
株式会社広創不動産様 ご提案資料 

Color Variation  

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。  

システムキッチン mitte 
I型 基本プラン 食洗機 

Systemkitchen 

※イメージ写真です 

清潔に洗い上げる 

食器洗い乾燥機

センターラインで分割して取り出しやすく、しまいやすく 

センターラインキャビネット 

フライパンもかがまずラクラク 

取り出しできます。 

フード シンク カウンター 

人工大理石カウンター 

温かみのあるシンプルな石目模様 

UJ：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ 

UG：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰｸﾞﾚｰ UH：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾎﾜｲﾄ 

IH調理器 水栓金具 

高性能浄水カートリッジ内蔵の兼用タイプ 

浄水器兼用水栓（ハンドシャワー式・エコシングル） 

食器洗い乾燥機 

洗い物のストレスから解放 

食器洗い乾燥機P：シルバー 

消費生活用製品 

安全法 

『長期使用製品 

安全点検制度』 

キッチンパネル 

シンプルキッチンパネル 

表面がツルツルなので、汚れをふき取りやすい 

ＤＡ： 

シンプルホワイト 

ＤＢ： 

シンプルグレー 

ＤＣ： 

シンプルバニラ 

シンクパレット タオルハンガー 

タオルハンガー（W220mm） 

ライン取っ手にぴったり納まります 

吐水モードを切り替えられる 

浄水器兼用水栓 

年間約1０，２０0円お得 

 従来型シングルレバー 

 水栓と比べて      

CO2排出量 

年間 約 １０８kg 削減 

水とお湯の 

境に「カチッ」 

とクリック感 

レバー中央部までは水が出ます。 

水とお湯の境に「カチッ」と 

クリック感を設けることで 

水とお湯がきちんと使い分けられます。 

高性能浄水カートリッジ内蔵タイプに 

「エコシングル｣をプラス 

回転ノズル噴射式 

消費生活用製品安全法 

『長期使用製品安全点検制度』 

対象商品 

洗浄水噴射力は高さ2mの力強さ。 

食器の間や調理器具の細かい目にも 

水流が届きます。 

スマートかご 

食器や調理器具の形を 

気にすることなく自在にセットできます。 
レール類や調味料も上段スラ

イドレール収納可能 

平型シロッコファンフード（フード色前幕板）：シルバー 

吸い込む力が強いスッキリデザインタイプ シンクに当たる水音を和らげるサイレント仕様 

スペースアップシンク 

フラットなので調理後の汚れもサッとふくだけ 

２口ＩＨ＋ラジエントヒーターP：シルバー 

シンクパレット（スペースアップシンク用） 

調理スペースが広がります 

※試算条件については、TOTOホー

ムページをご確認ください。 

２（木目柄） ２（単色・抽象柄） １（単色・抽象柄） 取っ手 １（木目柄） 

１ＦＫ ： 

トリコカシス  

ＨＪＢ ： 

シンシアホワイト 

１ＦＦ ： 

トリコベージュ  

１ＦＧ： 

トリコピンク 

１ＦＪ ： 

トリコライム  

１ＦＨ ： 

トリコアクア  

１ＦＬ ： 

トリコダークグレー  

１Ｄ１ ： 

ルースミルベージュ  

１Ｃ６ ： 

ルースホワイトペア 

１Ｃ８ ： 

ルースミディアムペア 

１Ｄ２： 

ルースダルブラウン 

１ＵＦ ： 

ネイビーブルー  

１ＵＥ ： 

ネーブル 

１ＵＡ ： 

ホワイト 

１ＵＢ ： 

グレー  

１ＵＧ： 

ベージュ 

１ＵＣ ： 

バニラ  

１ＵＤ ： 

ピンク  

１Ｕ２ ： 

ブライトオーク  

１Ｕ１ ： 

オーク  

ＫA： 

ラウンド取っ手 

MG： 

スリムライン取っ手 

hirosou03
四角形

hirosou03
スタンプ

hirosou03
スタンプ



（株）広創不動産 様 システムキッチン ＫＴ 御提案プラン

ご 提 案 仕 様

写真のプランはイメージにつき、御提案内容とは異なります。

カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン

●キッチン寸法：間口 2550mm×奥行 650mm×高さ 850mm

Function いつも快適＆清潔に。こだわりの機能美と暮らす。

シンクも、排水口やラックも、
スポンジひとつでラクラクお手入れ。
また、シンク裏の制震構造により、
水音の静けさは図書館レベルです。

【従来のシンク】 【美・サイレントシンク】

◆シンク表面には水アカがつきにくい
美コートを採用。

美・サイレントシンク

◆エンボス加工を施すことにより、
キズがつきにくく、かつ目立ちにくくなりました。

Sink

【従来のシンク】 【美・サイレントシンク】

◆ヌルつきやすい排水口プレートも
美コートを施したステンレス製なの
で、お手入れラクラク。

有無

実際にお手入れせずに
１週間使用した

クリンプレート

◆継ぎ目が多く、汚れがちな洗剤ラック
も、サッと外せて洗えるクリンラック
搭載。

人工大理石のキッチンカウンター
もよりシャープなデザインに。
熱に強く、やわらかな質感が魅力。

人工大理石ワークトップ
ワークトップ

◆シンク寸法（内寸）
W820×D485×H183mm

サポートプレート
メッシュタイプ
（EGシンク用）

ZKPPGN-K

シンク
ステンレスEGシンク 【美・サイレントシンク】

ご提案プランには
含まれておりません。

吊戸棚なし
吊戸棚

ライン取手用
タオル掛け

ZKHTEN-K

タオル掛け
オプションパーツ

扉一体型取手用
タオル掛け

ZZKC077XC-T

タオル掛け

プルオープン食器洗い乾燥機
洗浄機器

ZWPP45R14LDS-T （シルバー）

ソフト排気 フル上面操作

フルオープンタイプ タワーウォッシャー

ＩＨクッキングヒーター
加熱機器

ZZCSKG32MS-T （シルバー）

ナビ機能付 揚げ物少量油対応

オートパワーオフ

左右ハイパワー3.0kWＷ６００トップ

水無両面焼きグリル左右天面タッチキー

タイマー付

フラットスリムレンジフード
換気機器

ZRS90ABM14FS(L/R)-T

はつ油加工 風量速調：３速

扉面材前幕板 ＬＥＤ照明付

人工大理石ワークトップカラー

サンドホワイト

サンドグレー

グレインホワイト

キッチンパネルカラー

クリアホワイト モザイクホワイト

クオーツグレー ストーンホワイト

クオーツピンク ストーンベージュ

水栓金具

浄水器内蔵 シャワーホース付

メッキタイプ 浄原水切換表示窓付

浄水器一体型水栓省エネシングル水栓

ZZJA306MN9NTN01-T

節湯Ｂ・節湯Ｃ１対応

キッチンも
インテリア
という発想。

“Harmony Coordinate”をコンセプトにした
システムキッチン「ＫＴ」シリーズ。
インテリアとの調和を追及し、
さらにディティールにこだわったキッチンへと
進化を遂げました。

■ミドルクラス Middle Class

ソレイユシリーズ

モードオーク

カオリーチーク クラシックダーク

リーフモカ

リーフブレンド リーフナット

ブリリアンイエロー

ブリリアンカシス ブリリアンアズール

ブリリアンチャコール ブリリアンホワイト

ブリリアンミディアム ブリリアンダーク

ライングレイン
ライト

ライングレイン
ダーク

ナチュールオーク

グレイッシュ
ウォルナット

ブリリアンシリーズ ウッディグレインシリーズ

豊富なカラーバリエーションと扉の意匠。
充実した使い勝手と多彩なデザインバリエーションが実現するシリーズです。

ライングレイン
ミディアム

ソレイユホワイト ブリリアンスノー

カームオークリーフホワイト

ロングバー取手 ライン取手 扉一体型取手

リーフシリーズ

Design & Storage

ムダなラインをそぎ落とした、
美しく洗練されたデザイン。

Modern
いつも快適＆清潔に。こだわりの機能美と暮らす。

Colorful

注目のトレンド色、美しい鏡面仕上げ
など全25カラー。

取手のラインを揃え、全体の
デザインをすっきりと。

Straight

継ぎ目が多く、汚れがちな洗剤
ラックも、さっと外せて洗える清
潔仕様。

Rack - クリンラック- Floor Cabinet

たっぷり収納できてサッと取り出
せる足元収納。キッチンワークを
よりスマートに。

スマートフォルムに、たっぷり便利な
収納力。

Storage

hirosou03
スタンプ

hirosou03
四角形


