
Plan No.

扉パネル
見積コーディネートおすすめ扉

カウンター

キッチンパネル

プランNo.「おすすめポイント」は
ヴィートワン全体の特徴
です。お見積書とは、
連動しておりません。

ご注意

お問合せNo.

 ご提案のカラー  装備品と特長

㈱明治ホームズ様　標準仕様（食洗機無し）

洗剤スタンド�
置き場に困る洗剤やスポンジを
シンク内にセット。

オールスライドフロアストック�
土鍋やストック品などがたっぷり
収納できます。

ホーロートップガスコンロ�
GB116Sシルバー色

シロッコファン�
JBDR3HE7517J1SIシルバー色

エクセラ・ニューベーシック
ジャンボシンク
アイボリー

オールインワン水栓 �
JFL450SXTO（一般地用）人造大理石カウンター�

サンドホワイト

リアルツリーシリーズ�
ダークツリー

プレミアウッドシリーズ�
プレミアブラウン

プレミアウッドシリーズ�
プレミアナチュラル

プレミアウッドシリーズ�
プレミアチェリー

リアルツリーシリーズ�
ライトツリー

30003

M201003018780壁付けＩ型 プラン

シンク下からコンロ下まですべて引き出しタイプの、ベーシックなプランです。

（株）明治ホームズ



（株）明治ホームズ 標準仕様

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

扉柄

フロアユニット

355mm

メタレール（金属レール）

スタンダードグレードバリューグレード

ユニット内仕様：白

ベーシックな基本機能重視のタイプ。■スライドタイプ

●加熱機器下
スライドストッカー付

●シンク下スライド●２段引出し
フロアストッカー付

●コンロ横小引出し
可動式の仕切り板で、
調味料などを仕切って
収納。

ウォールユニット

●耐震ロック
ウォールユニットが振動すると、
自動的にロックされます。

●ウォールユニット 高さ 700mm

700mm高さ500mm 600mm

調理機器

●ホーロートップガスコンロ 幅600mm
【シルバー色】 片面焼グリル・外炎式
トッププレート色：グレー色
操作：プッシュ＆レバー式 ３口温度センサー

ホーロートップ

外炎式

２０１００６２８ （株）明治ホームズ 標準仕様

すっきりとしたスクエアフォルム。

お手入れもラクラク。
・フラットな形状で拭き掃除しやすく、掃除箇

所にもラクに手が届きます。

・掃除のしやすい撥水性のフィルターを採用。

・羽根の着脱も簡単。

●スマートフード （シロッコファン）

【シルバー色】 照明付

常時 常時換気機能付

レンジフード

●スキマレスシンク （クリアＳタイプ）

スキマをなくして、お手入れはさっと拭くだけ。
直線的デザインのゆったりシンクで、シャープに演出。

幅760×奥行 大489/ 小429×深さ173mm

ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ

ホワイト グレー ベージュ

生ゴミが集まりや
すく捨てやすい
「網カゴ「網カゴ

（ささっと仕様）（ささっと仕様）」」

シンクと一体成型

の排水口。継ぎ目

がないので汚れが

たまりません。

排水口一体成型排水口一体成型

シンク

●人造大理石カウンター
※２８０℃の油鍋と３５０℃の空焚き鍋を２０分、放置しても変色、
膨れがありません。（当社実験）

【ペブルホワイト】

カウンター

ライン取っ手と

ハンドル取っ手から

お選びいただけます。

［同価格］

ﾎﾜｲﾄﾎﾟﾛｰﾆｬミディアムチークブラウンチーク

パールホワイトパールグレーパールベージュパールイエローパールマリンパールキャロットパールボルドー

ブルー

ダークポローニャ

ＳＦ３０シリーズ

和を感じるカラーと
繊細な横木目柄。

ＳＦ３０シリーズ

上品な
メタリック調仕上げ。

ＳＵ３０シリーズ

格調ある２色とシン
プルな色合いの５色。

ベージュ イエロー ピンク ホワイトネイビー ブラウン 整水

●浄水器内蔵シャワー混合水栓
一つの水栓で浄水と混合水栓が使
い分けできます。
（浄水は水のみで使用。）

シャワーヘッドは引き
出して使えますので、
シンクの隅々まで簡単
に洗えたり、ポットなど
の給水に便利です。
ヘッド引出し長さは約
40cmです。

シャワー 浄水

水栓



■ご提案プラン

明治ホームズ 標準仕様
JGZ7789K2 2010年 6月16日

お見積No. 作成日システムキッチンご提案

間口

mm

※こちらのご提案書は、主要部材・オプションのみの掲載です。詳細はお見積り明細にて、ご確認下さい。 K1001

■シンク

■取手■扉シリーズ・扉色

※写真はイメージです。実際の仕様とは異なります。

キッチンの主役である、人造大理石カウンター。
毎日、たくさん使う場所にヤマハの特徴があふれています。

だから、ずっとキレイ。

排水部まで一体成形。隙間なし。
お手入れ簡単人造大理石「マーブルシンク」

カウンターと
シンクは段差も
隙間もないシームレス接合

point

point

国内初！開発から
進化を続け３０余年。自慢の人造大理石。

point 1 point 2

point 4point 3

キズや汚れも
消せるから
ずっときれい

熱にも衝撃
にも強いから
とっても丈夫

汚れの入る
隙間がないから
お掃除らくらく

色に形に
楽しく選べる

シンクと
一体感ある
排水フタ

内部にも
段差のない
なめらか形状

残菜が簡単に
とれる親切
設計の網カゴ

ビービｰ

Ｂｂ Ｉ型

■オプション

■シンクスペース ■調理スペース ■コンロスペース

フロアスライド
<標準仕様>

３段引出し
<標準仕様>

フロアスライド
<標準仕様>

引出しトレー

選択はありません

■キッチンパネル

選択はありません選択はありません

選択はありません選択はありません

ミドルウォール開き扉
<選択アイテム>
ｱｯﾊﾟｰﾛｯｸ機構あり

■ウォールスペース ■レンジフード

■食器洗い乾燥機 ■調理機器

シロッコファン
シルバー
<選択アイテム>

ホーロートップコンロ
シルバー
<選択アイテム>
(ﾘﾝﾅｲ)

<コンロ性能>
・点火方式：プッシュ&レバー式
・調理油過熱防止装置(全バーナー)
・立ち消え安全装置(全バーナー)
・コンロ消し忘れ消火機能(全バーナー)
・焦げつき消火機能
<グリル性能>
・水なし片面焼

■カウンター

ニューグラーナホワイト

選択はありません 選択はありません

■水栓金具 ■料理用整水器・浄水器

ハンドシャワー水栓
TKHG32PB(Z)YL
(TOTO)



楽しくえらべる・ラクラクえらべる ライフスタイルや間取りに合わせて選ぶことができるキッチン。

カラーバリエーション スライド収納バリエーション

商品の色はカラープリントのため、実物とは多少異なる場合があります。

 プレシャス 
 レッド

 プレシャス
 オランジュ

 プレシャス
 ターコイズ

 プレシャス
 グリーン

 プレシャス
 イエロー

■ブランド：ラクエラ
■扉カラー：グランドシリーズ／プレシャスホワイト＋ノーブルホワイト

■プラン ：壁付けＩ型    間口：２５５ｃｍ

取手種類 

ライン取手 バー取手

 プレシャス
 グレー

 プレシャス
 ホワイト

 プレシャス
 ブラウン

 プレシャス
 ベージュ

 プレーン
 チャコール

 プレーン
 ベージュ

 プレーン 
 ホワイト

 プレーン 
 ウッド

扉カラー [グランドシリーズ] プレシャス：鏡面材 ノーブル：浮造り扉 扉カラー [コンフォートシリーズ] マット扉

 ノーブル
 ホワイト

 ノーブル
 ミディアム

 ノーブル
 ダーク

 プレシャス
 ロゼ

 プレシャス 
 バイオレット

 プレシャス
 チャコール

 プレーン
 イエロー

 プレーン 
 グリーン

 プレーン 
 オレンジ

 プレーン 
 レッド

２タイプから

人工大理石ワークトップ

    吊戸棚

   シンク

水栓

取手レス吊戸棚
取手のないシンプルなデザイン。
空間をスッキリと見せることができ
ます。

フラットスリムレンジフード
RH-75NSSE（シルバー・間口75cm）
シンプルでスリムなデザイン。フード内面
や整流板は、お手入れがラクな「はつ油加
工」を施しました。

人工大理石ワークトップ
熱に強く、やわらかな質感が
魅力です。

Ｗ７１１×Ｄ４４９×Ｈ１９１
人工大理石シンクPMシンク

加熱機器

スライド収納

片面焼きグリル付コンロ
ZGFNL6R07PSE-E（シルバー）

レンジフード

サンドホワイト  サンドグレー グレインホワイト   ベージュ  カームホワイト   ピンク

浄水器一体型水栓
浄水・水道水がレバーひとつで切り替え可
能、またシャワーホース付きなのでシンク
のお掃除もラクラク。

シンク前収納
扉裏にラップホルダーと包丁差しを装備。収納
場所に困りがちなキッチン小物を立ててしまえ
るラップホルダーは、少しの扉の開閉でサッと
出し入れできるため、使用頻度の高いものの収
納スペースとして活用できます。また、包丁差
しは安全性に配慮してロック付きです。

引き出しトレー
ベースキャビネットの内引き出しに置いて
使うことができます。さいばし、レードル
、カトラリーなどキッチンまわりの小物を
まとめて収納でき、出し入れもしやすくな
ります。トール足元収納取手

シンプルなL型のアルミ大型
取手が足元のアクセント。し
っかりした握りごこちが安心
感をもたらします。

トール足元収納
大型の調味料ボトルや深型の鍋など、背の
高い収納物が立てたまましまえます。また
、取手が高い位置にあるため、深くかがむ
ことなく、楽な姿勢で収納物が出し入れで
きます。

株式会社 明治ホームズ



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

システムキッチン オーヴァ 美 し さ と い う ク オ リ テ ィ に こ だ わ っ た

シ ス テ ム キ ッ チ ン 。

扉カラー

ワークトップカラー シンクカラー

3DM
ﾚｰﾙｳｪﾝｹﾞ
ﾁｬｺｰﾙ

3PM
ﾚｰﾙｼｶﾓｱ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

3WM
ﾚｰﾙｸﾞﾛｽ
ﾎﾜｲﾄ

3YM
ﾚｰﾙｸﾞﾛｽ
ｸﾘｰﾑ

3VM
ﾚｰﾙｸﾞﾛｽ
ｵﾚﾝｼﾞ

3AM
ﾚｰﾙｸﾞﾛｽ
ﾚｯﾄﾞ

3CM
ﾚｰﾙｸﾞﾛｽ
ﾌﾞﾙｰ

3SM
ﾚｰﾙｼﾙﾊﾞｰ

3BM
ﾚｰﾙｸﾞﾛｽ
ﾏｾﾞﾝﾀ

4PM
ﾚｰﾙｽﾀｲﾙ
ﾗｲﾄ

4RM
ﾚｰﾙｽﾀｲﾙ
ﾐﾄﾞﾙ

4KM
ﾚｰﾙｽﾀｲﾙ
ﾌﾞﾗｯｸ

4WM
ﾚｰﾙｽﾀｲﾙ
ﾎﾜｲﾄ

SWM
ﾚｰﾙｻﾃﾝ
ﾎﾜｲﾄ

SBM
ﾚｰﾙｻﾃﾝ
ﾍﾞｰｼﾞｭ

SMM
ﾚｰﾙｻﾃﾝ
ﾏﾎｶﾞﾆｰ

SKM
ﾚｰﾙｻﾃﾝ
ﾌﾞﾗｯｸ

レールグロスシリーズ

レールスタイルマットシリーズ レールサテンマットシリーズ

エクセラガードＭソリッドストーン

BW
ﾏｯﾄﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄ

BM
ﾏｯﾄﾓｶ

BP
ﾏｯﾄｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

PN4
ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ

PW4
ｸｰﾙﾎﾜｲﾄ

PB4
ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

KJF-L451SX(JW) RB32AH2SVL BDR-3HE-9017SI

CP-514(300)

CG合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

C372844687



∥ 食器洗い乾燥機 ∥ ※オプション

ホーロートップ（ブラック）
水有り片面焼きグリル
T32V-60 ※全口センサー付

∥ 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン ∥I 型2550 TYPEOFELIA

ナチュラルグレ－ ナチュラルベ－ジュ ナチュラルホワイト

取り外し簡単な単独ゴトク
お手入れはカンタン

∥ 扉カラー ∥ 全40色よりお選びいただけます。記載は一部カラー

∥ ワークトップカラー ∥ 全3色よりお選びいただけます

∥ キッチンパネルカラー ∥ 全4色よりお選びいただけます ※オプション

ロッシュホワイト マイルドベージュ マイルドホワイトロッシュベージュ

∥ 標準装備 ∥

JA1031BAON

∥ 浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

∥ 加熱機器 3口ガスコンロ

■ Feature of Takara ※ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙはｵﾌﾟｼｮﾝです。

不純物を除去してきれいな水を作ります。

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵。

ヘッドが引き出せるので大きな鍋や
シンク内を洗う時などに便利です。

除去する不純物
●カルキ●濁り●溶解性鉛●農薬●カビ臭

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。
詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。

※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

フルオープンフルオープン

水を出しっぱなしにしやすい水を出しっぱなしにしやすい
手洗いよりも経済的。手洗いよりも経済的。
効率良く洗浄します。効率良く洗浄します。

オイルポットや土鍋、
寸胴なども深さがあるので
ラクラク収納。

大きな鍋や洗剤も収納。
奥の物も取り出し易い。

ガスキャビネット 引き出し シンクキャビネット

∥ ベースキャビネット 足元スライドタイプ

足元まで有効活用した充実収納

スライド式の収納だから、奥まで見渡せるので収納が簡単に出来ます。
出し入れが簡単なので、無用の長物もなくなり、キッチンライフが充実します。

足元まで有効活用した充実収納

スライド式の収納だから、奥まで見渡せるので収納が簡単に出来ます。
出し入れが簡単なので、無用の長物もなくなり、キッチンライフが充実します。

最上段のみ収納に便利な
インナーケース付。
分類に便利で衛生的。

写真はイ メ ージですので仕様と は一部異なり ま す。 食器洗い乾燥機はｵﾌﾟ ｼｮﾝと なり ま す。

揺れると、扉の内側から自動的にロック。
上部に取付けているので、
収納物出し入れの邪魔になりません。

∥ ウォールキャビネット 耐震ラッチ付

70cm

∥ 人造大理石シンク ポリエステル系人造大理石全4色よりお選び頂けます。

ホワイト

ベージュ

グリーン

ピンク

人造大理石シンク
のここがスゴイ

◎カンタンなお手入れで

いつも美しく

◎キズがついても大丈夫。

美しさが甦ります

50㎝
80㎝

毎日使うものだからこそ、耐久性も大切なポイント 『 高品位ホーローキッチンパネル 』

VUS-903（V）

油汚れを
しっかりキャッチ。
汚れを取りやすい加工
なのでサッと洗えます。

ホーロー整流板

すきま風現象を利用した
整流板の効果により、
吸引力がさらにアップ。

ベースが金属だから
｢マグネット｣ が使えます。
オプション品各種をご確認ください。
壁面の便利な位置に自由自在。

＜例＞写真は
マグネットフキン掛け

∥ 汚れにくく美しさ長持ち ∥ ガラスと同じお手入れで、輝きを保ちます
∥ マグネットが使えます。 ∥ 使い勝手に合わせて配置換えが便
利

新しいキッチンはレイアウトがなかなか決まらな
い。。。
そんな悩みを解消するのが 『ど こでもラ ッ ク』
使ってみて気に入らない時は気軽にレイアウト変更
可能。

油汚れもカンタン スチールタワシも使えます

今までのタイルの壁は、
汚れが目地に染み込んだり、
タイルの割れに悩まされました。

ホ－ロ－キッチンパネルなら、
目地はほとんどありません。
しかも表面は ｢高品位ホ－ロ－｣
汚れが表面に染み込まず、
割れる事もありません。
ガラスのお手入れと同様です。

毎日使うものだからこそ、お手入れカンタンも大切なポイント 『 ホーロー整流板 』
∥ シロッコファン ∥ ホーロー整流板の働きがスゴイ！

サッと拭くだけで
油汚れもカンタンに
取れます。

取外しもカンタンなので
女性でもラクに外せます。

全てのバーナー対応
・天ぷら油加熱防止・立ち消え安全
・消し忘れ消火・焦げつき消火

小さな調味料、小ビンなどの
収納に便利です。

ガス横小引出し

シャワーミストは、汚れを落としやすくする
ための「つけ置き洗い」と同様の効果を
狙った新洗浄方式です。ミストで汚れを軟
らかくし、間欠的に高温洗浄水（約50℃）を

噴射することで、落ちにくい汚れをふやかし、
浮かせてはがします。

∥ 単色 / 抽象柄

∥ 木目柄

∥ 浮造り / レザー柄

QU-1667CM PJU5412CA79NYU2794CM NYU2795CM ANU8750CM HU-7712CM AU-8542CM

ANU2580CM ANU2567CMANU295CMNYU1932CM ANU2569CM ANU2597CM

JCU2584C

JYU442CH91

TX-569CT99 JK-2585C HJK5114CS89 TJK-573CT99 JCU608C JK-601C

ＬＨ-1 レール引手

∥ 引き手 ∥ ∥ 扉形状 ∥

左右1/4R（R3）加工

Takara  Standard
Original  System  Kitchen

EW-CP45S
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∥ 食器洗い乾燥機 ∥ ※オプション

ホーロートップ（ブラック）
水有り片面焼きグリル
T32V-60 ※全口センサー付

∥ 「オフェリア」 オリジナルシステムキッチン ∥I 型2550 TYPEOFELIA

ナチュラルグレ－ ナチュラルベ－ジュ ナチュラルホワイト

取り外し簡単な単独ゴトク
お手入れはカンタン

∥ 扉カラー ∥

ロッシュホワイト マイルドベージュ マイルドホワイトロッシュベージュ

∥ 標準装備 ∥

ＬＨ-2 レール引手
JA1031BAON

∥ 浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

∥ 加熱機器 3口ガスコンロ

∥ 引き手 ∥

■ Feature of Takara ※ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙはｵﾌﾟｼｮﾝです。

不純物を除去してきれいな水を作ります。

シャワーヘッド内に
カートリッジをスリムに内蔵。

ヘッドが引き出せるので大きな鍋や
シンク内を洗う時などに便利です。

除去する不純物
●カルキ●濁り●溶解性鉛●農薬●カビ臭

※商品写真は印刷のため、現物と異なる場合がございます。
詳細はショールームまたは商品見本等でご確認下さい。

※商品によっては改良などにより、仕様変更が発生する場合もございます。御了承願います。

オイルポットや土鍋、
寸胴なども深さがあるので
ラクラク収納。

大きな鍋や洗剤も収納。
奥の物も取り出し易い。

ガスキャビネット 引き出し シンクキャビネット

∥ ベースキャビネット 足元スライドタイプ

足元まで有効活用した充実収納

スライド式の収納だから、奥まで見渡せるので収納が簡単に出来ます。
出し入れが簡単なので、無用の長物もなくなり、キッチンライフが充実します。

足元まで有効活用した充実収納

スライド式の収納だから、奥まで見渡せるので収納が簡単に出来ます。
出し入れが簡単なので、無用の長物もなくなり、キッチンライフが充実します。

最上段のみ収納に便利な
インナーケース付。
分類に便利で衛生的。

写真はイ メ ージですので仕様と は一部異なり ま す。 食器洗い乾燥機はｵﾌﾟ ｼｮﾝと なり ま す。

WS-620E WS-623E WS-625E WS-622E WS-624E WS-621E

WS-861E WS-862E WS-867E WS-967E WS-3031E WS-5031E

WS-854E WS-954E WS-885E WS-985E WS-856E WS-956E

スクープエッジ引
手

揺れると、扉の内側から自動的にロック。
上部に取付けているので、
収納物出し入れの邪魔になりません。

∥ ウォールキャビネット 耐震ラッチ付

70cm

∥ 人造大理石シンク ポリエステル系人造大理石全4色よりお選び頂けます。

ホワイト

ベージュ

グリーン

ピンク

人造大理石シンク
のここがスゴイ

◎カンタンなお手入れで

いつも美しく

◎キズがついても大丈夫。

美しさが甦ります

50㎝
80㎝

毎日使うものだからこそ、耐久性も大切なポイント 『 高品位ホーローキッチンパネル 』

VUS-903（V）

油汚れを
しっかりキャッチ。
汚れを取りやすい加工
なのでサッと洗えます。

ホーロー整流板

すきま風現象を利用した
整流板の効果により、
吸引力がさらにアップ。

ベースが金属だから
｢マグネット｣ が使えます。
オプション品各種をご確認ください。
壁面の便利な位置に自由自在。

＜例＞写真は
マグネットフキン掛け

∥ 汚れにくく美しさ長持ち ∥ ガラスと同じお手入れで、輝きを保ちます
∥ マグネットが使えます。 ∥ 使い勝手に合わせて配置換えが便
利

新しいキッチンはレイアウトがなかなか決まらな
い。。。
そんな悩みを解消するのが 『ど こでもラ ッ ク』
使ってみて気に入らない時は気軽にレイアウト変更
可能。

油汚れもカンタン スチールタワシも使えます

今までのタイルの壁は、
汚れが目地に染み込んだり、
タイルの割れに悩まされました。

ホ－ロ－キッチンパネルなら、
目地はほとんどありません。
しかも表面は ｢高品位ホ－ロ－｣
汚れが表面に染み込まず、
割れる事もありません。
ガラスのお手入れと同様です。

毎日使うものだからこそ、お手入れカンタンも大切なポイント 『 ホーロー整流板 』
∥ シロッコファン ∥ ホーロー整流板の働きがスゴイ！

サッと拭くだけで
油汚れもカンタンに
取れます。

取外しもカンタンなので
女性でもラクに外せます。

全てのバーナー対応
・天ぷら油加熱防止・立ち消え安全
・消し忘れ消火・焦げつき消火

小さな調味料、小ビンなどの
収納に便利です。

ガス横小引出し

2010.3株式会社 明治ホームズ様 22年度プラン

Takara  Standard
Original  System  Kitchen

∥ ワークトップカラー ∥ 全3色よりお選びいただけます

∥ キッチンパネルカラー ∥ 全4色よりお選びいただけます ※オプション

フルオープンフルオープン

水を出しっぱなしにしやすい水を出しっぱなしにしやすい
手洗いよりも経済的。手洗いよりも経済的。
効率良く洗浄します。効率良く洗浄します。

シャワーミストは、汚れを落としやすくする
ための「つけ置き洗い」と同様の効果を
狙った新洗浄方式です。ミストで汚れを軟
らかくし、間欠的に高温洗浄水（約50℃）

を噴射することで、落ちにくい汚れをふや
かし、浮かせてはがします。

EW-
CP45S
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