
※写真は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。 140217 

２０１４年 Ｆタイプ 

 パナソニック キッチン リビングステーション Ｖスタイル   

フロアユニット 

image 

V-style 

パナソニックキッチン 

●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 全口温度ｾﾝｻｰ  

<LESG32N1N>         

扉柄 

スキマレスシンク 

ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ ﾀﾞｰｸ柄 ﾙﾗｲﾄ柄 ﾎﾜｲﾄ柄 ﾐﾃﾞｨｱﾑ柄 

ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞ ｵﾚﾝｼﾞ ﾈｲﾋﾞｰ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ 

単色（光沢） 

木目（光沢） 木目（マット） 

フロアユニットの取っ手はラ
イン取っ手とハンドル取っ
手の２タイプから選べます。 

アルミライン（ＬＣＡ） 

ハンドル（ＨＤＡ） 

食器洗い乾燥機 浅型 【シルバー色】 
ドアパネル仕様              
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。
<LES45RS6SD> 

操作しやすいビッグレバー。 
浄水器内臓混合水栓。（タカギ製） 

ホワイト（RA） 

プレーン柄（３mm厚） 

加熱機器 水栓 キッチンボード 食器洗い乾燥機 

楽な姿勢で使えるスライドタイプ  

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやす
く収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフト
クロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。 

 

ソフトクロージング機構                     

コンロ下スライド             シンク下スライド 
image 

食洗機下スライド 

フラット対面プラン 

人造大理石カウンター    
  【ネオぺブルホワイト】 

薄型サイドフード （シロッコファン） 

【シルバー色】 LES81MAH1 

※整流板はシティブラック色 
クックスクリーン 

フラット対面カウンター 

空間を広く感じさせ、家族のコミュニケー
ションを広げます。 

キレイ・清潔、おそうじラクラク。 

「スキマレスシンク クリアＲタイプ」 

クリアＲタイプ 

シンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れ

が溜まりやすくお掃除が大変でした。 

パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラ

クを実現しました。 

汚れがつきにくく、強くて、やさしいエポキシ系樹脂のシンク 

クリアグリーン 

クリアホワイト クリアベージュ クリアグレー 

クリアオレンジ クリアピンク 

排水プレート 

カウンターとシンクの継ぎ目の
すきまをなくしました。 

シンクと一体成型の排水口 
エポキシ系樹脂なので衝撃に強く汚れも 

染み込みにくい。 

排水アミカゴ 

（樹脂枠） 



※写真は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。130301130301130301130301

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック キッチンキッチンキッチンキッチン リビングステーションリビングステーションリビングステーションリビングステーション ＶスタイルＶスタイルＶスタイルＶスタイル

ウォールユニット

高さ ７00mm

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。

取っ手レス扉

人造大理石カウンター

【ネオぺブルホワイト】

カウンター

レンジフード

フロアユニット

水栓

ウォールユニット

image

キッチンボード食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 浅型 【シルバー色】

ドアパネル仕様

ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。

<LE<LE<LE<LES45S45S45S45RS6RS6RS6RS6SDSDSDSD>>>>

操作しやすいビッグレバー。

浄水器内臓混合水栓。（タカギ製）

ホワイト（RA）

プレーン柄（３mm厚）

加熱機器

ホーロートップ

汁受け皿なしでお掃除がラクです。

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 全口温度ｾﾝｻｰ

<<<<LELELELES32K1NZS32K1NZS32K1NZS32K1NZ> > > > 

外炎式

すべての火口にセン

サーを搭載し、「調理

油過熱防止装置」、

「立ち消え安全装置」、

「消し忘れ消火機能」

の3つの安全機能を

標準装備。

全バーナー全バーナー全バーナー全バーナー

温度センサー＆温度センサー＆温度センサー＆温度センサー＆

消し忘れ消火機能搭載消し忘れ消火機能搭載消し忘れ消火機能搭載消し忘れ消火機能搭載

２０１３年２０１３年２０１３年２０１３年 ＣタイプＣタイプＣタイプＣタイプ

楽楽楽楽なななな姿勢姿勢姿勢姿勢でででで使使使使えるスライドタイプえるスライドタイプえるスライドタイプえるスライドタイプ楽楽楽楽なななな姿勢姿勢姿勢姿勢でででで使使使使えるスライドタイプえるスライドタイプえるスライドタイプえるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやす

く収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフト

クロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。

ソフトクロージング機構

コンロ下スライド シンク下スライド

image
食洗機下スライド

スマートフード （シロッコファン）

【シルバー色】 照明付

image

V-style

パナソニックキッチンパナソニックキッチンパナソニックキッチンパナソニックキッチン

V-style
キレイ・清潔、おそうじラクラク。

「スキマレスシンク クリアＲタイプ・Ｓタイプ」

クリアＲタイプ

クリアＳタイプ

シンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まシンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まシンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まシンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜ま

りやすくお掃除が大変でした。りやすくお掃除が大変でした。りやすくお掃除が大変でした。りやすくお掃除が大変でした。

パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実

現しました。現しました。現しました。現しました。

汚れがつきにくく、強くて、やさしいエポキシ系樹脂のシンク汚れがつきにくく、強くて、やさしいエポキシ系樹脂のシンク汚れがつきにくく、強くて、やさしいエポキシ系樹脂のシンク汚れがつきにくく、強くて、やさしいエポキシ系樹脂のシンク

クリアグリーン

クリアホワイト クリアベージュ
クリアグレー

クリアオレンジ
クリアピンク

ホワイト

グレー
ベージュ

排水プレート

排水アミカゴ

カウンターとシンクの継ぎ目のカウンターとシンクの継ぎ目のカウンターとシンクの継ぎ目のカウンターとシンクの継ぎ目の

すきまをなくしました。すきまをなくしました。すきまをなくしました。すきまをなくしました。

シンクと一体成型の排水口シンクと一体成型の排水口シンクと一体成型の排水口シンクと一体成型の排水口

エポキシ系樹脂なので衝撃に強く汚れも染エポキシ系樹脂なので衝撃に強く汚れも染エポキシ系樹脂なので衝撃に強く汚れも染エポキシ系樹脂なので衝撃に強く汚れも染

み込みにくい。み込みにくい。み込みにくい。み込みにくい。

クリアＲ クリアＳ

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

扉柄 お好みに合わせて選べる豊富な扉カラー。お好みに合わせて選べる豊富な扉カラー。お好みに合わせて選べる豊富な扉カラー。お好みに合わせて選べる豊富な扉カラー。

ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ ｴｸｾﾙﾀﾞｰｸ柄 ｴｸｾﾙﾗｲﾄ柄 ｴｸｾﾙﾎﾜｲﾄ柄ｴｸｾﾙﾐﾃﾞｨｱﾑ柄

ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞ ｵﾚﾝｼﾞﾈｲﾋﾞｰ ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ ﾓｰﾌﾞｸﾞﾚｰ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ

ＶＬ２ＶＬ２ＶＬ２ＶＬ２００００シリーズシリーズシリーズシリーズ 単色（光沢）単色（光沢）単色（光沢）単色（光沢）

ＶＰ２ＶＰ２ＶＰ２ＶＰ２００００シリーズシリーズシリーズシリーズ 木目（光沢）木目（光沢）木目（光沢）木目（光沢） ＶＥ２ＶＥ２ＶＥ２ＶＥ２００００シリーズシリーズシリーズシリーズ 木目（マット）木目（マット）木目（マット）木目（マット）

フロアユニットの取っ手は

ライン取っ手とハンドル取っ手の

２タイプから選べます。

アルミライン（ＬＣＡ） ハンドル（ＨＤＡ）

スキマレスシンク



◆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、取付費・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。

・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

K
I
T
C

H
E
N

ワークトップカラー〈人造大理石〉 シンクカラー〈人造大理石〉 キッチンパネル〈ＭＥシリーズ〉

グループ１

E

ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

I

ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

M

ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ

N

ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

F

ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

QW

ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

GI

ﾌｧｲﾝﾎﾜｲﾄ

GE

ﾄﾗﾝｽﾘｭｰﾑﾎﾜｲﾄ

JW

ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ

JV

ﾐｽﾄｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

取手

※取手もお選び頂けます。

キレイシンク

扉カラーと併せて、

８種類から選択できます。

色も形もキレイなシンクは、

簡単お手入れでキレイが保てます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

７６．８cm

４０cm

まな板スタンド付

排水口のリングをなく

し、汚れが溜まりやす

い溝がないので、お手

入れが簡単です。

Q ｼﾙﾊﾞｰ

ﾗｲﾝQ

M ﾌﾞﾗｯｸ

ｽﾘﾑﾗｲﾝM

R ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ｽﾘﾑﾗｲﾝR

K ｼﾙﾊﾞｰ

ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK

J ｼﾙﾊﾞｰ

ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙJ

H ﾌﾞﾗｯｸ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH

G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG

F ｼﾙﾊﾞｰ

ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF

扉カラー〈グループ３〉

■Color Coordinate

マテリアル

K26J

ﾚﾘｰﾌｳｯﾄﾞ

H26J

ｸﾞﾚｰｽﾄｰﾝ

C26J

ﾁｯﾌﾟｳｯﾄﾞ

ミストカラー

G21J

ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ

Y21J

ﾐｽﾄｲｴﾛｰ

V21J

ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

P21J

ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ

W21J

ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

エレメント

K22J

ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ

G22J

ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ

R22J

ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

クオリティグロス

U23J

ﾀﾞｰｸﾛｰｽﾞ

C23J

ﾗｲﾄｳｫﾙﾅｯﾄ

I23J

ﾎﾜｲﾄｾﾞﾌﾞﾗ

ストリーク

K24J

ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ

B24J

ﾗﾋﾟｽﾌﾞﾙｰ

R24J

ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

U24J

ｱﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ

W24J

ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ

パーツは外して丸洗い。

お手入れも簡単です。

使用頻度の高いものをすっきり

整理して収納できる、取り出し

やすい扉裏のポケットを搭載。

スライドストッカー

アシストポケット付(シェルフなし)

包丁差し

人造大理石トップ ウォールキャビネット 扉キャッチ機構

選べる取手

水栓金具

ガスコンロ

コンロ用キャビネットアシストポケット

スライドストッカー

※２口コンログリルなし用タイプも

　ご用意しています。

インテリアに合わせてカラー

コーディネート。耐久性にも

優れた人造大理石トップです。

オールインワン浄水栓・DSタイプ

(エコハンドル・メッキ)

カラーや大きさ、形状の異なる

取手のバリエーションを豊富に

取りそろえました。扉カラーと

併せて８種類から選択できます。

揺れを感知すると、ストッパー

が降りて扉をロック。収納物

の落下や飛び出しを防ぐ安心

機能です。揺れが収まると自

動的にロックを解除します。

JFAD461SYXJG5B

シンク用キャビネット

開き扉・扉キャッチ機構付

間口：９０・７５cm

高さ：７０cm　奥行：４５cm系

レンジフード

ADRタイプ

本体色シルバー

別売品：化粧パネル・金属幕板

 （写真は化粧パネルです。）

ADR931SIRB

引出し仕様

ソフトモーションレール（ロングスライド引出しタイプ）

引出しが静かに閉まる、

ソフトモーションレール

お手入れが簡単な

ステンレス底板

ロングスライド引出しで、収納力

がさらにアップ。奥のものも出し

入れ簡単。

３口コンロ・ホーロートップタイプ

（無水片面焼グリル）

フェイス：シルバー トップ：ブラック

レンジフード連動なし

H1633A0RHVBX

システムキッチン アレスタ  I 型 本体間口 255cm SWKJJH

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

２０１４ C・Eタイプ

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)

運転コース：4コース

NP45RS6SJCB

２０１４ Ｃタイプ

アサカワホーム 

PRPSC0-140410-076j


