
クリナップ　キッチン標準仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ　Ｔ　　　　　　　　　　オリジナルプラン　　（Ｉ型　　Ｗ２５５０）
　　　　　　

１７０８仕様

｢

サンドグレー

サンドホワイト

グレインホワイト

耐久性に優れた、
美しくなめらかな質感の
人工大理石。油汚れもサッと
拭き取ることができます。

キッチンパネル

フラットスリムレンジフード

ZRS90ABM14FS(R/L）‐T

片面焼きグリル付きコンロ食器洗い乾燥機

ZWPP45R14LDS-T(ﾘﾝﾅｲ)

浄水器一体型シャワー水栓

オールスライド収納

人工大理石シンク

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.08

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、

　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

新デザイン　バー取手

“Ｈａｒｍｏｎｙ Coord ina t e”  をコンセプトにシステムキッチン
『ＫＴ』は、インテリアとの調和を徹底的に追求しました。
仕上げのディティールにこだわったデザインは、インテリア
に美しく溶け込みキッチンを家具の一部に同化させます。

キキッッチチンンもも

イインンテテリリアア

とといいうう発発想想。。

洗剤ラック 浅型ゴミかご

PMシンク
W711×D449 ×H192

カームホワイト ベージュ ピンク

レンジまわりの
油ハネや汚れが、
サッと拭き取る
だけでキレイに
なります。
耐熱性、耐久性
にも優れます。

クリアホワイト ストーンホワイト

ストーンベージュ

ワークトップ人工大理石

シャワーヘッド内部に浄水カート
リッジを内蔵。 交換も手元でカ
ンタンです。
将来のサポート体制も充実して
いるので、安心してお使いいた
だけます。

ZGFNK6R14QSE-T(ﾘﾝﾅｲ)
（水無片面焼グリル仕様）

清掃性・耐久性に優れたホーロートップ。
無水片面焼きグリルを搭載。
お掃除しやすい構造です。
３口全てにＳｉセンサー搭載で安心です。

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いＬＥＤ照明を搭載
しました。
内面形状で、お手入れも簡単です。
前幕板は鋼板仕様となります。

オールスライド収納

全ての収納がスライド式で奥のスペー
スまで有効に活用可能。たまにしか使わ
ない調理機器も、サッと取り出せます。

シンクキャビネットに
ラップホルダーと
チャイルドロック付
包丁差しを装備。

ベースキャビネットは
内引出し式で、菜箸など
の調理器具を整理出来
るトレーを装備

コンロ横の小物収納にも、やさしく
静かに閉まるダンパー機構を標準搭載。

ブルモーションレール

より使いやすく、存在感ある力強いデザインの
バー取手。継ぎ目のないミニマルデザイン。

閉まる直前に引出しをゆっくり引き
込み、静かに閉まるダンパー機構付
きレール。ブルム社製フルエクステン
ションレールで奥まで引き出せ、
収納物を入れても引き心地は
かわらずスムーズに動きます。

ミドル吊戸棚 (H700)

すっきり収納できる２段棚
タイプです。
吊戸棚や収納などの開き戸

すべてに油圧式ダンパーを

装着し、閉まる際にバタン！と
音がせず、快適なキッチンワー
クを実現。

ウォールキャビネット

よりライン（線）を意識したデザインよりライン（線）を意識したデザイン

扉の大型化により扉と扉の“ライン（線）”を無くし、
意匠の向上を図りました。

ZZJA306MN9NTN01-T(ﾀｶｷﾞ)

ソレイユホワイト モードオーク カオリーチーク クラシックダーク

ブリリアンホワイト

ブリリアンシリーズ
光沢が美しい扉です。
ビビットカラーからトレンドの木目調まで、
インテリアに合わせて選べる８色のラインナップ。
取手は２種類からお選び頂けます。

ウッディグレインシリーズ
上質で、落ち着いた印象をあたえる木目扉。
シンプルですっきりとした、取手レスを
採用しています。

ライングレインライト ライングレインミディアム

ソレイユシリーズ
高級感あふれるシャープな輝きが美しい鏡面扉。
定番のホワイトとトレンドの木目調を揃えました。
取手は２種類からお選び頂けます。

ロングバー取手 ライン取手

ロングバー取手 ライン取手

ライングレインダーク

ナチュラルオーク グレイッシュウォルナットカームオーク扉一体型取手（Ｊ手掛け）

ＣＯＬＯＲ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮＣＯＬＯＲ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ

※※セット写真はイメージでセット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。実際の仕様とは異なります。

※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。

※※吊戸棚：物件により付かない場合がございます。吊戸棚：物件により付かない場合がございます。

全ての操作ボタンを使いやすい上面
にレイアウト。毎日使うからこそ、あまり
腰をかがめずに操作が楽にできます。
さらに正面の意匠性がスッキリとして
キッチンになじむデザインに進化。
収納容量：約５人分・３７点

ブリリアンミディアム ブリリアンダーク ブリリアンスノー

ブリリアンイエロー ブリリアンカシス ブリリアンアズール ブリリアンチェコール

リーフモカ リーフブレンド リーフホワイト リーフナット

リーフシリーズ
こだわりのビンテージ仕上げ。
表情豊かな質感が温もりあるキッチンを演出します。
取手は２種類からお選び頂けます。

ロングバー取手 ライン取手



クリナップ　キッチン標準仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ　Ｔ　　　　　　　　　　フラット対面耐力壁プラン　　（Ｗ２５９０）
　　　　　　

１７０８仕様

｢

フラットスリムレンジフード片面焼きグリル付きコンロ食器洗い乾燥機浄水器一体型シャワー水栓

オールスライド収納

静音シンク

本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.08

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、

　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

新デザイン　バー取手

“Ｈａｒｍｏｎｙ Coord ina t e”  をコンセプトにシステムキッチン
『ＫＴ』は、インテリアとの調和を徹底的に追求しました。
仕上げのディティールにこだわったデザインは、インテリア
に美しく溶け込みキッチンを家具の一部に同化させます。

WGシンク
W820×D485 ×H183

シャワーヘッド内部に浄水カート
リッジを内蔵。 交換も手元でカ
ンタンです。
将来のサポート体制も充実して
いるので、安心してお使いいた
だけます。

ZGFNK6R14QSE-T(ﾘﾝﾅｲ)
（水無片面焼グリル仕様）

清掃性・耐久性に優れたホーロートップ。
無水片面焼きグリルを搭載。
お掃除しやすい構造です。
３口全てにＳｉセンサー搭載で安心です。

オールスライド収納

全ての収納がスライド式で奥のスペー
スまで有効に活用可能。たまにしか使わ
ない調理機器も、サッと取り出せます。

シンクキャビネットに
ラップホルダーと
チャイルドロック付
包丁差しを装備。

ベースキャビネットは
内引出し式で、菜箸など
の調理器具を整理出来
るトレーを装備

コンロ横の小物収納にも、やさしく
静かに閉まるダンパー機構を標準搭載。

ブルモーションレール

より使いやすく、存在感ある力強いデザインの
バー取手。継ぎ目のないミニマルデザイン。

閉まる直前に引出しをゆっくり引き
込み、静かに閉まるダンパー機構付
きレール。ブルム社製フルエクステン
ションレールで奥まで引き出せ、
収納物を入れても引き心地は
かわらずスムーズに動きます。

※本写真はフルフラットプラン（オプション）です

浅型ｺﾞﾐかご

クリンラック

よりライン（線）を意識したデザイン

扉の大型化により扉と扉の゛ライン（線）゛
を無くし、意匠の向上を図りました。

※ｾｯﾄ写真はｲﾒｰｼﾞで※ｾｯﾄ写真はｲﾒｰｼﾞで
実際の仕様とは異なります。実際の仕様とは異なります。

キキッッチチンンもも

イインンテテリリアアとといいうう発発想想。。

選べる背面形状

オープンタイプ 収納棚タイプ
開放的な空間で家族みんなで
料理を楽しめます

使い勝手の良い
オープンキャビネットタイプは、
ディスプレイスペースに最適

棚板カラー

オークホワイト

オークナチュラル

オークダーク

ZZJA306MN9NTN01-T(ﾀｶｷﾞ)

正面

背面（ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ）

キッチンパネル
レンジまわりの
油ハネや汚れが、
サッと拭き取る
だけでキレイに
なります。
耐熱性、耐久性
にも優れます。

クリアホワイト ストーンホワイト

ストーンベージュ

サンドグレー

サンドホワイト

グレインホワイト

耐久性に優れた、
美しくなめらかな質感の
人工大理石。油汚れもサッと
拭き取ることができます。

ワークトップ人工大理石
（ステンレス製）

※※本写真はフルフラットプラン(オプション)です。本写真はフルフラットプラン(オプション)です。

※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。

ZRS90ABM14FS(R/L）‐T
ZWPP45R14LDS-T(ﾘﾝﾅｲ)

スリムでスッキリしたデザイン。
省エネ性の高いＬＥＤ照明を搭載
しました。
内面形状で、お手入れも簡単です。
前幕板は鋼板仕様となります。

全ての操作ボタンを使いやすい上面
にレイアウト。毎日使うからこそ、あまり
腰をかがめずに操作が楽にできます。
さらに正面の意匠性がスッキリとして
キッチンになじむデザインに進化。
収納容量：約５人分・３７点

ソレイユホワイト モードオーク カオリーチーク クラシックダーク

ブリリアンホワイト

ブリリアンシリーズ
光沢が美しい扉です。
ビビットカラーからトレンドの木目調まで、
インテリアに合わせて選べる８色のラインナップ。
取手は２種類からお選び頂けます。

ウッディグレインシリーズ
上質で、落ち着いた印象をあたえる木目扉。
シンプルですっきりとした、取手レスを
採用しています。

ライングレインライト ライングレインミディアム

ソレイユシリーズ
高級感あふれるシャープな輝きが美しい鏡面扉。
定番のホワイトとトレンドの木目調を揃えました。
取手は２種類からお選び頂けます。

ロングバー取手 ライン取手

ロングバー取手 ライン取手

ライングレインダーク

ナチュラルオーク グレイッシュウォルナットカームオーク扉一体型取手（Ｊ手掛け）

ＣＯＬＯＲ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮＣＯＬＯＲ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ

ブリリアンミディアム ブリリアンダーク ブリリアンスノー

ブリリアンイエロー ブリリアンカシス ブリリアンアズール ブリリアンチェコール

リーフモカ リーフブレンド リーフホワイト リーフナット

リーフシリーズ
こだわりのビンテージ仕上げ。
表情豊かな質感が温もりあるキッチンを演出します。
取手は２種類からお選び頂けます。

ロングバー取手 ライン取手



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.08

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

周囲壁（１色）ワンポイント壁（８色）

トラバーチン ビンテージオーク
チャコール

プレーンホワイト
（パール）

ミキシングシャワー水栓
(メッキ)BHB126/A00

シャワー水栓

鏡

プレーン収納（２段）
ホワイト

収納

天井

ルミラウンド照明２灯
（ＬＥＤ）

照明

保温浴槽

浴槽保温

断熱２枚フタ

ふろフタ

浴槽排水栓

３５０ｍｍ

タオル掛け

浴室１２型ワイド液晶

バステレビ

ワンストップシャワー
（クローム）

シルバーホース

乾きやすく、
冷たく感じにくい
ドライ＆断熱仕様。

ホワイト

ドライ仕様 ５０㎜断熱

ホワイト ナチュラルベージュ

浴槽カラー壁パネルカラー

ノーリツ　　　バスルーム 標準仕様      ユパティオ　　　　　　　　　　　　　　　　１７０８仕様　　　　　　　  ノーリツ　　　バスルーム 標準仕様      ユパティオ　　　　　　　　　　　　　　　　１７０８仕様　　　　　　　  

(ＦＲＰ浴槽)

シャワーヘッド

クリックシャワーには、

手元でこまめに

出し止めできる

止水スイッチが

ついています。

床(ＦＲＰ単色)　　

断熱層(約14㎜）
保温材(厚み約30㎜）

ユーロクレマ
ブラック

ユーロクレマ
ブラウン

アラベスカ
ホワイト

クリアウェイブ
アクア

（クローム）

メタルフック２個

シャワーフックシャワーヘッド

洗面器台カウンター

ストレートカウンター

ロングミラー
（クリーンミラー）

フラット天井

壁パネル　カラーバリエーション

ユーロクレマ
ベージュ

ミストラル
キウイ

ワンポイントセレクトウォール

自由に組み合わせれば

我が家らしいバスルームに。

水栓側の壁一面だけにデザインのアクセントを配置。

弊社設定の８パターンのカラーバリエーションからお選びいただきます。
YTVD-1203W-RC

らくエコバス 暖房換気乾燥機

電気式浴室暖房換気乾燥機
ＢＳ-１５１Ｈ（100V）

コンパクトサイズの
電気式浴室暖房換気乾燥機。
雨の日のお洗濯にも便利です。

浴室
暖房

衣類
乾燥

涼風
機能

換気
機能

24時間換気対応

（断熱仕様）

※イ※イメージＣメージＣＧＧのため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。
※※天井形状は物件により異なります。天井形状は物件により異なります。



本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.08本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.08

ノーリツ　　　バスルーム 標準仕様      ユパティオ　　　　　　　　　　１７０８仕様　　　　　　　  ノーリツ　　　バスルーム 標準仕様      ユパティオ　　　　　　　　　　１７０８仕様　　　　　　　  

Ａ type

床：ホワイト

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

収納：ホワイト

浴槽：ホワイト 壁正面：トラバーチン
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

Ｂ type

床：ホワイト

浴槽：
　ナチュラルベージュ

壁正面：ヴィンテージオークチャコール
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

Ｃ type

床：ホワイト

浴槽：ホワイト 壁正面：ユーロクレマブラック
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

Ｄ type

床：ホワイト

浴槽：ホワイト 壁正面：ユーロクレマブラウン
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

Ｆ type

床：ホワイト

浴槽：ホワイト 壁正面：クリアウェイブアクア
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

床：ホワイト

浴槽：ホワイト 壁正面：アラベスカホワイト
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

Ｇ type

床：ホワイト

Ｈ type

床：ホワイト

カウンター：
　　ホワイト

カウンター：
　　ホワイト

カウンター：
　　ホワイト

カウンター：
　　ベージュ

カウンター：
　　ホワイト

カウンター：
　　ホワイト

カウンター：
　　ホワイト

カウンター：
　　ホワイト

収納：ホワイト 収納：ホワイト 収納：ホワイト

収納：ホワイト収納：ホワイト収納：ホワイト収納：ホワイト

浴槽：ホワイト 壁正面：ミストラルキウイ
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

浴槽：ホワイト 壁正面：ユーロクレマ－ジュ
壁周辺：プレーンホワイト（パール）

Ｅ type
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本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.0本仕様は予告無く変更される場合があります｡    2017.088

※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、※商品の色・材質感等は実際と異なる場合があります。またプランによっては一部実現できないものや、
　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。　オプション品が含まれている場合がございますので、予めご了承下さい。
※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

バケツも安定する「大容量フラットボウル」。
スリムな奥行きで洗面室をより広く使えます。

奥行：550mm

物が置けて使いやすい「フラットカウンター」。
「かんたんヘアキャッチャー」
分解できて、お手入れも簡単。

吐水切替付

■ストレートカウンター
人工大理石製のスクエアで使い勝手の良いカウンター形状です。
ボウルとカウンターに継ぎ目がないので、すき間汚れがつかず、お掃除もとっても簡単です。

ポリエステル系人工大理石／ボウル容量１９Ｌ

カウンター高さ８００ｍｍ／間口９００ｍｍ／奥行５５０ｍｍ

■「両開き扉タイプ」ベースキャビネット

仕切りのない広い収納空間は、市販のラックなどで思い通りにカスタマイズできます。
使い勝手に合わせて２タイプからお選び頂けます。

負担の少ない姿勢がとれる
ニースペースタイプ

奥行を有効活用。たっぷり
収納できるフラットタイプ。

お湯が 混 合す る
位 置は クリッ クで
お知らせしま す 。

W 600■ プランは
こちらになります

シンプルなカウンターデ
ザインとマットな質感、
つかいやすさにこだわった
キャビネットが、機能的で
やさしい空間を創り出します。

■収納３面鏡(ＬＥＤ照明)

３ 面ミ ラー全ての裏側に充実の収納スペースを確保しています。

片手でラクに引き出せるメタルホース内蔵
ムダなお湯を節約できるエコハンドル

■壁出しシャワー水栓(エコハンドル）
水垂れによる汚れが付きにくく、
お手入れ簡単さらに省エネ水栓標準

コンセント２個付き／曇り止めヒーター付き／歯ブラシＢＯＸ付属

ホワイト ホワイトウッド ノルディックオーク ブリティッシュオーク

■扉カラー

ホワイト（Ｗ）

標準

ライン取手

■ボウルカラー ■取手デザイン

シンプルなカウンターデザインと壁出しタイプ水栓、収納たっぷりのキャビネット。
シンプルで使いやすく、清潔感のある洗面室を演出します。

※イ※イメージメージ写真写真のため実際の仕様のため実際の仕様ととは異なは異なるる場合が場合がごござざいいまます。す。
※取手デザインはライン取手になります。※取手デザインはライン取手になります。
※※標準仕様に小物は含まれておりません。標準仕様に小物は含まれておりません。

ﾆｰｽﾍﾟｰｽﾀｲﾌﾟ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ


