨクッキングヒーター

オール電化住宅

●通常の状態

RB31ＡW28●●●-ＶＷ

●振動中感知状態
DCL-40245W
［照明スペース付吊戸棚］
照明を取り付けるスペースを確保しました。
［ＬＥＤ照明］
Ｗ450×Ｄ85×Ｈ23
ＡＣ100Ｖ・消費電力12Ｗ

※設置状態、収納物、振動の状況等
によっては、性能を十分に発揮でき
ない場合があります。

揺れを感知したら自動的に扉をロック、収納物の
飛び出しを防止します。普段の開閉時はカチャカ
チャ音もなく静かです。

ASRL-3A-7517RSI

●揚げ物温度調節（右）
●炊飯・湯沸し機能（右）
●コンロタイマー（右）
●グリル調理タイマー

トップのカラーは、ミントグリーン・サクラ・ライトグレー・ブラック・ホワイトの
5色からお選びいただけます。

パールクリスタルトップ

水無し両面焼き

Ｓｉｾﾝｻｰｺﾝﾛ

ワイド火力バーナーを左右に搭載。
全口に温度センサーを搭載し、万一の時に
自動消火。硬質ホーローのダブルコーティングで
汚れが落ちやすく、衝撃にも強くなりました。

HT-K6S（K）

●上面ワンタッチ火加減操作
●タイマー（選択1か所）
●揚げ物温度調節（左右IH）
●オートパワーオフ（10分後）
●グリルオート調理（魚焼き3メニュー）

２口ＩＨ＋ﾗｼﾞｴﾝﾄ 水無し両面交互焼 光＆4温度ｾﾝｻｰ

火を使わないIHは安全性が高く、お部屋の空気
もクリーンなまま。本格調理が楽しめる大火力
なのに、とっても静か。高い熱効率で、電気代が
おトクです。

［2020年9月］
※商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

LE
幅広いインテリアテイストにぴったり合わせられる１５０パターンの扉。
あなたのお好きなコーディネートがワンプライスで選べます。
ぴったりコーディネート

①扉

明るいパステルカラーから重厚なダークカラーまで、バリエーションは多彩。ライフスタイルに合わせて３０色からお選びいただけます。

オリバホワイト
（Ｋ１Ｗ）

オリバブラウン
（Ｋ１Ｍ）

② 取っ手
New

キッチンの意匠性を高める
人造大理石製。

④ キッチンパネル

New

スマート取っ手
（25）

ブロード取っ手
（24）
縦方向に幅広く、厚みが薄
いブラック色の取っ手です。

③ ワークトップ

５パターンからお選びいただけます。

すっきりスマートなブラック色
の取っ手は幅広いコーディ
ネートに合わせられます。

ライン取っ手
（21）
機能性とデザイン性を兼ね
備えた、すっきりとしたライン
が特長です。

ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙ取っ手
（22）
充分な長さがあり、手を
かけられる位置が広く
なっています。

⑤ コンロ
３口ガスコンロ（パールクリスタルトップ）

ミントグリーン
ＲＢ31ＡＷ28P9Ｒ-ＶＷ

ライトグレー
ＲＢ31ＡＷ28P12Ｒ-ＶＷ

アーチ取っ手
（23）
つかみやすい太さがあり、
左右の出っぱりも少なく
作業
のじゃまになりません。

リミットホワイト（Ｎ）

ＩＨクッキングヒーター

ホワイト
ＲＢ31ＡＷ28P3Ｒ-ＶＷ

ＩＨクッキングヒーター
HT-K6S(K)
オール電化住宅

サクラ
ＲＢ31ＡＷ28P11Ｒ-ＶＷ

ブラック
ＲＢ31ＡＷ28P1Ｒ-ＶＷ

リミットベージュ（Ｆ）

営
業
担
当
チ
ェ
ッ
ク
欄

リミットグレー（Ｇ）

① 扉カラー

ＦＸ-３４２０Ｇ
（マーキュリー）

ＦＸ-８９９Ｇ
（スノーホワイト）

Ｗ００１
（グレインホワイト）

Ｇ００２
（グレイングレー）

⑥追加仕様

② 取っ手
③ ワークトップカラー
④ キッチンパネルカラー
⑤ コンロ

株 式 会 社 ゼロ・コーポレーション
印

承認済
承認日：

⑥ 追加仕様 有・無
年

月

日
［2020年9月］

※商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

