
扉・取手

28種の豊富な扉デザイン

・カラーバリエーション。

お好みに合わせてキッチ

ンやダイニング空間のイ

メージに合わせて、インテ

リア感覚でお選びいた

だけます。

レイヤーホワイト［E41］

レイヤーグリーン［E42］

レイヤーワイン［E43］

レイヤーブラウン［E44］

パールラベンダー［E53］

パールブルーマリン［E54］

ホワイトノーチェ［E21］

ブラウンノーチェ［E22］

ピュアモーブ［E57］

ホワイトエルム［E31］

ソフトチェリー［E32］

モダンホワイト［E12］

モダンイエロー［E11］

モダンピンク［E13］ミディアムナット［E33］

ダークオーク［E34］

 ノルディックオーク［E14 ］

E7シリーズ E6シリーズ E5シリーズ E4シリーズ E3シリーズ E2シリーズ E1シリーズ

3

グリッドホワイト［E71］

グリッドカシス［E72］

グリッドグリーン［E73］

グリッドブルー［E74］

扉仕様：
PETシート鏡面仕上げ

扉仕様：
PETシート木目調仕上げ

扉仕様：
PETシート鏡面仕上げ

扉仕様：
PETシート鏡面仕上げ

扉仕様：
PETシート鏡面仕上げ

扉仕様：
オレフィンシート
化粧板・木目マット調仕上げ
●つかエール対面パネル対応

扉仕様：
PETシート鏡面仕上げ

扉仕様：
シリコンコート化粧板

扉仕様：
シリコンコート化粧板
（木目調）

ブライトティネオ［E61］

ブライトローズ［E62］

ブライトエボニー［E63］

パールオレンジ［E51］

パールピンク［E52］

ピュアホワイト［E55］
●つかエール対面パネル対応

ピュアブラック［E56］

グループ 2グループ 1グループ

※扉グループにより選べる取手デザインが異なります。取手の選択による価格差はございません。

ライン取手 ロングバー取手 スクエア取手

扉 デザイン

キッチンの表情を
シャープに彩ります。

キッチンを引き締める
端正なデザイン。

ライン取手 ロングスクエア取手

キッチンの表情を
シャープに彩ります。

キッチンを引き締める
端正なデザイン。

シーンを選ばない、
スタンダードタイプ。

E ER K G

059 060
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2グループ

※商品の色は印刷のため実際とは若干異なります。※本カタログに記載しております価格はメーカー希望小売価格です。価格には搬入・取り付け設置費用等は含まれていません。

グリッドブルー［E74］

ブライトローズ［E62］ ピュアブラック［E56］

ブライトティネオ［E61］

3グループ

E7シリーズ

グリッドホワイト［E71］

グリッドカシス［E72］

深みのある色合いに上
品なパール感をグリッ
ド柄で入れて、高級感
のある印象に。

パールブルーマリン［E54］

ピュアモーブ［E57］ブライトエボニー［E63］グリッドグリーン［E73］

ピュアホワイト［E55］

パールピンク［E52］

パールラベンダー［E53］

パールオレンジ［E51］

扉デザインの色展開扉・取手

扉デザイン
の色展開

※写真はI型2550mmプランです。

レイヤーホワイト［E41］

レイヤーグリーン［E42］

レイヤーワイン［E43］

レイヤーブラウン［E44］

E6シリーズ
温かみのある木目のコ
ントラストが印象的。
ハイグレードなインテ
リアを表現します。

発色が美しく、素材感
が引き立ちます。

キラキラと輝くパール
感が美しいデザイン。
爽やかで清潔感あふ
れるキッチンを実現。

E5シリーズ
パール

落ち着いた空間に映え
るカラー展開。ベーシッ
クカラーとソフトな色
合いをラインナップ。

E5シリーズ
ピュア

E4シリーズ

061 062
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2グループ 1グループ

扉デザインの色展開扉・取手

ホワイトエルム［E31］

ソフトチェリー［E32］

ミディアムナット［E33］

ダークオーク［E34］

ホワイトノーチェ［E21］

ブラウンノーチェ［E22］

モダンホワイト［E12］

モダンイエロー［E11］

モダンピンク［E13］

ノルディックオーク［E14］

より落ち着いた印象の
キッチンへ。ナチュラル
＆マットな質感が魅力
のデザインです。

E3シリーズ
飽きのこないベーシッ
クカラーを、シンプル
な鏡面仕上げに。幅広
いインテリアに調和。

E2シリーズ
淡く繊細な色合いが優
しいキッチンを演出。
カジュアルなインテリ
アと馴染むシリーズ。

E1シリーズ
モダン・ノルディック

※商品の色は印刷のため実際とは若干異なります。※本カタログに記載しております価格はメーカー希望小売価格です。価格には搬入・取り付け設置費用等は含まれていません。063 064
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