
システムキッチン エーエス 成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する

先 進 の 住 ま い づ く り を サ ポ ー ト し ま す 。

写真はイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

センターキッチン　ペニンシュラＩ型 本体間口 258.5cm SWKJLH

※カラーは別紙参照

色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

７６．８cm

４０cm

キレイシンク

まな板スタンドなし

排水口のリングをなく

し、汚れが溜まりやす

い溝がないので、お手

入れが簡単です。

スライドストッカー

シンク用キャビネット

足元の収納スペースもしっかり確

保。ケコミ部分にもたっぷり収納。 

包丁差し

スライドストッカー

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

コンロ用キャビネット

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ

オールインワン浄水栓・DSタイプ
(エコハンドル・メッキ)

水栓金具 ガスコンロ

トップ：６色より選択フェイス：シルバー

３口コンロ・ファインコートトップ
<ひろまる>(無水両面焼グリル)

レンジフード連動

サイドマントルフードNSDタイプ

レンジフード

連動機能付シルバー

※写真はホワイトです。

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：4コース

イスを並べて、食事もとれ

るコミュニケーション重視

のスタイルです。

ダイニング側仕様

テーブルタイプ

軽く滑らかに開閉する、ロー

ラータイプのスタンダードな

レールです。

ローラーレール

引出し仕様

メラミン底板

カラーや大きさ、形状の異なる

取手のバリエーションを豊富に

取りそろえました。扉カラーと

併せて10種類から選択できます。

選べる取手

85cm

カウンター高さ８５㎝

ワークトップ高さ

身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

※長くお使いいただくために、やわ
　らかい布でお手入れしてください。

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。

R3G735A1W*VXJFAD461SYXJG5D

SMNSD931SILD NP45RS6SJCD

キッチンパネル

油汚れがカンタンに落とせて、

お手入れしやすいキッチンパ

ネル。 

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
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システムキッチン エーエス 成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する

先 進 の 住 ま い づ く り を サ ポ ー ト し ま す 。

写真はイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

I 型 本体間口 255cm SWKJLH

※カラーは別紙参照

色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

７６．８cm

４０cm

キレイシンク

まな板スタンドなし

排水口のリングをなく

し、汚れが溜まりやす

い溝がないので、お手

入れが簡単です。

スライドストッカー

シンク用キャビネット

足元の収納スペースもしっかり確

保。ケコミ部分にもたっぷり収納。 

包丁差し

スライドストッカー

※２口コンログリルなし用タイプも
　ご用意しています。

コンロ用キャビネット

オールインワン浄水栓・DSタイプ
(エコハンドル・メッキ)

水栓金具

ガスコンロ

トップ：６色より選択フェイス：シルバー

３口コンロ・ファインコートトップ
<ひろまる>(無水両面焼グリル)

レンジフード連動

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：4コース

軽く滑らかに開閉する、ロー

ラータイプのスタンダードな

レールです。

ローラーレール

引出し仕様

メラミン底板

カラーや大きさ、形状の異なる

取手のバリエーションを豊富に

取りそろえました。扉カラーと

併せて10種類から選択できます。

選べる取手

85cm

カウンター高さ８５㎝

ワークトップ高さ

身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

ワークトップのおすすめ高さは、

身長（cm）÷２＋５cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

※長くお使いいただくために、やわ
　らかい布でお手入れしてください。

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。

R3G735A1W*VX NP45RS6SJCD

レンジフード

連動機能付

SERタイプ

※化粧パネル付

本体色シルバー

SER932SI

キッチンパネル

油汚れがカンタンに落とせて、

お手入れしやすいキッチンパ

ネル。 

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

手前の水返しは

すっきりスマー

トな形状に。
JFAD461SYXJG5D

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。） PRPSC0-150406-028e



\40,000-+

390,000円定価

システムキッチン エーエス 成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する

先 進 の 住 ま い づ く り を サ ポ ー ト し ま す 。

スライドストッカー３段引出し

フロアキャビネット

間口：９０cm

高さ：８５cm

奥行：４５cm系

お手入れしやすいメラミンコートのカウンター。
色は清潔感のあるフロスト柄のホワイトです。

収納ユニット用カウンター

片面用　奥行４５cm

WN（フレークホワイト）

ローラーレール

軽く滑らかに開閉する、ロー

ラータイプのスタンダードな

レールです。

引出し仕様

メラミン底板

カップボード上置

間口：９０cm
高さ：２３５cm　奥行：４５cm系

開き扉

※写真は高さ
　２３５cmです。

開き扉

ウォールキャビネット

間口：９０cm
高さ：７０cm　奥行：４５cm系

カラーや大きさ、形状の異なる

取手のバリエーションを豊富に

取りそろえました。扉カラーと

併せて10種類から選択できます。

選べる取手 扉のお手入れラクラク

※長くお使いいただくために、やわ
　らかい布でお手入れしてください。

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。

使い勝手に応じて自由に組み

合わせることで、機能的なシ

ステム収納が完成します。

組み合わせてつくる収納ユニット 低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し

て、使用面積制限を受けな

い材料Ｆ☆☆☆☆ホルムアル

デヒドの発散速度0.005mg/㎡h

以下を使用しています。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

 SWKJLB 収納３段引出しプラン

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※CG 合成によるイメージ画像です。
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※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ガスコンロ

ひろまるコンロ ガラストップタイプ

WV
ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

GV
ﾊﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ

PV
ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

VV
ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭ

CV
ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ

リーフグリーン
GA0

リーフオレンジ
TA0

ディープウォルナット
UA2

ナチュラルチェリー
NA2

ペールグリーン
GA3

ペールブルー
BA3

ペールピンク
PA3

ペールホワイト
WA3

クリエダーク
AA5

クリエモカ
UA5

クリエラスク
CA5

クリエペール
NA5

クリエアイボリー
IA5

ソリッドレッド
RA4

ソリッドイエロー
YA4

ソリッドホワイト
WA4

LIXIL住宅設備機器・
インテリア共通

「クリエカラー」対応

※クリエアイボリーは
LIXIL 共通のクリエホワイト
とは色が異なります。

Ａ３
シリーズ

光沢クリーン扉

Ａ４
シリーズ

つや消しクリーン扉

Ａ５
シリーズ

つや消しクリーン扉

Ａ０
シリーズ

つや消しクリーン扉

Ａ２
シリーズ

つや消しクリーン扉

グ
ル
ー
プ
１

グ
ル
ー
プ
２

ラインＱ(シルバー) スリムラインM(ブラック)
[Q] [M]

スリムラインＲ(シャインニッケル) ロングハンドルＫ(シルバー)
[R] [K]

ロングハンドルＪ(シルバー) ミドルハンドルＨ(ブラック)
[J] [H]

ミドルハンドルＧ(シャインニッケル) ミドルハンドルＦ(シルバー)
[G] [F]

ショートハンドル E（シルバー） ショートハンドルD（シルバー）
[E] [D]

グループ２用

グループ１用

※取手もお選びいただけます。

扉カラー 

キレイシンク〈人造大理石〉

E
ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

I
ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

M
ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ

N
ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

F
ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

色も形もキレイなシンクは、簡単お手入れでキレイが保てます。

トップは使いやすいひろびろ設計。

キッチンをやさしく彩ります。

※イメージ

※パールブラウンは

  扉・シンクとの

　同色対応はありません。

７６．８cm

４０cm

グループ１

ワークトップ〈人造大理石〉

キッチンパネル 〈MEシリーズ〉

GI:ﾌｧｲﾝﾎﾜｲﾄ GE:ﾄﾗﾝｽﾘｭｰﾑﾎﾜｲﾄ

JW:ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ JV:ﾐｽﾄｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

※イメージ

YV
ﾊﾟｰﾙｲｴﾛｰ

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

システムキッチン エーエス 成熟を極めたキッチンが暮らしに調和する

先 進 の 住 ま い づ く り を サ ポ ー ト し ま す 。カラーバリエーション一覧

QW
ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

ディープブルー
DA1

スムースホワイト
WA1

Ａ１
ｼﾘｰｽﾞ

光沢クリーン扉

撥油・撥水扉

３口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル)

レンジフード連動付

フェイス：シルバー トップ：シルバー

R3634B1W2VD
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