
株式会社　角建様　M仕様



ﾌﾛｱｷ ｬﾋ ﾈ゙ ｯﾄ ：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横N ：エンドパネル付き

I 型 間口255㎝ 奥行 65cm 高さ85cm

Ｚシンク ：ステンレス

株式会社 角建様 M仕様

水栓

照明ボックス付き吊戸棚

：間口165㎝ 高さ70㎝ 奥行38㎝ ：手掛かり仕様 ：ＬＥＤ照明 LFB2001付 ：ｴﾝﾄ ﾊ゙ ﾈ゚ ﾙ付

LFB2001

ＬＥＤ照明

「耐震ラッチ仕様」

地震の際に扉を自動で
ロックして中身の落下を防ぐ
地震の時にも安心な耐震ラッチ

※発注後納期45日必要となります。

C0061367 No 9801Z-1811ｰ1523F

「ホーロー底板仕様」

ハイパーガラスコートガスコンロ 両面面焼きグリルタイプ / IHヒーター

食器洗い乾燥機

ﾚﾝｼ ﾌ゙ｰﾄﾞ ：



ﾌﾛｱｷ ｬﾋ ﾈ゙ ｯﾄ ：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横N ：エンドパネル付き

セミフラット対面型スリムタイプ 間口259㎝ 奥行 90cm 高さ85cm

食器洗い乾燥機

Ｚシンク ：ステンレス

株式会社 角建様 M仕様

水栓 セミフラット対面(スリム)タイプ

奥行90ｃｍ コンロ前壁

※発注後納期45日必要となります。

C0061367 No 9801Z-1811-1544F

「ホーロー底板仕様」

ハイパーガラスコートガスコンロ 両面面焼きグリルタイプ / IHヒーター

食器洗い乾燥機

ﾚﾝｼ ﾌ゙ｰﾄﾞ ：



ﾌﾛｱｷ ｬﾋ ﾈ゙ ｯﾄ ：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横N ：エンドパネル付き

フルフラット対面型スリムタイプ 間口259㎝ 奥行 90cm 高さ85cm

Ｚシンク ：ステンレス

株式会社 角建様 M仕様

水栓 フラット対面(スリム)タイプ ：アクリル人造大理石

ダイニング側はクロス仕上となります。

※発注後納期45日必要となります。

ｵｲﾙ ｶﾞー ﾄﾞ

C0061367 No 9801Z-1811-1542F

「ホーロー底板仕様」

ハイパーガラスコートガスコンロ 両面面焼きグリルタイプ / IHヒーター

食器洗い乾燥機

ｽ ﾃﾝﾚｽ製
SVRA-901



ﾌﾛｱｷ ｬﾋ ﾈ゙ ｯﾄ ：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横N ：エンドパネル付き

アイランド型 スリムタイプ 間口260ｃｍ 奥行 90cm 高さ85cm

Ｚシンク ：ステンレス

株式会社 角建様 M仕様

水栓

C0061367 No 9801Z-1811-5454F

フラット対面(スリム)タイプ ：アクリル人造大理石

ダイニング側はクロス仕上となります。

※発注後納期45日必要となります。（エンドパネルは扉同色となります。）

ｵｲﾙ ｶﾞー ﾄﾞ

ハイパーガラスコートガスコンロ 両面面焼きグリルタイプ / IHヒーター

食器洗い乾燥機

ｽﾃﾝﾚｽ製
CVRA-901

「ホーロー底板仕様」



ﾌﾛｱｷ ｬﾋ ﾈ゙ ｯﾄ ：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横N ：エンドパネル付き

間口 255cm マルチ収納対面（造作壁対応タイプ） 奥行 65cm 高さ85cm

Ｚシンク ：ステンレス マルチ収納（オープン棚/ホーローパネルタイプ）：シンク前 ：ダイニング側

収納カウンター

よく使うものを手が届きやすい場所に。
内側がホーローだから、
濡れたものも収納できます。

オープン棚

マガジンラック、可動式の棚板
の組合せでライフスタイルに
合った使い方に。

株式会社 角建様 M仕様

水栓

※発注後納期45日必要となります。

C0061367 No 9801Z-1811-1508F

「ホーロー底板仕様」

ハイパーガラスコートガスコンロ 両面面焼きグリルタイプ / IHヒーター

食器洗い乾燥機

ﾚﾝｼ ﾌ゙ｰﾄﾞ ：



ﾌﾛｱｷ ｬﾋ ﾈ゙ ｯﾄ ：ｼﾝｸ位置 52cm ：ｼﾝｸ横N ：エンドパネル付き

L型 オープンタイプ 奥行 90cm 高さ85cm

Ｚシンク ：ステンレス L型シンク側 オープンタイプ 奥行90㎝

株式会社 角建様 M仕様

水栓

C0061367 No 9801Z-1811-1534F

「ホーロー底板仕様」

ハイパーガラスコートガスコンロ 両面面焼きグリルタイプ / IHヒーター

食器洗い乾燥機

ﾚﾝｼ ﾌ゙ｰﾄﾞ ：



引手 レールタイプ

TS-3087E TS-3034E

●抽象柄（マット）

TJK10122C TJK10126C

●単色

●木目（マット）

●木目（鏡面）
TJK2254C

TJK2680CTYU2603C

TYU2686C

TJK10006C

ANU10001CM ANU 2597CMANU 2665CM

NYU 2682CM NYU2679CMAYU 2666CM AU-2598CMANU 2767CM 

LNU 2664CM

TYU 2261C

TYU 469C

TYU 2250C TNU10043C

NYU363CM

NYU1942CＭ

TJK10007C TNX10131C TYU10134C

TJK10051C

KU-6000CM KU-6522CM QNU6000CMKU-6614CM

TS-3091E TS-3094E

株式会社 角建様 M仕様

ﾄｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯｸ

ﾌﾙ ﾌﾗｯﾄ対面ｷｯﾁﾝ用ｷｯﾁﾝﾊ ﾈ゚ ﾙｶﾗｰ



C0061367 No 9801Z-1811-1524F

●抽象柄（マット）

TJK10122C TJK10126C

●単色

●木目（マット）

●木目（鏡面）
TJK2254C

TJK2680CTYU2603C

TYU2686C

TJK10006C

ANU10001CM ANU 2597CMANU 2665CM

NYU 2682CM NYU2679CMAYU 2666CM AU-2598CMANU 2767CM 

LNU 2664CM

TYU 2261C

TYU 469C

TYU 2250C TNU10043C

NYU363CM

NYU1942CＭ

TJK10007C TNX10131C TYU10134C

TJK10051C

KU-6000CM KU-6522CM QNU6000CMKU-6614CM

TS-3087E TS-3034E TS-3091E TS-3094E

静かにピタッと閉まる、ソフトクローズ付き

株式会社 角建様 M仕様

カップボードW1650（標準仕様）
・トールユニット木製扉タイプW900
・家電収納ﾕﾆｯﾄ収納ワゴンタイプW750
・吊戸棚W750×H700

トールユニット
W900×H2300木製扉タイプ

W750×H700タイプ
※耐震ラッチ付

ﾄｰﾙ ﾕﾆｯﾄ 家電収納ﾕﾆｯﾄ

家電収納ユニット
W750×H1040収納ワゴンタイプ
ダストボックス3個

吊戸棚W900×H700

ｶｳﾝﾀｰ


