
商品 仕様詳細
新価格
（税抜）

新価格
（税込）

キッチン

デュエ シンク側 W1850 / W2150

+1,500,000円 +1,650,000円
デュエ アイランド クッカー側 W1700 / W1850
ペニンシュラ

W2600 / W2750アイランド
Ｉ型

カップボード
フルセパレート

W1850 +300,000円 +330,000円ハーフトール
フルトール

カップボード
サイズアップ

カップボード3プラン共通

W2150 +40,000円 +44,000円
W2450 +80,000円 +88,000円
W2600 +100,000円 +110,000円
W2750 +120,000円 +132,000円

配膳カウンター W1850 / W2150 +300,000円 +330,000円

家事デスク
引出しなし W1040 / W1540 / W2040 +160,000円 +176,000円
引出し付き W1540 / W2040 +200,000円 +220,000円

ダイニングサイド
パネルタイプ/張り出しカウンター ±0円 ±0円
ダイニング収納 +150,000円 +165,000円

トップカウンター デュエ/アイランド/ペニンシュラ W1150 / W1280 / W1510 / W1600 NEW +75,000円 +82,500円

ダイニングテーブル
メタルレッグ

W1500 / W1800 / W2100 +140,000円 +154,000円アーチレッグ
センターレッグ

フェニックス

キッチン
ワークトップ +90,000円 +99,000円
扉 +220,000円 +242,000円

カップボード
ワークトップ +40,000円 +44,000円
ベース扉 +100,000円 +110,000円
吊戸棚・アッパー扉 +100,000円 +110,000円

配膳カウンター
ワークトップ +65,000円 +71,500円
扉 +160,000円 +176,000円

家事デスク 吊戸棚扉 +65,000円 +71,500円
ダイニングテーブル ワークトップ ※メタルレッグのみ対応 +70,000円 +77,000円

収納アクセサリー

包丁差し ±0円 ±0円

ノンスリップマット
キッチン 全引出し用

+30,000円 +33,000円カップボード 全引出し用
配膳カウンター 全引出し用

調理器具用仕切り3分割 調理器具用仕切り3分割 +5,000円 +5,500円
カトラリー用仕切り4分割 カトラリー用仕切り4分割 +5,000円 +5,500円
木製ナイフブロックセット マルチ仕切り浅型3分割+木製ナイフブロック +15,000円 +16,500円
ボックスセット [1] BOX深型(大)×2+BOX浅型+マルチ仕切り深型 +20,000円 +22,000円
ボックスセット [2] BOX深型(小)+BOX深型(大)+ボトル用仕切り +15,000円 +16,500円
ボックスセット [3] BOX深型(中)×2 +10,000円 +11,000円
カトラリー用仕切り6分割 カトラリー用仕切り 6分割 +5,000円 +5,500円
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シンクアクセサリー
スクエアシンク

水切りプレート +5,000円 +5,500円
カッティングボード +5,000円 +5,500円

ポケット付ステンレスシンク 水切りプレート +10,000円 +11,000円

水栓

スタンダードモデル・クロム ハンスグローエ製 ±0円 ±0円
スタンダードモデル・メタルブラック ハンスグローエ製 +35,000円 +38,500円
スタンダード節湯モデル・クロム グローエ製 +15,000円 +16,500円
タッチレスモデル・クロム NEW KVK製 +30,000円 +33,000円
タッチレスモデル・マットブラック NEW KVK製 +90,000円 +99,000円

浄水器一体型水栓

ストレートモデル・クロム クリンスイ製 ±0円 ±0円
スタンダードモデル・クロム クリンスイ製 +30,000円 +33,000円
スタンダードモデル・メタルブラック NEW クリンスイ製 +80,000円 +88,000円
グースネックモデル・クロム メイスイ製 +30,000円 +33,000円
グースネックモデル・メタルブラック メイスイ製 +80,000円 +88,000円
タッチレスモデル・クロム NEW KVK製 +95,000円 +104,500円
タッチレスモデル・マットブラック NEW KVK製 +165,000円 +181,500円

浄水器専用水栓 浄水器専用水栓の追加 クリンスイ製 +40,000円 +44,000円

ガスコンロ
スタンダードモデル リンナイ製 ±0円 ±0円
機能充実モデル ハーマン製 +75,000円 +82,500円

IHクッキングヒーター

3口IH・スタンダードモデル 日立製 ±0円 ±0円
3口IH・オーブン機能付モデル 日立製 +135,000円 +148,500円
3口IHモデル パナソニック製 +175,000円 +192,500円
3口IH・グリルレスモデル アリアフィーナ製 +195,000円 +214,500円

レンジフード

スタンダードモデル TAJIMAレンジフード製 ±0円 ±0円
ヴィンテージテイストモデル アリアフィーナ製 +80,000円 +88,000円
同時給排モデル FUJIOH製 +110,000円 +121,000円
機能充実モデル アリアフィーナ製 +150,000円 +165,000円

食器洗い機

スタンダードモデル / 幅45cm リンナイ製 ±0円 ±0円
3段引出しへ変更 / 幅45cm ±0円 ±0円
深型モデル / 幅45cm パナソニック製 +130,000円 +143,000円
大容量モデル / 幅45cm / 余熱乾燥方式 ボッシュ製 +170,000円 +187,000円
大容量モデル / 幅45cm / ゼオライト乾燥方式 ボッシュ製 +230,000円 +253,000円
大容量モデル / 幅60cm / ゼオライト乾燥方式 ボッシュ製 +320,000円 +352,000円

キッチンパネル
アイカ製 +40,000円 +44,000円
キョーライト製 +40,000円 +44,000円

コンセント +5,000円 +5,500円
吊戸下LED照明 +90,000円 +99,000円

■ kitchenhouse ベーシック 価格表 2022年3月30日改定


