
従来のシンク

美・サイレント
   シンク

フロアコンテナ
システムキッチン クリンレディ 　　　Ｌａｂｏ　オリジナル　

美・サイレントシンク
キズがつきにくく、水アカすっきり！　美 ・ サイレントシンク

家族が集まるキッチンをより居心地良くする美しく、静かな

キッチン。新しい発想から生まれたシンクが実現します。

従来のシンク 美・サイレンシンク

従来では落としにくかった水アカなどのしつこい汚れも、
スポンジに中性洗剤をつけて洗うだけで簡単に落とし

やすくなりました。

セラミック系特殊コーティングで
　　　　汚れ落ちがいい！

従来のシンク 美・サイレンシンク

従来のフラットなシンク エンボス加工を施した美・サイレンシンク

今まであきらめていたシンク底面のキズが、よりキズつきにくく、
かつ目立ちにくくなりました。

精巧なエンボス加工で
 キズがつきにくい！

シンク裏の底面だけでなく前面や側面にまで

制振構造を広げ、サイレント性を高めました。
水はね音などが抑えられ、サイレント性アップ。

側面まで制振構造！

70dB

30dB

40dB

50dB

60dB

電話のレベル

忙しい事務所の中
普通の会話

普通の
事務所の中

柱時計の振り子

ささやき声

図書館の中

サイレントシャワー
水栓の場合

お手入れしやすい
　　｢排水口｣

普段のお手入れは、
浅型の排水口です
ので、簡単に

お掃除できます。

トラップ内の

「防臭パイプ」が
簡単に外せる新構造。

スポンジで簡単に
お掃除ができます。

ステンレスワークトップ 人工大理石アクリストン
美しさと丈夫さを備えた理想のワークトップを演出する、

人工大理石アクリストン。
汚れに強く、丈夫なステンレスの表面に、
キズがつきにくいコイニング加工を施しました。

ワイヤーラック

ステンレス製

サポートプレート

メッシュタイプ

ワイヤーラック

ステンレス製

サポートプレート

メッシュタイプ

選べるステンレスコイニング

ドット柄 砂目柄

選べる人工大理石

スノー
ホワイト

ナチュラル
ホワイト

フラワー
ホワイト

※扉：Cクラスのみ標準となります。

オールスライド収納

選べるワークトップ（ステンレス・アクリストン）

うきうきポケット

水音がさらに静か！

内部は深さがありたっぷり入りますが、
フルエクステンションなので奥まですべて引き出せます。

届きます

　エリア

 フロア

コンテナ

Work zone

Stock zone

よく使うものが、引き出しを引くと
同時にあがってきます。

シンクキャビネットの

うきうきポケットは、
包丁やラップ、ゴミ袋

などを収納することが
できます。

※扉：Cクラスのみ標準となります。

スパイスコンテナ フロアコンテナ サイレント

スパイス類も、
サッと片付けられます。

調理中はカウンターの上に、使用後は
コンテナごと引き出しにサッと収納できます。

日本のキッチン収納を変えた足元収納。
金属製だから出来る柔らかなラウンドフォルム。

適度な隙間 小物ポケット

取手アルミ製前板
アルミ製前板は耐久性抜群。衝撃や薬品
に強く、床の掃除も気兼ねなく出来ます。

上部の溝全体が取手です。
高い位置なので開け閉めがラク。

サイレントレール・

　　 サイレントドア
サイレントダンパーが
｢バタン｣という衝撃を
抑えて柔らかに閉まり

ます。

｢ガシャン｣と激しく

閉まらない安心設計。
収納物へのショックも
抑えます。

※ＳＫシンク（W82cm）もお選びいただけます。

※ＳＫシンク（W82cm）もお選びいただけます。

※カラーは１色のみとなります。



※掲載の写真は参考写真の為

 実際とは 異なる場合がございます

キッチン 標準仕様 

閉めたときのショックを吸収。

音がなくスムーズに閉められ

るサイレントダンパーを装着。

取手レス吊戸棚（扉開放防止部品付）

浄水器とシャワーホースを一体化しました。

浄水でもシャワーが使えます。

JA1031（タカギ製）

ZWPP45R09BDS-T

（リンナイ製：

 クリナップ品番）

フラットフェイスデザイン。

タワーウォッシャー、ソフト排気

モード、からっとキープ機能搭載。

K8750J（三栄水栓製）
ストレートラインを基調としたシャープ

なデザインのシャワーホース付水栓。

扉の裏側に手かけスペースとなるモールを

施した取手のないシンプルなデザイン。

選べるワークトップ（ステンレス）

スウィーツシリーズ

〈イメージ〉

RH-75NSSE（フジオー電気製：クリナップ品番）

フラットスリムレンジフード

★オール電化仕様

Ｃクラス 選べるワークトップ（ステンレス・アクリストン）

ムーブルシリーズ

ピュアブルー（CBU）

水無し両面焼きグリル付
ＩＨクッキングヒーター

選べるキャビネット高さ

背の高さにぴったり合ったキャビネットは

身体に負担がかからず使い勝手抜群！

80 85 90

８０・８５・９０ｃｍの
３タイプを標準設定。

cm cm cm

プルオープン食器洗い乾燥機 オールインワン浄水栓 シングルレバー混合水栓

選べる扉カラー（2クラスの扉カラーからお選び頂けます／扉カラー：24色 取手：2タイプ）

ライン取手

バー取手

ライン取手

バー取手

コスメシリーズ

ライン取手

バー取手

ルナシアシリーズ

ﾙﾅｼｱｸﾞﾚｲｯｼｭﾎﾜｲﾄ（CPJ） ﾙﾅｼｱｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ（CPK） ﾙﾅｼｱｸﾞﾚｲｯｼｭﾋﾟﾝｸ（CPM）

ﾙﾅｼｱｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ(CPL） ﾙﾅｼｱｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾙｰ（CPN）

ライン取手

バー取手

２

３

４５

６

１

４

２

５

３

６

シンプルでスリムな

デザイン。フード内面や

整流板はお手入れが

ラクな「はつ油」加工。

★ガス併用仕様

アクリストン

 選択

 選択

●シルバートッププレート

●オール上面操作

●調理タイマー 
●揚げもの温度コントロール 

●安全機能付

●自動両面焼き水無しグリル

ZEFZR6B10SSS-E

１ .2kw

３ .0kw ３ .0kw

ＩＨヒーター

クイックラジエントヒーター

ＩＨヒーター

１

（三菱製：クリナップ品番）
鋼板前幕板

タイプ

ダクト

タイプ化粧前幕板タイプ

Ｂクラス

素材シリーズ

ライン取手

バー取手

ホワイトレザー（ＣＢＡ） ブラックレザー（ＣＢＧ） リネン（ＣＢＢ）

ライトウッド（ＣＢＩ） ダークウッド（ＣＢＨ）

アンニン（ＣＫＱ） プリン（ＣＫＲ）

アップル（ＣＫＶ） ビターチョコ（ＣＫＹ）

ライン取手にはタオル

掛けが付きます。

ライン取手にはタオル

掛けが付きます。

ムーブルナチュラル（ＣＭＣ） ムーブルミディアム（ＣＭＤ）

ムーブルダーク（ＣＭＥ）

コスメベージュ（ＣＣＤ） コスメグリーン（ＣＣＦ） コスメチャコール（ＣＣＱ）

コスメイエロー（ＣＣＧ） コスメアプリコット（ＣＣＨ） コスメレッド（ＣＣＰ）

コスメホワイト（ＣＣＣ）

ドット柄 砂目柄ステンレス

ドット柄 砂目柄ステンレス アクリストン ナチュラルホワイトスノーホワイト フラワーホワイト
 シンクキャビネットには

うきうきポケットが付きます。

※オイルトレーは付いてません。

●パールクリスタルトッププレート

●温度調節機能 ●湯沸かし機能

●炊飯機能 ●グリル調理タイマー

●焦げつき消火機能

●全コンロ消し忘れ消火機能

●グリル過熱防止センサー

RB31AM2K（1/3/12）RｰVL

１ .27kw
 強火力
バーナー

２ .97kw

 標準
バーナー

小バーナー

水無し片面焼きグリル付
パールクリスタルトップコンロ

４ .2kw

（リンナイ製）

トッププレート【ホワイト/3】

【ブラック/1】

【ライトグレー/12】

トッププレート【シルバー】



１.27kw

４.2kw

  標準
バーナー

２.97kw

 高火力
バーナー

全口センサー両面焼きグリル付
クリアトップコンロ（W:600/グレートップ）
ZGGRL6R08ASG-K（リンナイ製：クリナップ品番）

●２層ホーロートップ
●グリルタイマー
●シールドバーナー
●温度調節機能
●チャイルドロック
●両面無水グリル

●全口立ち消え安全装置
●グリル加熱防止センサー
●コンロ消し忘れ消火機能
●天ぷら油加熱防止
●焦げ付き消火機能
●スムーズグリル扉開閉

フロアコンテナ
システムキッチン クリンレディ 　　　Ｌａｂｏ　オリジナル　

※オールメタル時 
　　　　２.５kw

アルカリイオン整水器

目的に合わせて3種類の水が選べます。

TKB6100DCL（松下製）

水無し自動グリル付
ＩＨクッキングヒーター（W:600）
ZEFZR6B07SSS-E（三菱製：クリナップ品番）

洗エールレンジフード
扉面材仕様（間口90cm）

レンジフード

整流板から入り込んだ油煙が
｢リーフプレート｣と｢プレート

パネル｣によって乱流が発生。
油分やホコリが油煙から飛び
出し｢リーフプレート｣で捕集ます。

業界初、フィルター自動洗浄

※水道水以外の水は、
   ご使用できません。

フィルター部で油をしっかり｢とっても｣、

お掃除が｢とっても｣簡単なスリムタイプ。

吊戸棚

インテリア性と機能性に富む人工大理石アクリストンは、
ワークトップは、美しさと丈夫さを備えた理想の
ワークトップを演出します。

人工大理石ワークトップ

手の届きにくかった部分の収納物を
さっと手元に下げられます。

調味料棚タイプ

間口45cm
２段の調味料棚付タイプ。
使用頻度により上下を
使い分けると便利です。

間口45cm
ハンディな調理器
具を掛けておける

レードルラック。

レードルラックタイプ

正面に立たなくてももの
が見やすく、取りやすい
収納庫です。

高い位置の収納スペースが、ボタン操作
で手の届く位置までスムーズ昇降。プルダウン吊戸棚 ムーブダウン吊戸棚

前面は収納棚に

なっています。

間口90cm

ムーブダウン吊戸棚

間口90cm（照明付）軽い力で引き下ろせる重量調整
機能付き。よく使う調理器具などを
気軽に入れ、必要なときにラクに
取り出せます。

〈自動洗浄ユニット〉

セルフクリーニングタンク
にぬるま湯を給水して
スイッチを入れると、
フィルターを自動洗浄。

整流板は親水性塗装を施し
お掃除の手間を軽減。

アルカリイオン整水器

人工大理石アクリストンシンク

１.2kw

２.5kw

ラジエントヒーター

ＩＨヒーター

●オール上面操作　　　　     
●湯沸かしキー   　　
●調理タイマー　　　　　　　　 
●チャイルドロック　　　　　    　
●空焼き自動停止機能
●揚げ物温度調節　　　 　　

（収納時）

※タイプごとに間口75cm設定あります。

※シルバー/ホワイトの選択が出来ます。

加熱機器

総トリハロメタン等を除去して
ご家庭の水道水を安心して
使えるおいしい水に。お料理や
健康づくりにアルカリイオン水、
美容をサポートする弱酸性
イオン水、通常の浄水を含め、
3種類の水が選べます。

アイエリアボックス

調味料棚タイプ

間口45cm

水切りカウンタータイプ

調理後は

しまってスッキリ。

吊戸棚の下にスッキリ収納できる
便利な収納・便利なスペースです。

間口90cm（照明付タイプ）
補助カウンターとして使用できる
水切り棚は、ステンレス製でお手

入れもカンタン。水受けトレーも
付いています。

本体高さは１４ｃｍとスリムながら
調味料ポットとキッチンペーパー

がまとめて収納でき、必要な時に
だけサッと手元まで降ろせます。

プッシュムーブ

（収納時）

※タイプごとに間口75cm設定あります。

収納タイプ 水切りタイプ

間口90cm（照明付）
火まわりや調理スペースで使用頻度の

高いものの収納に適したタイプ。加熱調
理の最中に、調理ポットに手が届きます。

水まわりでの使用に適したタイプ。

下段は水切りや、配膳前の一時置き
スペースとして活用。

〈立体構造フィルター〉

とってもクリンフード
扉面材仕様（間口90cm）
新フィルター構造は穴が開い
ていないプレート形状で目詰
まりすることなく、お手入れ
が簡単。

シンクに入る程
小さいサイズの

整流板。

穴が開いてい
ないプレート形状

の新フィルター。

クリアホワイト クリアベージュ クリアピンク

クリアグリーン クリアイエロー クリアブルー

クリアグレー クリアダーク クリアナチュラル
※扉：Ｃクラスのみ標準となります。

ミスト
ホワイト

フロスティ
ホワイト

ミスト

ベージュ

フロスティ
ベージュ

グラニット
ブラック

スノー

ホワイト

ナチュラル

ホワイト

うきうきポケット

よく使うものが引き出しを引くと

手が届く位置までスライドアップ。

間口90cm（照明付タイプ）

シンク
キャビネット

ベース

キャビネット

コンロ

キャビネット フラワーホワイト

ＩＨヒーター

２.5kw

１.27kw

４.2kw

  標準
バーナー

２.97kw

 高火力
バーナー

小バーナー

全口センサー片面焼きグリル付
クリアトップコンロ（W:600/グレートップ）
ZGFZL6R07MSG-E（リンナイ製：クリナップ品番）

●２層ホーロートップ
●グリルタイマー
●シールドバーナー
●温度調節機能
●チャイルドロック
●片面有水グリル

●火加減クッキリ２色サイン　　　　　
●魚焼きメニュー４種類　　　
●切り忘れ防止機能
●温度過昇防止機能
●温度注意ランプ表示　　　　　　　　

●全口立ち消え安全装置
●グリル加熱防止センサー
●コンロ消し忘れ消火機能
●天ぷら油加熱防止
●焦げ付き消火機能

小バーナー



※掲載の写真は参考写真の為

 実際とは 異なる場合がございます

キッチン オプション 

片面フロアカウンター
作業の補助スペースとしての機能も組み合わせた収納システム。
使い勝手のよい場所にレイアウトしましょう。

１段引き出しタイプ

３段引き出しタイプ
●間口：３０・４５・６０・７５・９０ｃｍ

調理小物などをしまえる広めの引き出し。

[奥行５５cm] [奥行６５cm]

３段引き出しタイプ
●間口：３０・４５・６０・７５・９０ｃｍ

キッチン小物や食品ストックなどを

効率よく収納することができます。

１段引き出しタイプ
●間口：４５・６０・９０ｃｍ

配膳準備などのほか、引き出しに文具

や家計簿などを入れて、デスクスペース

としても使えます。

フロアコンテナ付

３段引き出しタイプ
●間口：４５・６０・９０ｃｍ

小物や皿板などを効率よく

しまえる浅めの３段引き出し

と、フロアコンテナのコンビ
ネーションです。

片面ハイフロアカウンター
家電などを使いやすい高さに置ける収納システム。
配膳のときの一時置きなどにも活用できます。

●間口：１３０・１５０ｃｍ奥行：４５ｃｍ

蒸気排出ユニットが付いているので、スライド台を

引き出さずに炊飯や湯沸かしができます。ストック

品も取り出しやすい内引き出し付。

[奥行４５・５５cm]

[奥行４５cm]

●間口：３０・４５・６０・７５・９０ｃｍ

背の高い瓶などをひとまとめにして

すっきりと収納できます。

[カウンター高さ８５cm]

[カウンター高さ１００cm]

家電収納庫引き出しタイプ
●間口：６０・７５・９０ｃｍ●奥行：４５・５５ｃｍ

家電をまとめて置けるコンセント付き。

家電収納庫オープンタイプ
●間口：６０・７５・９０ｃｍ奥行：４５・５５ｃｍ

家電収納庫の下に組み込めるワゴン。

オープンレイアウト用引き出し
●間口：４５・６０・７５・９０ｃｍ奥行：４５・５５ｃｍ

ワゴンのほか、スツールを備えると便利です。

ライザー付２段引き出し
●間口：３０ｃｍ奥行：５５ｃｍ

投入口が大きく、取り出し口が高い使いやすい設計です。

１段引き出しタイプ
●間口：３０・４５・６０・７５・９０ｃｍ奥行：４５ｃｍ

キッチン小物を効率よく収納可能。

４段引き出しタイプ
●間口：３０・４５・６０・７５・９０ｃｍ奥行：４５・５５ｃｍ

キッチン小物や平皿などを効率よく収納できます。

コーナー用家電収納庫タイプ

片面カップボード
食器を効率よく収納出来るシンプルなカップボード。
シースルータイプもご用意しました。

[奥行４５cm]

●間口：４５ｃｍ ●間口：６０・７５・９０ｃｍ
中台面材扉タイプ 中台面材扉タイプ

中台

シースルー

扉タイプ

中台

シースルー

扉タイプ

●間口：４５・６０・７５・９０ｃｍ
シースルー扉タイプ

上台

中台

下台

上台

中台

下台棚板タイプ 下台内引き出しタイプ

システムエリア収納
キッチン小物や食べかけの
おかしなど、雑多な小物類を
サッと隠すことができます。[奥行４５cm]

作業をサポートするさまざまな
機能をひとまとめにし、便利で
快適なキッチン収納を実現します。

バーチカルスライド収納

引き戸には、閉めるときの音や衝撃を

和らげるダンパー機構を採用しています。

サイレントスライダー

高い位置のモノを取るとき

の踏み台としても活用でき

ます。引き出すと動かない

よう自動ロック。

ステップコンテナ

全面を棚収納として

使えるのでたっぷり

しまえ、使いやすさも

バツグン。

引き戸収納

引き出しにサイレント

レールを搭載し、開閉
時の衝撃を軽減。

食器を重ねてしまって

も安心です。

食器収納

サイレント仕様の内引き出し付。

内引き出しサイレントレール

[奥行４５・５５cm]

●間口：６０・７５・９０ｃｍ
フラップ扉吊戸棚

奥行：４５・５５ｃｍ

●間口：６０・７５・９０・１２０
オープン中台

・１３５ｃｍ奥行：５５ｃｍ

●間口：６０・７５・９０ｃｍ
家電収納庫

奥行：４５・５５ｃｍ

●間口：９０・１０５・１２０ｃｍ
上部

奥行：４５・５５ｃｍ

●間口：６０・７５・９０・１０５ｃｍ
ステップコンテナ付４段引き出し

奥行：４５・５５ｃｍ

●間口：９０・１０５・１２０ｃｍ
フリー収納タイプ

奥行：４５・５５ｃｍ

●間口：９０・１０５・１２０ｃｍ
小物収納タイプ

奥行：４５・５５ｃｍ


