御提案プラン／（株）ハッピーハウス

ハッピータウン北武庫之荘

20110121

ワンプッシュでスッと開いて調理器具が取り出せる【ドアポケット】
包丁、おたま、ラップなど、よく使う道具や小物を
立てて収納できるから、欲しいものにサッとアクセス。
作業がスピーディーになり、際よく調理できます。

イエローのパーツは動かして位置を調節。
ブルーのパーツは取り外しでき、
お手入れも簡単。

【カウンター高さ】
セレクタはＪＩＳおよびＪＡＳが定めたホルムアルデヒド
発散量が最も少ない「Ｆ☆☆☆☆」の材料を採用して
います。
※「Ｆ☆☆☆☆」材料を使用していますが、化学物質
に過敏な方はアレルギー反応がおきる場合がありま
すので、あらかじめご相談下さい。

８５cm
８０cm
が選べます。
※イメージ写真（実際と仕様は異なります） 写真は全面ガラスタイプ（オプション対応商品）です。

最適なカウンター高さは

標準仕様

身長÷２＋５cm
が目安です。

シンク・水栓

食器洗い乾燥機

センターポケットシンク

オールインワン浄水栓

ワイヤーポケット

水はね音
低減

カウンタートップ
カウンタートップ

扉デザイン・カラー
扉デザイン・カラー
人造大理石
グループ４

水圧で伸びる２段式のノズルを採用。
大皿や箸などの小物までムラなく
しっかり洗浄できます。

RKW403ASVSW シルバー
●食器収容点数：約４０点（約６人分）
●運転コース：５コース
●余熱を活用するからっとキープ機能。

サイズ：W７６×Ｄ５１cm
JF6451SXSW2

水切りプレート（NMT-2）

レンジフード
スロットフィルターレスだから
お手入れも簡単。

キッチンのインテリア性を高める天然石の風合い。
耐熱、耐衝撃、耐薬品性にすぐれた人造大理石です。

ラディアンスシリーズ
（787）
U787：ﾌﾞﾗｯｸｵｰｸ

S787：ｼﾙﾊﾞｰﾗｲﾝ

J787：ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

Y787：ﾊﾟｰﾙｲｴﾛｰ

W787：ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

P787：ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

加熱機器 《セレクト》
コンロ前ガラス
（ハーフタイプ）

ガス・３口コンロ
・無水両面焼グリル付

捕煙効果を高めながら、
視線をさえぎらないハーフタイプ。
ダイニングとの会話も
楽しめます。

＜ガラストップタイプ ６０ｃｍ＞

ＩＨ・３口コンロ
・両面焼グリル付
＜ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ（ブラック） ６０ｃｍ＞
ＩＨ
ヒーター

ガラス
トップ

ホワイトグラニット

クラシカルシリーズ
（786）

センターキッチン
ペニンシュラＩ型
吊戸棚がない為見通しがよく
ダイニングとの
コミュニケーションも快適。
ＬＤＫ空間に
一体感が生まれます。

HT-D65S シルバー

H3G634A0L1V シルバー
SPGF075

●Ｓｉセンサー ●シールドバーナー
●フッ素コートグリル皿

タオルクリップ
水仕事をしながらすぐ手が
届く位置に、タオルを
掛けられるタオルクリップが
ついています。

◆クリップ式なのでタオルの取り外しも簡単。

●天面操作 ●揚げ物温度調節
●火力調節 ●ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
●ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ

ホワイトサンド

キッチンパネル
キッチンパネル
デコラックス製

V786：ｸﾗｼｶﾙﾍﾞｰｼﾞｭ R786：ｸﾗｼｶﾙﾚｯﾄﾞ

SMFV942SI シルバー
●フィルターレス構造
●MSI方式
●フッ素加工

シンク用キャビネット

カラーバリエーション

ムラなく洗える伸びるノズル。
お鍋が排水口を
ふさぎません。

サイドマントルタイプ

3段引出しキャビネット

フライパンや鍋など、火にかけて 調理小物や調味料がたっぷり シンクや下ごしらえで使う調理器具を
使用する調理器具や
しまえます。中段には調味料 収納。下段は洗剤やお掃除用品など
がしまえます。
オイルなどの収納に。
ボトルも収納。

浅型プルオープンタイプ

水栓と浄水器が一体になった
排気温度を
多機能水栓。便利な
約33℃に
ハンドシャワーも備えています。 低温化する
ソフト排気モード。

コンパクトでも高機能。
水はね音を低減した静かなシンクです。

加熱機器用キャビネット

リッチグロスシリーズ
（785）
I785：ﾎﾜｲﾄｾﾞﾌﾞﾗ

U785：ﾀﾞｰｸﾛｰｽﾞ

C785：ﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ
コクーンホワイト

引出しレール
ショックレスクローズ機構付
（ﾊｲｽﾍﾟｯｸﾛｰﾗｰﾚｰﾙ）
引出しを閉めたときの
衝撃をやわらげる
ショックレスクローズ機構が
付いています。

P785：ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ

Y785：ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ W785：ﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄ

T785：ｿﾘｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ

R785：ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ

B785：ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ

コクーンベージュ

マーキュリー

＊写真は参考写真のため実際とは異なる場合がございます。10Ａ1081
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ワンプッシュでスッと開いて調理器具が取り出せる【ドアポケット】
包丁、おたま、ラップなど、よく使う道具や小物を
立てて収納できるから、欲しいものにサッとアクセス。
作業がスピーディーになり、際よく調理できます。

イエローのパーツは動かして位置を調節。
ブルーのパーツは取り外しでき、
お手入れも簡単。

【カウンター高さ】
セレクタはＪＩＳおよびＪＡＳが定めたホルムアルデヒド
発散量が最も少ない「Ｆ☆☆☆☆」の材料を採用して
います。
※「Ｆ☆☆☆☆」材料を使用していますが、化学物質
に過敏な方はアレルギー反応がおきる場合がありま
すので、あらかじめご相談下さい。

８５cm
８０cm
が選べます。

※イメージ写真（実際と仕様は異なります）

最適なカウンター高さは

標準仕様

身長÷２＋５cm
が目安です。

シンク・水栓

食器洗い乾燥機

センターポケットシンク

オールインワン浄水栓

コンパクトでも高機能。
水はね音を低減した静かなシンクです。
ワイヤーポケット

水はね音
低減

加熱機器用キャビネット

3段引出しキャビネット

浅型プルオープンタイプ
カラーバリエーション

水栓と浄水器が一体になった
排気温度を
多機能水栓。便利な
約33℃に
ハンドシャワーも備えています。 低温化する
ソフト排気モード。

カウンタートップ
カウンタートップ

扉デザイン・カラー
扉デザイン・カラー
人造大理石

ムラなく洗える伸びるノズル。

RKW403ASVSW シルバー
●食器収容点数：約４０点（約６人分）
●運転コース：５コース
●余熱を活用するからっとキープ機能。

サイズ：W７６×Ｄ５１cm
水切りプレート（NMT-2）

グループ４

水圧で伸びる２段式のノズルを採用。
大皿や箸などの小物までムラなく
しっかり洗浄できます。

お鍋が排水口を
ふさぎません。

JF6451SXSW2

ウォールキャビネット

レンジフード

加熱機器 《セレクト》

ミドル吊戸棚（高さ７０ｃｍ）

シロッコファン

ガス・３口コンロ
・無水両面焼グリル付

ダクト排気に対応したシロッコファン。

＜ガラストップタイプ ６０ｃｍ＞

＜ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ（ブラック） ６０ｃｍ＞

キッチンのインテリア性を高める天然石の風合い。
耐熱、耐衝撃、耐薬品性にすぐれた人造大理石です。

ラディアンスシリーズ
（787）

ＩＨ・３口コンロ
・両面焼グリル付
ＩＨ
ヒーター

ガラス
トップ

U787：ﾌﾞﾗｯｸｵｰｸ

S787：ｼﾙﾊﾞｰﾗｲﾝ

J787：ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

Y787：ﾊﾟｰﾙｲｴﾛｰ

W787：ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

P787：ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ

ホワイトグラニット

クラシカルシリーズ
（786）

H3G634A0L1V シルバー
BDR3HE7517SI シルバー

タオルクリップ

●Ｓｉセンサー ●シールドバーナー
●フッ素コートグリル皿

HT-D65S シルバー
●天面操作 ●揚げ物温度調節
●火力調節 ●ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ
●ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ

ホワイトサンド

キッチンパネル
キッチンパネル
デコラックス製

V786：ｸﾗｼｶﾙﾍﾞｰｼﾞｭ R786：ｸﾗｼｶﾙﾚｯﾄﾞ

（棚板1枚）
棚板はお手入れ簡単な樹脂製です。

シンク用キャビネット

フライパンや鍋など、火にかけて 調理小物や調味料がたっぷり シンクや下ごしらえで使う調理器具を
使用する調理器具や
しまえます。中段には調味料 収納。下段は洗剤やお掃除用品など
がしまえます。
オイルなどの収納に。
ボトルも収納。

リッチグロスシリーズ
（785）
I785：ﾎﾜｲﾄｾﾞﾌﾞﾗ

U785：ﾀﾞｰｸﾛｰｽﾞ

C785：ﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ
コクーンホワイト

引出しレール
水仕事をしながらすぐ手が届く位置に、
タオルを掛けられるタオルクリップがついています。

ショックレスクローズ機構付
（ﾊｲｽﾍﾟｯｸﾛｰﾗｰﾚｰﾙ）
引出しを閉めたときの
衝撃をやわらげる
ショックレスクローズ機構が
付いています。

◆クリップ式なのでタオルの取り外しも簡単。

P785：ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ

Y785：ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ W785：ﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄ

T785：ｿﾘｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ

R785：ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ

B785：ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ

コクーンベージュ

マーキュリー

＊写真は参考写真のため実際とは異なる場合がございます。10A1080

