商品構成

グループ5

グループ3
グループ4
グループ5

¥588,525）
¥617,925）
¥635,775）
¥702,975）
¥732,375）

￥700,000（税込  ￥735,000）
￥729,500（税込  ￥765,975）
￥735,500（税込  ￥772,275）
￥810,500（税込  ￥851,025）
￥840,000（税込  ￥882,000）

グループ1
グループ2
グループ3
グループ4
グループ5
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4
グループ5

ショックレスクローズ機構なしに変更
ローラーベアリングレールに変更
ラウンドシンクに変更

￥695,000（税込  ￥729,750）
￥724,500（税込  ￥760,725）
￥729,500（税込  ￥765,975）
￥804,500（税込  ￥844,725）
￥834,000（税込  ￥875,700）

⊖￥14,000（税込￥14,700） ⊖￥14,000（税込￥14,700）
⊕￥17,500（税込￥18,375） ⊕￥17,500（税込￥18,375）
⊖￥5,000（税込 ￥5,250）
⊖￥5,000（税込 ￥5,250）

ショックレスクローズ機構なしに変更
ローラーベアリングレールに変更
ラウンドシンクに変更

1400

グループ5

グループ5
グループ1
グループ2
グループ3
グループ4
グループ5

450

950

￥589,500（税込  ￥618,975）
￥619,000（税込  ￥649,950）
￥624,500（税込  ￥655,725）
￥691,000（税込  ￥725,550）
￥720,500（税込  ￥756,525）

グループ2
グループ3
グループ4
グループ5

￥442,500（税込  ￥464,625）
￥471,000（税込  ￥494,550）
￥477,000（税込  ￥500,850）
￥544,500（税込  ￥571,725）
￥573,000（税込  ￥601,650）

スタンダードタイプ

食器洗い乾燥機タイプ

───

フランジ付ミドルシンクに変更

⊕￥6,000（税込 ￥6,300）
⊕￥60,000（税込￥63,000）
サンウォーレ間口別価格

人造大理石トップに変更

1050

ショックレスクローズ機構なしに変更
ローラーベアリングレールに変更
ラウンドシンクに変更

⊖￥14,000（税込￥14,700） ⊖￥14,000（税込￥14,700）
⊕￥17,500（税込￥18,375） ⊕￥17,500（税込￥18,375）
⊖￥5,000（税込 ￥5,250）
⊖￥5,000（税込 ￥5,250）

450

スタンダードタイプ

食器洗い乾燥機タイプ

1200

750 450

フランジ付ジャンボシンク

1050

1200

650

￥587,000（税込  ￥616,350）
￥617,500（税込  ￥648,375）
￥618,500（税込  ￥649,425）
￥692,500（税込  ￥727,125）
￥723,000（税込  ￥759,150）

グループ1
グループ2
グループ3
グループ4
グループ5

900 450

1050

￥436,500（税込  ￥458,325）
￥466,000（税込  ￥489,300）
￥469,500（税込  ￥492,975）
￥536,000（税込  ￥562,800）
￥565,500（税込  ￥593,775）

900 300

1200

グループ1 ⊕￥12,500（税込￥13,125） ⊕￥12,500（税込￥13,125） ⊕￥12,500（税込￥13,125）
グループ3 ⊕￥12,500（税込￥13,125） ⊕￥12,500（税込￥13,125） ⊕￥12,500（税込￥13,125）
グループ4 ⊕￥11,500（税込￥12,075） ⊕￥11,500（税込￥12,075） ⊕￥11,500（税込￥12,075）
グループ5 ⊕￥12,000（税込￥12,600） ⊕￥12,000（税込￥12,600） ⊕￥12,000（税込￥12,600）
さらにダウンウォール付に変更する場合
間口260cm
900 300 900

間口255cm

間口240cm

900 450 900 300

500

900 300 900 300

グループ共通 ⊕￥45,000（税込￥47,250） ⊕￥45,000（税込￥47,250） ⊕￥45,000（税込￥47,250）

レンジフード間口75cmの場合
間口260cm

グループ共通

間口255cm

⊕￥4,000（税込￥4,200）

450

900

間口240cm

⊕￥4,000（税込￥4,200）

⊕￥4,000（税込￥4,200）

レンジフード間口90cmの場合
間口255cm

⊕￥4,000（税込￥4,200）

1200

間口240cm

⊕￥4,000（税込￥4,200）

⊕￥4,000（税込￥4,200）

機能機器の変更
加熱機器と食器洗い乾燥機のカラーを変更
加熱 機 器のカラーをシル バー色に変更

フランジ付ミドルシンク

650

間口240cm
1200

グループ2 ⊕￥13,000（税込￥13,650） ⊕￥13,000（税込￥13,650） ⊕￥13,000（税込￥13,650）

食 器 洗い乾 燥 機のカラーをシル バー色に変更

650

￥575,500（税込  ￥604,275）
￥603,500（税込  ￥633,675）
￥605,500（税込  ￥635,775）
￥671,500（税込  ￥705,075）
￥699,500（税込  ￥734,475）

⊕￥5,000（税込 ￥5,250）
⊕￥16,000（税込￥16,800）

レンジフードのカラー・種類を変更（間口75cmの場合）
カラーをシルバー色に変更
（NBH-7127SⅠ）

1200

700

700

間口255cm
1400

間口260cm

⊕￥7,500（税込 ￥7,875）

シロッコファンのブラック色に変更（NBV-7317K）

⊕￥36,500（税込￥38,325）

シロッコファンのシルバー色に変更
（NBV-7317SⅠ）

⊕￥41,500（税込￥43,575）

レンジフードのカラー・種類を変更（間口90cmの場合）
カラーをシルバー色に変更
（NBH-9127SⅠ）

⊕￥8,000（税込 ￥8,400）

シロッコファンのブラック色に変更
（NBV-9317K）

⊕￥31,000（税込￥32,550）

シロッコファンのシルバー色に変更
（NBV-9317SⅠ）

⊕￥36,000（税込￥37,800）

6
5

開き扉プラン オプション

スタンダードタイプ

食器洗い乾燥機タイプ

⊖￥5,000（税込￥5,250）

───

フランジ付ミドルシンクに変更

⊕￥6,500（税込 ￥6,825）
⊕￥59,500（税込￥62,475）
サンウォーレ間口別価格

スタンダードタイプ

食器洗い乾燥機タイプ

⊖￥5,000（税込￥5,250）

───

共通オプション
スムースドットエンボストップに変更
人造大理石トップに変更

⊕￥5,500（税込 ￥5,775）
⊕￥56,500（税込￥59,325）
サンウォーレ間口別価格

○ファインアクリル ￥79,500（税込￥83,475） ○アクリル/メラミン ￥70,000
（税込￥73,500）

※表示価格にはパネル
（フロント、サイド）、取付部材
（フロントパネル、サイドパネル用見切り材、コーキング材）が含まれております。
※窓のある場合は弊社にお問い合わせください。
※サイドパネルの寸法は903mmになります。躯体に合わせてカットする場合は、カウンタートップより10mm以上を確保してください。

※表示価格にはパネル
（フロント、サイド）、取付部材
（フロントパネル、サイドパネル用見切り材、コーキング材）が含まれております。
※窓のある場合は弊社にお問い合わせください。
※サイドパネルの寸法は903mmになります。躯体に合わせてカットする場合は、カウンタートップより10mm以上を確保してください。

※表示価格にはパネル
（フロント、サイド）、取付部材
（フロントパネル、サイドパネル用見切り材、コーキング材）が含まれております。
※窓のある場合は弊社にお問い合わせください。
※サイドパネルの寸法は903mmになります。躯体に合わせてカットする場合は、カウンタートップより10mm以上を確保してください。

納期については弊社にお問い合わせください。

900 300

グループ共通

○ファインアクリル ￥91,000（税込￥95,550） ○アクリル/メラミン ￥80,000
（税込￥84,000）

受注生産品

間口260cm

扉キャッチ付に変更
食器洗い乾燥機タイプ

○ファインアクリル ￥91,000（税込￥95,550） ○アクリル/メラミン ￥80,000
（税込￥84,000）
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700

700

スタンダードタイプ

共通オプション
スムースドットエンボストップに変更

850

￥684,000（税込  ￥718,200）
￥711,500（税込  ￥747,075）
￥715,500（税込  ￥751,275）
￥783,500（税込  ￥822,675）
￥811,000（税込  ￥851,550）

開き扉プラン オプション

⊖￥5,000（税込￥5,250）

￥709,500（税込  ￥744,975）
￥737,000（税込  ￥773,850）
￥741,000（税込  ￥778,050）
￥809,000（税込  ￥849,450）
￥836,500（税込  ￥878,325）

￥545,000（税込  ￥572,250）
￥571,000（税込  ￥599,550）
￥586,000（税込  ￥615,300）
￥643,500（税込  ￥675,675）
￥669,500（税込  ￥702,975）

フランジ付ミドルシンク

650

※加熱機器のトップ間口を75cmに変更する場合、
レンジフード間口を90cmに変更する必要があります。

￥723,500（税込  ￥759,675）
￥751,000（税込  ￥788,550）
￥755,000（税込  ￥792,750）
￥823,000（税込  ￥864,150）
￥850,500（税込  ￥893,025）

750 450

700

グループ1

1350

650

￥584,500（税込  ￥613,725）
￥610,500（税込  ￥641,025）
￥625,500（税込  ￥656,775）
￥683,000（税込  ￥717,150）
￥709,000（税込  ￥744,450）

1350

850
1200

650

900

㎝

人造大理石トップに変更

750 450

1350

850
1200

共通オプション
スムースドットエンボストップに変更

グループ4

レンジフード間口を90cmに変更
750

開き扉プラン

フランジ付ジャンボシンク

開き扉プラン オプション
フランジ付ミドルシンクに変更

グループ3

食器洗い乾燥機タイプ

700

700

グループ4

グループ2

750

650

奥行

グループ3

グループ1

750 450 900 300

450

グループ共通 ⊕￥45,000（税込￥47,250） ⊕￥45,000（税込￥47,250） ⊕￥45,000（税込￥47,250）

ダブ ルストッカープラン オプション

⊖￥14,000（税込￥14,700） ⊖￥14,000（税込￥14,700）
⊕￥17,500（税込￥18,375） ⊕￥17,500（税込￥18,375）
⊖￥5,000（税込 ￥5,250）
⊖￥5,000（税込 ￥5,250）

750 450

850

グループ2

￥449,000（税込  ￥471,450）
￥479,000（税込  ￥502,950）
￥484,000（税込  ￥508,200）
￥552,500（税込  ￥580,125）
￥582,500（税込  ￥611,625）

グループ5

食器洗い乾燥機タイプ

スタンダードタイプ

フランジ付ミドルシンク

650

グループ4

間口240cm

750 450 900

壁付 Ⅰ型

グループ1

1400

グループ3

間口255cm
500

750 450 900

キッチンプラン

750 450

フランジ付ジャンボシンク

1200

グループ2

900

￥570,500（税込  ￥599,025）
￥596,500（税込  ￥626,325）
￥611,500（税込  ￥642,075）
￥669,000（税込  ￥702,450）
￥695,000（税込  ￥729,750）

開き扉プラン
食器洗い乾燥機タイプ

1400

※オプションの
シロッコファン
(ブラック)に
仕様変更してます

グループ1

750

ダブ ルストッカープラン オプション
スタンダードタイプ

間口260cm

センターポケットシンク

850

￥556,000（税込  ￥583,800）
￥584,000（税込  ￥613,200）
￥600,000（税込  ￥630,000）
￥664,500（税込  ￥697,725）
￥692,500（税込  ￥727,125）

開き扉プラン
750 450

￥723,500（税込  ￥759,675）
￥753,000（税込  ￥790,650）
￥758,000（税込  ￥795,900）
￥833,000（税込  ￥874,650）
￥862,500（税込  ￥905,625）
￥738,000（税込  ￥774,900）
￥767,500（税込  ￥805,875）
￥772,500（税込  ￥811,125）
￥847,500（税込  ￥889,875）
￥877,000（税込  ￥920,850）

食器洗い乾燥機タイプ

スタンダードタイプ

750

650

￥599,000（税込  ￥628,950）
￥627,000（税込  ￥658,350）
￥643,000（税込  ￥675,150）
￥707,500（税込  ￥742,875）
￥735,500（税込  ￥772,275）

ダブ ルストッカープラン オプション
スタンダードタイプ

1050

¥3,000（税込¥3,150） ¥3,000（税込¥3,150）

700

￥584,500（税込  ￥613,725）
￥612,500（税込  ￥643,125）
￥628,500（税込  ￥659,925）
￥693,000（税込  ￥727,650）
￥721,000（税込  ￥757,050）

750

ポケットなし

グループ2

¥560,500（税込
¥588,500（税込
¥605,500（税込
¥669,500（税込
¥697,500（税込

グループ4
グループ5

ポケットなし

ポケットなし

グループ1

￥743,000（税込  ￥780,150）
￥772,500（税込  ￥811,125）
￥778,500（税込  ￥817,425）
￥853,500（税込  ￥896,175）
￥883,000（税込  ￥927,150）

グループ3

750

650

HTHSET
（フランジ付シンク専用）

700

グループ4

¥633,675）
¥663,075）
¥680,925）
¥748,125）
¥777,525）

グループ2

1050

¥800（税込¥840）

HTHSET1

ダウンウォール付に変更

1200

700

グループ3

¥603,500（税込
¥631,500（税込
¥648,500（税込
¥712,500（税込
¥740,500（税込

グループ1

750

センターポケットシンク

ドアポケット付

グループ2

￥728,500（税込  ￥764,925）
￥758,000（税込  ￥795,900）
￥764,000（税込  ￥802,200）
￥839,000（税込  ￥880,950）
￥868,500（税込  ￥911,925）

ドアポケット付

ドアポケット付

グループ1

750

650

750 450

850

グループ5

1050

1200

700

グループ4

¥618,450）
¥647,850）
¥665,700）
¥732,900）
¥762,300）

800

850

850

850

グループ3

¥589,000（税込
¥617,000（税込
¥634,000（税込
¥698,000（税込
¥726,000（税込

750

650

750 450

スマートポケット付

グループ2

1050

1350

センターポケットシンク

センターポケットシンク

スマートポケット付

スマートポケット付

グループ1

800

750 450
700

700

センターポケットシンク

センターポケットシンク

750

1350

¥800（税込¥840）

ウォールユニットの変更

食器洗い乾燥機タイプ

700

750 450

スタンダードタイプ

700

1400

ダブルストッカープラン

食器洗い乾燥機タイプ

700

750 450

スタンダードタイプ

HJHSET
（フランジ付シンク専用）

700

ダブルストッカープラン

食器洗い乾燥機タイプ

1400

750 450

240cm

850

ダブルストッカープラン
スタンダードタイプ

直管配管
排水セット

HJHSET1

700

間口

フレッシュカラーシリーズ
ファミリアラインシリーズ、レザータッチシリーズ
リッチグロスシリーズ、クラシカルシリーズ、ラディアンスシリーズ
プレシャスウッドシリーズ

排水ジャバラ
ホースセット

700

255cm

グループ 2
グループ 3
グループ 4
グループ 5

700

間口

扉シリーズ
ファミリアシリーズ

850

260cm

扉グループ
グループ 1

※プランの価格には、
排水セットは含まれておりません。

850

間口

●カウンタートップ：シルクエンボス●キッチン高さ：85cm●シンク：センターポケット
シンク／フランジ付シンク（ジャンボ、ミドル）●水栓：シングルレバー水栓●加熱機
器：ホーロートップタイプ（ブラック）●レンジフード：NBH金属換気扇（ブラック）、高さ
調整板（ブラック）●ウォールキャビネット：ミドルタイプ（扉高さ70cm、
レンジフード脇
は不燃処理）※食器洗い乾燥機：浅型タイプ（ブラック）

700

壁付Ⅰ型 奥行65cm

排水ジャバラホースは別途です。
必要に応じて、排水セットをご手配してください。

扉グループ・扉シリーズ対応表 ※プラン価格をご覧になる際に、ご参照ください。

※表示価格は、本体価格（税込価格）です。搬入・取付・設置費等は含まれておりません。
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