キッチン

カーサ・ヴェルディ 標準仕様

※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。 （当社指定品）

システムキッチン エーエス
Ｉ型 間口2550mm

誰もが使いやすく、快適に作業ができる道具でありながら、さまざまな
条件に合わせてオリジナル空間の創造を実現するシステムキッチン。

ラクリーンシンク

蛇口一体型浄水器

汚れにもキズにも強い、高機能なステンレスシンク。

「みず工房クローレ」

※ＣＧ合成によるイメージ画像です。

ワークトップとの継ぎ目や排水口など、お掃除
しにくいポイントの形状を見直すことで、毎日の
お手入れをラクにしました。

水と湯水混合の境目は
「カチッ」とクリック感で
お知らせ。

従来排水口

ＪＹ１０６ＭＮ

排水口のリングをなくし、
内側もステンレスで仕上げ
ているのでお手入れが
簡単です。

深さ18ｃｍ

水とお湯を使い分けて
無意識なエネルギーのムダをカット！

浄水器ごと蛇口が引き出せるのでシンクのお掃除に便利！
水形4段切替
吐水口の先端を
スライドすることで
切替ができます。

シンクの裏面に振動を軽減する素材を貼ることで、
水ハネ音を抑えた静かなシンクです。

浄水ｼｬﾜｰ 浄水ｽﾄﾚｰﾄ 原水ｼｬﾜｰ 原水ｽﾄﾚｰﾄ

キャビネット
ポケットとシェルフを組み合わせた収納。スムーズに取り出せて作業がはかどります。
ワークトップ高さ850mm

扉カラー

ラクに手が届く
アシストシェルフ

SWKJLH

ワークトップのおすすめ高さは、身長（cm）÷2＋5ｃｍが目安です。

引出しと一緒に出て
くるシェルフ。かがま
ずラクな姿勢で取り
出せます。

水や汚れの染み込みを防止する表面処理により、汚れをサッとふき取れます。
■ＢＯシリーズ

■Ａ８シリーズ

ダークローズ

ライトウォルナット

ホワイトゼブラ

カーマインレッド

クリスタルホワイト

よく使う道具にサッと手が
届いて、ラクに取り出せる
アシストポケット。シェルフ
とストッカーの立体構造で
たっぷり収納できます。
シェルフ
ポケット

ウォルナット

チェスナット

ブラックウォルナット

メープル

レンジフード

中段引出しと、ストック品の収納
に便利な下段引出しを使いやす
い高さで設定。
ソフトモーションレール

ストッカー

■Ｂ２シリーズ

ガスコンロ

スライドストッカー

シンク側

サッと取り出せる
アシストポケット
包丁やまな板、ラップ
など使用頻度の高い
ものをすっきりと収納。

コンロ側

滑らかに引き込む機構と、いっぱいまで引き
出せる構造を採用した高品位なレール。

食器洗い乾燥機

チェリー
３口コンロ・無水両面焼グリル

節電コース

ハーマン製

取手

ラインＱ

ロングハンドルＫ

スリムラインＲ

シルバー

シルバー

シャインニッケル

ワークトップ

キッチンパネル MEシリーズ

耐久性に優れた人造大理石トップ

目地のないフラットなキッチンパネル

・優れた耐熱性を実現。
・汚れが染み込みにくい。

ベーシックホワイト

ファインホワイト

トランスリュームホワイト

油汚れが簡単に
拭き取れ、手間を
かけずに美しさを
長く保てます。

予約タイマー

オイルスマッシャー機構
が油の侵入をブロック。
フード内部の面倒なお掃
除から解放してくれます。
ＣＬＳタイプ ＣＬＳ-９４１ＳＩ

乾燥キープ
ソフト排気

■前面のみ扉同色化粧パネル。
シルバー

食器収納点数：約40点（約5人分）
運転コース：4コース

パナソニック製

・フードや整流板をサッと拭き掃除。

Ｈ３６３４Ａ０Ｗ２ＶＸ

レンジフード連動なし

天板 ： シルバー ガラストップタイプ
フェイス ： シルバー
Ｓｉ機能

・調理油過熱防止機能
・ｺﾝﾛ・ｸﾞﾘﾙ消し忘れ消火機能
・早切れ防止機能
・立ち消え安全装置

・回転ディスクのお手入れは
３ヶ月に1回程度でＯＫ。
・ＬＥＤ照明で経済的。
高速回転するディスクが吸い込んだ油煙を
空気と油に分離。油は遠心力で飛ば
されオイルトレーへ。お掃除が
いちばん面倒なファンには油が
ほとんど届きません。

浅型タイプ（扉材仕様）
ＮＰ-４５ＲＳ６ＷＪＣＤ

キッチン

カーサ・ヴェルディ 標準仕様

※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。 （当社指定品）

システムキッチン エーエス
Ｉ型 間口2550mm

誰もが使いやすく、快適に作業ができる道具でありながら、さまざまな
条件に合わせてオリジナル空間の創造を実現するシステムキッチン。

ラクリーンシンク

蛇口一体型浄水器

汚れにもキズにも強い、高機能なステンレスシンク。

「みず工房クローレ」

※ＣＧ合成によるイメージ画像です。

ワークトップとの継ぎ目や排水口など、お掃除
しにくいポイントの形状を見直すことで、毎日の
お手入れをラクにしました。

水と湯水混合の境目は
「カチッ」とクリック感で
お知らせ。

従来排水口

ＪＹ１０６ＭＮ

排水口のリングをなくし、
内側もステンレスで仕上げ
ているのでお手入れが
簡単です。

深さ18ｃｍ

水とお湯を使い分けて
無意識なエネルギーのムダをカット！

浄水器ごと蛇口が引き出せるのでシンクのお掃除に便利！
水形4段切替
吐水口の先端を
スライドすることで
切替ができます。

シンクの裏面に振動を軽減する素材を貼ることで、
水ハネ音を抑えた静かなシンクです。

浄水ｼｬﾜｰ 浄水ｽﾄﾚｰﾄ 原水ｼｬﾜｰ 原水ｽﾄﾚｰﾄ

キャビネット
ポケットとシェルフを組み合わせた収納。スムーズに取り出せて作業がはかどります。
ワークトップ高さ850mm

扉カラー

ラクに手が届く
アシストシェルフ

SWKJLH

ワークトップのおすすめ高さは、身長（cm）÷2＋5ｃｍが目安です。

引出しと一緒に出て
くるシェルフ。かがま
ずラクな姿勢で取り
出せます。

水や汚れの染み込みを防止する表面処理により、汚れをサッとふき取れます。
■ＢＯシリーズ

■Ａ８シリーズ

ダークローズ

ライトウォルナット

ホワイトゼブラ

カーマインレッド

クリスタルホワイト

よく使う道具にサッと手が
届いて、ラクに取り出せる
アシストポケット。シェルフ
とストッカーの立体構造で
たっぷり収納できます。
シェルフ
ポケット

ウォルナット

取手

チェスナット

ブラックウォルナット

メープル

ロングハンドルＫ

スリムラインＲ

シルバー

シルバー

シャインニッケル

目地のないフラットなキッチンパネル

・優れた耐熱性を実現。
・汚れが染み込みにくい。

ベーシックホワイト

食器洗い乾燥機

２口ＩＨ＋ラジエント スタンダードタイプ
（両面焼グリル）
日立アプライアンス製

キッチンパネル MEシリーズ

耐久性に優れた人造大理石トップ

滑らかに引き込む機構と、いっぱいまで引き
出せる構造を採用した高品位なレール。

チェリー

ラインＱ

ワークトップ

レンジフード

中段引出しと、ストック品の収納
に便利な下段引出しを使いやす
い高さで設定。
ソフトモーションレール

ストッカー

■Ｂ２シリーズ

ＩＨヒーター

スライドストッカー

シンク側

サッと取り出せる
アシストポケット
包丁やまな板、ラップ
など使用頻度の高い
ものをすっきりと収納。

コンロ側

ファインホワイト

トランスリュームホワイト

油汚れが簡単に
拭き取れ、手間を
かけずに美しさを
長く保てます。

節電コース
予約タイマー

オイルスマッシャー機構
が油の侵入をブロック。
フード内部の面倒なお掃
除から解放してくれます。
ＣＬＳタイプ ＣＬＳ-９４１ＳＩ

ＨＴＨ６０ＳＳＤ

レンジフード連動なし

ﾌｪｲｽ・ﾄｯﾌﾟ ： ｼﾙﾊﾞｰ
光・温度センサー

鍋無し自動OFF

光ｾﾝｻｰとサーミスタ
鍋がない場合約1分
で鍋底の温度を検知。 後に加熱を停止。
揚げ物少量油OK
ｾﾝｻｰが温度を見張
るので少量油でも揚
げ物ができます。

過熱防止機能
鍋底温度が異常に上
昇すると自動で通電を
ｺﾝﾄﾛｰﾙします。

乾燥キープ
ソフト排気

■前面のみ扉同色化粧パネル。
シルバー

食器収納点数：約40点（約5人分）
運転コース：4コース

パナソニック製

・フードや整流板をサッと拭き掃除。
・回転ディスクのお手入れは
３ヶ月に1回程度でＯＫ。
・ＬＥＤ照明で経済的。
高速回転するディスクが吸い込んだ油煙を
空気と油に分離。油は遠心力で飛ば
されオイルトレーへ。お掃除が
いちばん面倒なファンには油が
ほとんど届きません。

浅型タイプ（扉材仕様）
ＮＰ-４５ＲＳ６ＷＪＣＤ

