
パナソニック キッチン 

パナソニック キッチン  リビングステーション Ｓ－ｃｌａｓｓ    Ｌａｂｏ標準仕様 

ホワイトポローニャ〔FZ〕 ミディアムチーク〔FJ〕 ブラウンチーク〔FN〕 

パールホワイト〔FF〕 パールイエロー〔FY〕 パールキャロット〔FL〕 パールボルドー〔FD〕 

ベージュ〔UQ〕 

ダークポローニャ〔FV〕 

ＳＦ３０シリーズ 

和を感じるカラーと 

繊細な横木目柄。 

上品な 

メタリック調仕上げ。 

明るく清潔で、 

シンプルな色合い。 

天然木に近い繊細で
ナチュラルな表情。 

オリーブグリーン〔LZ〕 

ＳＥ２０シリーズ 

レッド〔LA〕 

エクセルダーク〔ED〕 エクセルミディアム〔EM〕 

明るくクリアな色合い
でつやのある光沢扉。 

ダークグレー〔HZ〕 

 

落ち着いたモノトーン 

でシンプルな空間に 

仕上げます。 

ＳＨ１０シリーズ 

扉 柄 

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。 

「システムキッチン」から 

「リビングステーション」キッチンへ。 

ＳＦ３０シリーズ 

ＳＵ３０シリーズ 

ＳＬ２０シリーズ 

ライン取手 

●人造大理石カウンター【ぺブルホワイト】 ●ステンレスカウンター【エンボス仕上げ】 

カウンター 

※エンドパネル、フード横幕板は含まれておりません。 

G30 

G20 

G10 

ハンドル取手 

選
択
可 

取っ手 

※上記のキッチンは標準仕様とは異なります。 

ブルー〔UZ〕 イエロー〔UY〕 ピンク〔UP〕 ホワイト〔UF〕 

ブラウン〔UV〕 

エクセルライト〔EL〕 エクセルホワイト〔EF〕 

モーブグレー〔LJ〕 

ベージュ〔LB〕 ビューティホワイト〔LW〕 

オ 

ー 

ル 

電 

化 
 

仕 

様 

ガ 

ス 
 

仕 

様 



除菌ミストの３大洗浄力 
 １．洗浄パワー     大粒ミスト大量発生で酵素の力をフルに発揮 

 ２．省エネ・節水・節約 手洗に比べ水は1/6節水、CO2は22％ 

                 削減、年間16,700円の節約 

 ３．たっぷり収納力   食器約6人分＋鍋・フライパンを余裕でセット 
 

パナソニック キッチン 

パナソニック キッチン  リビングステーション Ｓ－ｃｌａｓｓ    Ｌａｂｏ標準仕様 

スタンダードグレード 

425mm 

ユニット内底板 
チャコールグレー 

静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構ユニット 

フルオープンレール 

■スライドタイプ 使いやすく、容量たっぷりの新・立体収納。 

ソフトクロージング機構 

●シンク下スライド 
シンク内引き出し付き。包丁差し・まな板スタンド
を装備。 

●加熱機器下スライドストッカー付 
調理器具を立てて収納。多目的ボックス・ボトル
トレイを装備。 

●スキマレスシンク （ステンレスＭタイプ） 

カウンターとの段差が小さく、 

継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。 

幅787×奥行最大480/最小403×深さ200mm 

●一体型浄水器 
 ㈱タカギ製 ●アルミライン取手用タオル

掛けお好みの位置に設置で
きます。（着脱可能） 

●ウォールユニット  
 高さ 700mm  （基準） 
 

（600mm、500mmも選択可） 
 

700mm 高さ500mm 600mm 

フロアユニット 

シンク 

カラン 

ウォールユニット 

タオル掛け 

900mm 

カウンター高さ 

850mm 

800mm 

加熱機器（ＩＨヒーター） 

レンジフード 

●IHクッキングヒーター  
 ＪＮＳD32AS  幅600mm 
２口ＩＨ＋ラジエント 【シルバー色】 
鉄・ステンレス対応 ロースター  
天面操作 水あり両面焼きグリル  

※換気連動はありません。 

天面操作 
楽な姿勢で火力調節ができます。 

●食器洗い乾燥機  
 除菌パワーミスト  扉材仕様  上面操作  

食器洗い乾燥機 

●さっとれるフード  
 （シロッコファン） 

 【シルバー色】 

照明付 常時 常時換気機能付 

薄型で出っ張りの少ない 

「さっとれるフード」 
デザインすっきり、お手 
入れラクラク。 
 
  

有機親水コーティング 

採用で、整流板の表面 

やフードカバーは濡れ 

ふきんでさっと拭くだけ 

でキレイに。 

油をはじき、こびりつきを 
ブロックする 

「2種類のｺｰﾃｨﾝｸﾞ」 

スキマレスシンク 

シンクとカウンターの継ぎ目 排水口 

スキマをなくして 
汚れにくくお手入れがラクに。 

スキマレス シンク 

（ステンレスタイプ） 

光火力センサーで 

鍋底温度を瞬時に 

検知。鍋ふりでトップ 

プレートから離しても 

素早い温度復帰で 

火力が落ちません。 

安定した高火力で 

炒め物やチャーハン 

も仕上がりが違い 

ます。 

排気口をスリム化し蒸気は 
約４５℃の低温度を実現しました。 

ソフト排気温システム搭載 

ファンもラクに取り外せて 

洗えます。 

耐震ロック 

安全性に配慮して標準装備 
しています。ユニットが震動 
すると自動的にロック。 

※耐震ロックは、地質、建物の構造、 
階数、ユニットの使われ方などにより 
性能を充分に発揮できない場合があ 
ります。 

※食洗機の位置は中央部分となります。 

※ハンドル取手には取付け 
 できません。 

※扉面材と同色幕板はｵﾌﾟｼｮﾝとなります 

汚れセンサー、食器量センサー 
が汚れと食器量を検知。 
さらに節水・さらに省エネ。 

エコナビで、ますます省エネ。        エコナビとは・・・センサーの働きで自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。 

※水栓金具はお好きなﾀｲﾌﾟをお選びください。 

加熱機器（ガスコンロ） 

1.28kW 
(1,100kcal/h) 

2.97kW 
(2,550kcal/h) 

4.20kW 
(3,610kcal/h) 

プッシュ＆ 
レバー式 

外炎式 

●ガスコンロ 【シルバー色】 
             幅600mm 
ガラストップ（結晶化ガラス） 
水あり片面焼グリル 
全口センサー搭載Siセンサーコンロ 

※換気連動はありません。 1.83kW 
(1,575kcal/h) 

グリル： 

（注）タカギ製を採用しております。 
  

ﾗｼﾞｴﾝﾄ 
1.25kW 

IH 

3.0kW グリル： 

IH 

3.0kW 
1.55kW 

「調理センサー」でコンロ上の温度 
を検知し、調理に合わせて風量 
を最適に調整します。 
照明にはLED照明で消費電力が 
蛍光灯に比べて約57％削減。 
 

エコナビ 

センサー 

検知範囲 

 

●ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓 
JNKM5031TPC 



パナソニック キッチン  リビングステーション Ｓ－ｃｌａｓｓ    Ｌａｂｏオプション仕様 

●スキマレスシンク（クリアＲタイプ） 

インテリア性を高めた美しいシンク。 

カウンターとの段差が小さく、隙間が
少ないので汚れが溜まりにくい。 

普段のお手入れは拭くだけで簡単。 

カラーバリエーション 

クリアホワイト 

クリアグリーン クリアイエロー 

クリアオレンジ クリアベージュ 

クリアグレー 

40
5m

m
 800mm 

51
5m

m
 

深さ190mm 

スキマレス シンク 

フロア用 

ウォール用 

トール用 

パナソニック キッチン 

シンク同色の洗剤ラック 
を標準装備しています。 
（素材は異なります。） 

熱や衝撃に強くてやさしい素材 
（エポキシ系樹脂）です。 

熱湯はもちろん、うっかり熱い鍋を置いても、変色や変形 
しにくい素材です。また缶詰などを落としても、衝撃に強い 
素材です。 

排水口一体成型 

生ごみが集まり 
やすく捨てやすい 

「網カゴ（ささっと仕様）」 

２重の凹凸加工で傷がつきにくく、表面の特殊 
コーティングが、水垢や汚れをブロック。簡単な 
お手入れできれいに保てます。 

●スキマレスシンク  

（ステンレスＭタイプ） ささっと仕様 

スキマをなくして、お手入れはサッと拭くだけ。 
幅787×奥行最大480/最小403×深さ200mm 

クリアＲタイプ ステンレスシンク ささっと仕様 

●ソフトダウン ウォールユニット 

 本体  ＪＮ０９０ＳＤ７ＡＴ  Ｗ＝９００ 

 収納棚を目の前まで降ろして、必要 

 なものがすぐ取り出せます。（手動式） 

ソフトダウン・ウォールユニット 電動昇降水切り 

※イメージです。 

ソフトダウン・電動昇降水切り
取り付け位置 

●電動昇降水切り 

 ＪＮ□□Ｄ０９０ＺＲ７Ｔ Ｗ＝９００ 照明付 

 調理道具の水切り・収納に便利な 

 昇降式 水切り棚。 

人造大理石カウンター エンドパネル（キッチン用） 

デューングレー ビューホワイト ライムベージュ 

トール用 

フロア用 

ウォール用 

カウンターとシンクのスキマ
が無く、やさしいアール形状
なのでコーナー部のお掃除が
カンタンにできましう。 

予熱おまかせ機能 
つき光火力センサー 
（左右ＩＨ） 

天面操作：ガラスタッチ式 
ボタンが光って手順を案内 「光る天面ナビ」  

   ＩＨクッキングヒーター 3口IH シングルオールメタル対応            

●IHクッキングヒーター ＪＮＳLＴ６０ＭＳＫ 
幅600mm  ３口ＩＨ 【ウォームシルバー色】 
ロースター  カンガルーポケット・天面操作  
光火力センサー（光・揚げ物温度調節） 
水なし/水あり自動判別 
焦げ付きセンサー、吹きこぼれセンサー。 

ﾋｰﾀｰ入/切とﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞが連動 換気連動システム 

●Ｗ７５０ ＪＮＳLＴ７５ＭＳＫ  
 の場合、 フードＷ９００ 

シングルオールメタル対応  右手前ＩＨのみオールメタル対応                                

揚げ物の温度検知制度
がアップ。フライパンや 
小鍋など、付属鍋以外 
の金属鍋でも揚げ物が 
できます。 

オールメタル 

鍋底温度が下がると素早く 
高温復帰。鍋フリもできます。 

３口ＩＨ 発熱するヒーターがない、 
安心設計でお手入れも簡単です。 オールメタル対応の右ＩＨは、今お

使いの金属製の鍋に対応していま
す。オールメタル加熱時の最大火
力は、2.5kWのハイパワーです。 

光火力センサー 

●IHクッキングヒーター  ＪＮＳ１１ＥＢ２Ｓ３ 
幅900mm ３口ＩＨ トリプルワイド 【シルバー色】 
プッシュオープン式 

鍋を３つ置いても邪魔にならず、 
手前は調理スペースに使えます。 

手元操作でラクラク。使
わない時は、スッキリ隠
せます。レンジフード 
リモコンも組込み。 

※レンジフードＷ９００のみの対応となります。 
※人造大理石カウンターのみの対応となります。 

●さっとれるフード  

３口ＩＨ「トリプルワイド」専用フード 

※奥行４２５㍉/他の加熱機器では使用不可。 

鉄・ステンレス対応   

※扉割りが標準仕様とは異なります 

           3口IH トリプルワイド 

水切りネット 

サポートネット 

スキマレス シンク クリアＲタイプ専用 

スキマレス シンク ステンレスタイプ専用 

（Ｒ・Ｌ） シンク右側に設置はＲタイプ 
     左側に設置はＬタイプとなります。 

米びつ 

フロアストッカー用米びつ 

キッチンH800㍉では対応不可 

扉カラー変更（ガス仕様のみ） 

扉カラー ３０グレードに変更 

 ※ガス仕様のみのオプションです。 

   詳しくは、標準仕様欄を御確認ください 



パナソニック キッチン  リビングステーション Ｓ－ｃｌａｓｓ    Ｌａｂｏオプション仕様 

カップボード（壁付タイプ） 

トールタイプ 
カウンタータイプ 

家電収納トールタイプ  

蒸気処理機能あり 

パナソニック キッチン 

エンドパネル（カップボード用） 

幅 ６００mm ・ ９００mm 幅 ６００mm ・ ９００mm 幅 ６００mm ・ ９００mm 

幅 １８００mm 幅 １８００mm 幅 １８００mm 

トールカウンタータイプ 

アルカリイオン整水器 

●アルカリイオン整水器 フォンテ４ 
電子水栓の操作パネルで、アルカリイオン水・ 
浄水・弱酸性水の切替えができます。 

トールタイプ 
家電収納蒸気処理機能あり付 

トールタイプ 

フロア用 

ウォール用 

トール用 

天井幕板 

PLAN１ PLAN２ PLAN３ 

PLAN４ PLAN５ PLAN６ 

※設置するレンジの寸法を 
 ご確認下さい。 

トール用 

フロア用 

ウォール用 

※設置するレンジの寸法を 
 ご確認下さい。 

※奥行きは全て４５０ｍｍとなります。 

フラット対面キッチン 奥行き９３３ｍｍ 

デザインサイドフード 
薄型サイドフード 
さっとれるファンなし 

レンジフードは２種類より 

お選びいただけます。 

の場合 の場合 

ダイニング側レイアウト 

 

テーブルタイプ 

オール収納タイプ 

セミ収納タイプ 

人気のフラット対面キッチン。 

開放的なレイアウトで、リビングと一体に 

なったキッチンです。 


