
kitchenhouse ベーシック 商品仕様リニューアル一覧 2022年3月30日改定

■機器 水栓ラインナップ変更

変更前
混合水栓 標準 オプション
メーカー ハンスグローエ グローエ ハンスグローエ リクシル デルタ
品番 31815004 JP015400 31815344 SF-NA451SU 9113T-BL-DST
カラー クロム クロム メタルブラック クロム マットブラック
オプション価格(税抜) ー +5,000円 +40,000円 +55,000円 +140,000円
水の出し方 レバー式 レバー式 レバー式 タッチレス式 タッチ式
寒冷地仕様 ー 〇 ー 〇 ー

中止 中止

浄水器一体型 標準 オプション
メーカー クリンスイ クリンスイ メイスイ メイスイ リクシル

品番 F428HS-T F914EHU-T GE1Z-FHGST GE1Z-FHGST-340 JF-NA466SU(JW)

カラー クロム クロム クロム メタルブラック クロム

オプション価格(税抜) ー +35,000円 +35,000円 +90,000円 +105,000円

水の出し方 レバー式 レバー式 レバー式 レバー式 タッチレス式

寒冷地仕様 〇 〇 ー ー ー
中止

浄水器専用水栓 オプション
メーカー クリンスイ

品番 A103HU-T

カラー クロム

オプション価格(税抜) +60,000円

水の出し方 レバー式

寒冷地仕様 ー
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変更後
混合水栓 標準 オプション
メーカー ハンスグローエ ハンスグローエ グローエ KVK KVK
品番 31815004 31815344 JP015400 KM6071EC KM6071ECM5

カラー クロム メタルブラック クロム クロム マットブラック

オプション価格(税抜) ー +35,000円 +15,000円 +30,000円 +90,000円

水の出し方 レバー式 レバー式 レバー式 タッチレス式 タッチレス式

寒冷地仕様 ー ー 〇 〇 〇
NEW NEW

浄水器一体型水栓
メーカー
品番
カラー
オプション価格(税抜)
水の出し方
寒冷地仕様

浄水器専用水栓 オプション
メーカー クリンスイ

品番 A103HU-T

カラー クロム

オプション価格(税抜) +40,000円

水の出し方 レバー式

寒冷地仕様 ー
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浄水器一体型水栓 標準 オプション
メーカー クリンスイ クリンスイ クリンスイ メイスイ メイスイ

品番 F428HS-T Ｆ914EHU-T F914BKM-T GE1Z-FHGST GE1Z-FHGST-340

カラー クロム クロム メタルブラック クロム メタルブラック

オプション価格(税抜) ー +30,000円 +80,000円 +30,000円 +80,000円

水の出し方 レバー式 レバー式 レバー式 レバー式 レバー式

寒冷地仕様 〇 〇 〇 ー ー
NEW

オプション
KVK KVK

KM6091SCEC KM6091SCECM5
クロム マットブラック

+95,000円 +165,000円
タッチレス式 (浄水はレバー式) タッチレス式 (浄水はレバー式)

ー ー
NEW NEW



■機器 ガスコンロラインナップ変更

変更前
標準 オプション

メーカー リンナイ ハーマン ハーマン リンナイ
モデル スタンダードモデル 機能充実モデル 高火力モデル アプリモデル

品番（幅60cm）

（幅75cm）

RB31AW28U32RBW DW36S5WAAFBAE RHB31W31E16RCSTW

RB31AW28U32RVW DW36S5WAS6STE
DW36S6WAAFBAE DW35F2JTKSTE RHB71W31E16RCSTW

DW36S6WAS6STE
オプション価格(税抜) ー +60,000円 +195,000円 +310,000円

中止 中止

変更後
標準 オプション

メーカー リンナイ ハーマン
モデル スタンダードモデル 機能充実モデル

品番（幅60cm）

（幅75cm）

RB31AW28U32RBW DW36S5WAAFBAE

LP0157
RB31AW28U32RVW DW36S5WAS6STE

DW36S6WAAFBAE
DW36S6WAS6STE

オプション価格(税抜) ー +75,000円 ー

NEW

クックボックス付属

■機器 標準IHヒーター 切替

変更前 変更後
メーカー 日立 日立
モデル 2口IH・1口ラジエント 3口IH
品番 日立製/HT-M6SK 日立製/HT-M6STK
オプション価格(税抜) ー ー

■機器 標準食器洗い機 切替

変更前 変更後
メーカー リンナイ リンナイ
モデル スタンダード スタンダード
品番 RKW-404AM-SV RKW-405AM-SV
オプション価格(税抜) ー ー
庫内カラー ライトグレー ダークグレー
食器収納点数 約5人用（37点） 約5人用（40点）
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■追加 ダイニングテーブル

● メタルレッグ形状にギルバー色を追加いたします。

形状 メタルレッグ(ブラック / ギルバー)
サイズ W1500・W1800・W2100
オプション価格(税抜) +140,000円

 

■追加 トップカウンター

● キッチンワークトップの上に載せるカウンターを追加いたします。

オプション価格(税抜) +75,000円
デュエ用 [シンク側]

ペニンシュラ・アイランド用

■中止

● 以下のバリエーションを中止といたします。

中止内容 ダイニングテーブル配置
L字切り欠き連結型

カップボード
ハーフトール 吊戸フラップアップ

キッチンシンク下の収納
開き扉
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