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アイテムカタログ



1印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

アイランド D730 背面パネル

PLAN PATTERN プラン紹介

3種のプランから
選べます。

アイランド D1000
背面収納

アイランド D730
背面パネル

壁付け

イメージにはパナソニック製以外の製品を含みます。



2 3印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

DOORS 扉 柄

Qグレード クォーツ

Aグレード 突板塗装

オークブラック［DX］ ウォールナット［DD］ オーク［DN］

Bグレード 塗装

マットホワイト［KL］

マルキーナブラック［BQK］ レユールホワイト［BQS ］

扉の柄がつながることで、「面」

としての 美しさが 際 立ちます。

流 れ る 紋 様 が 美し い クォーツ  

ストーンや天 然 木の突 板など、

自然を感じられる素 材を厳選 。

                       



4 5印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

COUNTER カウンター

ライフスタイルに馴染むデザインが、

空間と暮らしに寄り添ってその「質」

を高めます。

Qグレード クォーツ

Hグレード クォーツ

マルキーナブラック［BQK］ レユールホワイト［BQS］

フロストホワイト［BQW］

SINK シンク

ウェットでもドライでも使いやすい

一 段 下 がったデッキスペース 。

作 業 後はプレートで隠して美しい

状態にリセット。

ステンレススクエアシンク

オプションオプションプレート付（付属品）

デッキあり デッキなし



6 7印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

セット配送 単独配送 6mm厚 プレーンマット柄・リティ柄 サイズ／入数（ケース）

JUFCK□□11 CK□□11 68,860円（税抜62,600円）/ケース 910×1820/2枚入り（3尺×6尺）

JUFCK□□212 CK□□212 37,840円（税抜34,400円）/ケース 910×905/2枚入り（3尺×3尺）

JUFCK□□31 CK□□31 52,580円（税抜47,800円）/ケース 910×2420/1枚入り（3尺×8尺）

JUFCK□□413 CK□□413 74,910円（税抜68,100円）/ケース 910×1100/3枚入り（対面プラン袖壁用）

空間の「質」を高める、
素材と組み合わせ
家具のように選べて、さまざまな
ライフスタイルに馴染む。

Countertop マルキーナブラック

Countertop レユールホワイト

Countertop フロストホワイト

Door
クォーツ

Door
ブラックオーク

Door
ウォールナット

Door
オーク

Door
マットホワイト

キッチンボード 品番・希望小売価格表

●品番中の□□に色柄を表す英字を入れて品番を完成させてください。

プレーンマット柄 UV  ホワイト［MS］ リティ柄 UV  ホワイト［UF］

キッチンボード仕様
不燃認定番号 ： NM-9589　表面化粧 ： 表面アクリルUV塗装　基材 ： けい酸カルシウム板

COORDINATE コーディネイト



8 9印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

曲線が美しいグースネック形状の水栓。シックで

上質な黒の輝きのダーククロムがより上質な空

間を演出します。

ミンタ・ラウンドネック水栓

ミンタ・スクエアネック水栓 ミンタ・ラウンドネック水栓

一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様

JUF05FPANE
115,830円
（税抜105,300円）

JUF05FPANEZ
119,790円
（税抜108,900円）

JUF07FPANE
115,830円
（税抜105,300円）

JUF07FPANEZ
119,790円
（税抜108,900円）

JUF07FEANE
202,400円
（税抜184,000円）

JUF07FEANEZ
206,360円
（税抜187,600円）

●取付穴径：φ34〜37mm
●逆止弁付き（一般地仕様のみ）
●吐水量※1

　直   流：6.0L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　シャワー：6.5L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

  ●主に直流で使用する水栓です。
  ●シャワーをご使用の際は、ヘッド部分を引出してご使用ください。
  ●縦方向に広く散水するシャワーの為ご使用の際に水はねする場

合がありますので、ヘッド部分を引出して、レバーハンドルで流
量調整してご使用ください。

●日本水道協会認証取得品
　一般地：C-84
　寒冷地：C-86

●取付穴径：Φ34〜37mm
●逆止弁付き（一般地仕様のみ）
●吐水量※1

　直流：6.9L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　スプレー：5.5L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

  ●主に直流で使用する水栓です。
   ●スプレーをご使用の際はヘッド部分を引出してご使用ください。
  ●スプレーは勢いがある為、ご使用の際に水はねする場合があり

ます。ヘッド部分を引出して、レバーハンドルで流量調整してご
使用ください。

●日本水道協会認証取得品
　一般地：C-84
　寒冷地：C-86

●取付穴径：Φ34〜37mm
●逆止弁付き（一般地仕様のみ）
●吐水量※1

　直流：6.9L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　スプレー：5.5L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

  ●主に直流で使用する水栓です。
  ●スプレーをご使用の際はヘッド部分を引出してご使用ください。
  ●スプレーは勢いがある為、ご使用の際に水はねする場合があり

ます。ヘッド部分を引出して、レバーハンドルで流量調整してご
使用ください。

●日本水道協会認証取得品
　一般地：C-84
　寒冷地：C-86

WATER FAUCETS 水栓金具

クロムメッキ　
GROHE製

ヘッド引出し寸法:約30cm
（水受けトレイ不要）

シャワーヘッド
引出し

節湯

A
節湯

B
節湯

節湯
C1

AB

直流

エコカチット水栓

クロムメッキ
GROHE製

ダーククロムメッキ
GROHE製

シャワーヘッド
引出し

節湯

A
節湯

B
節湯

節湯
C1

AB

シャワーヘッド
引出し

節湯

A
節湯

B
節湯

節湯
C1

AB

注意注意 注意

スプレー直流

スプレーはシンク内の清掃などに便利な勢いがある吐水です。吐水中に切
替ボタンを押すと直流からスプレーに切替わります。止水すると次回使用
時は直流に戻ります。（吐水しながらスプレーから直流に切替えることはでき
ません）

ヘッド引出し寸法:約30cm
（水受けトレイ不要）

プッシュ

スプレー直流

スプレーはシンク内の清掃などに便利な勢いがある吐水です。吐水中に切
替ボタンを押すと直流からスプレーに切替わります。止水すると次回使用
時は直流に戻ります。（吐水しながらスプレーから直流に切替えることはでき
ません）

ヘッド引出し寸法:約30cm
（水受けトレイ不要）

プッシュ

エコカチット水栓 エコカチット水栓

空間をスタイリッシュに仕上げる

シンプルデザイン。

シャワー
シャワーに切替えできます。

※ 主に直流で使用する水栓です。シャワー（ミンタ・スクエア水栓）スプレー（ミンタ・ラウンドネック水栓）をご使用の際は、ヘッド部分を引き出してご使用ください。シンク内の清掃に便利です。

吐水口が高い位置にあるので、背の高い容器

への注水も簡単です。シンプルかつモダンで端

正なフォルムがインテリア空間の質を高めます。

ミンタ・スクエアネック水栓

ダーククロムメッキ

クロムメッキ

※1 流量は目安です。水温や設置条件などにより変動します。
お手入れについて・ご注意事項について P.35〜40



10 11印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

※1 流量は目安です。水温や設置条件などにより変動します。　※2 詳細は分岐水栓の販売元にご確認ください。［（株）ナニワ製作所　電話06-6974-7033］ 分岐水栓の取り付けについては、当社が保証するものではありません。　
※3 1日20L使用した場合です。ろ材（カートリッジ）の取付（交換）時期の目安は、除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。　※4 交換の目安は1日10Lのご使用で約4ヶ月、1日20Lのご使用で約2ヶ月です。
なお、流量が急激に減少したり、浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった場合も除去性能が低下しているため、お取り替えください。※5 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。　※6 浄水器協会（JWPA）で定められた
規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。なお、鉄（微粒子状）とアルミニウム（中性）は浄水能力を規定しているものではありません。　※7 1日30L使用した場合です。ろ材（カートリッジ）の取替（交換）時期の目安は、
除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。
お手入れについて・ご注意事項について  P.35〜40

混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体

混合水栓サラサラワイドシャワー 浄水器専用水栓（浄水カートリッジ内蔵） 還元水素水生成器

一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様

JUF06FPSNEB
87,230円
（税抜79,300円）

JUF06FPSNEBZ
87,230円
（税抜79,300円）

JUF03FPSNE
86,570円
（税抜78,700円）

JUF03FPSNEZ
91,520円
（税抜83,200円）

JUFK1600PC
63,030円
（税抜57,300円）

JUFK1600ZPC 
63,030円
（税抜57,300円）

JUFTK-HB41-SSK
208,780円
（税抜189,800円）

※寒冷地仕様はありません。

●取付穴径：φ36〜38mm
●逆止弁付き（一般地仕様のみ）
●吐水量※1 
　直　流：7.2L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　シャワー：7.4L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機用分岐水栓が取り付け可能

※2

●JET認可水道法基準適合品
　一般地：W001-20024-261
　寒冷地：W001-20024-260
●浄水は水のみで使用してください。

ヘッド先端を押すだけで
サラサラワイドシャワー・直流・浄水の切替えもスムーズ

●取付穴径：φ36〜38mm
●逆止弁付き（一般地仕様のみ） 
●吐水量※1

　直　流：6.3L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　シャワー：7.2L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の
　分岐水栓取り付け可能※2

●JIS規格品

●取付穴径：φ35〜39mm
●逆止弁付き（一般地仕様のみ）
●卓上食器洗い乾燥機用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
　一般地：W040-20024-187
　寒冷地：W040-20024-188
●カートリッジの交換月の表示も可能です。

●取付穴径：φ35〜40ｍｍ
●逆止弁付き（止水栓）
●水道法基準適合品 JIA認証番号：OC 5002
●医療機器認証番号：226AKBZX00126000
●卓上食器洗い乾燥機用の分岐水栓取り付け不可
●消費電力：約88W（待機時約0.6W）
●定格：AC100V 1.7A 50/60Hz
●吐水流量（生成水流量）※1 
   2.0L/min（水圧100kPa 20℃時） 
   3.0L/min（水圧200kPa 20℃時）
●電解能力切替： 
　還元水素水（3段階）／弱酸性（1段階）
●電解槽寿命：累積約850時間 
　（イオン水生成時間･洗浄時間のみ）
●連続使用可能時間：常温時 約30分※3

●除去できない物質：微粒子状の鉄以外の重金属類
（銀・銅など）や塩分（海水）

●カルシウム添加：強制溶解添加方式、 
添加筒内蔵

●カートリッジの交換時期はランプでお知らせ。

 

●凍結のおそれがある寒冷地では使用できません。
 ● 本体洗浄カートリッジや通水路洗浄について1
年に1回メンテナンスが必要です。

 ●スリムセンサー水栓浄水器一体との組み合わせは
できません。

スリムセンサー水栓 スリムセンサー水栓 浄水器一体 フロントセンサー水栓

一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様 一般地仕様 寒冷地仕様

JUF01FPSWTEA
157,850円（税抜143,500円）

JUF01FPSWTEAZ
157,850円（税抜143,500円）

JUF01FPSWTEB
230,120円（税抜209,200円） ※寒冷地仕様はありません。

JUF08FPSTDA
150,590円（税抜136,900円）

JUF08FPSTDAZ
150,590円（税抜136,900円）

●取付穴径：φ36〜38mm
●逆止弁付き
●吐水量※1

　直　流：8.5L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　シャワー：8.5L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
　一般地：W001-20033-158
　寒冷地：W001-20033-159
●水栓本体ごと回転します。
●消費電力：約19W（待機時 約0.7W）
●定格：AC100V　0.26A 50/60Hz
●スパウトと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするための

ゆとり
4 4 4

であり、異常ではありません。

 ●ご使用時のスパウトの方向により、節水センサーがシンク用
オプションに反応することがあります。

●取付穴径：φ36〜38ｍｍ
●逆止弁付き
●吐水量※1

　直　流：8.5L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　シャワー：8.5L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品:W001-20024-228
●浄水は水のみで使用してください。
●水栓本体ごと回転します。
●消費電力：約19W（待機時 約0.7W）
●定格：AC100V　0.26A 50/60Hz
●カートリッジの交換時期は
　ランプでお知らせ。
●スパウトと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするための

ゆとり
4 4 4

であり、異常ではありません。

 ●ご使用時のスパウトの方向により、節水センサーがシンク用
オプションに反応することがあります。

 ●水栓（還元水素水生成器を含む）の２本設置はできません。
 ●凍結のおそれがある寒冷地では使用できません。

●取付穴径：Φ36〜38mm
●逆止弁付き
●吐水量※1

　直流：6.3L/min（0.2MPa、湯水混合時）
　シャワー：6.4L/min（0.2MPa、湯水混合時）
●卓上食器洗い乾燥機および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
　一般地：W001-20033-273
　寒冷地；W001-20033-274
●消費電力：約7W（待機時 約0.8W）
●定格：AC100V　50/60Hz

●電動昇降ウォールユニットやコンビネーションパレットなど、上下に
昇降するユニットを組み合わせて設置する場合は十分にご注意く
ださい。（水栓の高さは約390mmあります）

エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

クロムメッキ

シャワーヘッド
引出し

節湯

A
節湯

B
節湯

節湯
C1

AB水道水（湯・水） 浄水（水）

プッシュ

直流サラサラワイド
シャワー

浄水

ヘッド引出し寸法:約30cm
（水受けトレイ不要）

プッシュ プッシュ

エコカチット水栓

エコカチット水栓

お湯を出す時の「カチッ」

お湯のムダづかいを抑える
「エコカチット水栓」

シャワーヘッドは引き出して
使えるので、シンクの水洗い
などに便利です。

シャワーヘッド引出し

クロムメッキ

シャワーヘッド
引出し

節湯

A
節湯

B
節湯

節湯
C1

AB

節湯型機器
「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」において、
湯の使用量を節約できる機器として認められる商品です。

エコカチット水栓

クロムメッキ
KVK製

浄水（水）

浄水（水）

還元水素水

弱酸性水

注意

直流 シャワー
シャワーに切替えできます。

クロムメッキ

シャワーヘッド
引出し

シャワーヘッド
引出し

ヘッド引出し寸法:約30cm
（水受けトレイ不要）

ヘッド引出し寸法:約27cm
（水受けトレイ不要）

クロムメッキ

注意

水道水（湯・水）
浄水（水）

直流 シャワー
シャワーに切替えできます。

■スリムセンサー水栓
　（JUF01FPSWTEA（Z）/JUF01FPSWTEB）の場合

【節水センサーの検知範囲】
節水センサー

 
50mm
（非検知
エリア）

吐水口吐水口

約50-170mm
吐水口中心下

約50mm
（非検知
エリア）

検知エリア

吐水口から約50〜170ｍｍの範囲で検知します。
吐水口のすぐ下では節水センサーは反応しません。

（食器の中心が吐水口の真下にきた時に検知します。）

●使用上のご注意
皿や調理器具、コップなど、材質や大きさによって節水センサー
が検知しにくいことがあります。節水センサーの検知範囲に手
が入るようにお使いください。
詳しくはP.38をご覧ください。

浄水カートリッジ
SENT012KA
21,230円
（税抜19,300円）

●発注先・注文方法につきましては、商品に
付属のハガキをご参照ください。

カートリッジ
交換目安
約1年※3

スリムセンサー水栓
浄水器一体用

補充品（別売）

浄水カートリッジ
（1本入り）
SENT025KA
4,950円（税抜4,500円）

（3本入り）
SENT026KA
13,310円（税抜12,100円）

●発注先・注文方法につきましては、商品
に付属のハガキをご参照ください。

カートリッジ
交換目安
約4ヶ月※4

混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体用

サラサラワイドシャワー
ヘッド先端を押すだけで
きめ細かなサラサラワイド
シャワーに切替えできます。

直流

プッシュ

ヘッド引出し寸法:
約30cm

（水受けトレイ不要）

ふれずに水を出したり止めたり。
通常モードでは、上センサーに手をかざすことで吐水・止水をコントロール。節水（エコ
ナビ）モードでは、洗い物や手を近づけた場合のみ吐水。出しっぱなしを防ぎます。

水湯水混合

湯

水湯水
混合

湯

止水

流量80%

流量100%
（全開）

水湯水
混合

湯

止水時

流量約70%※

流量100%
（全開）

カチッ

WATER FAUCETS 水栓金具

クロムメッキ

ヘッド引出し寸法:約30cm
（水受けトレイ不要）

シャワーヘッド
引出し

節湯

A
節湯

B
節湯

節湯
C1

AB

節湯
A1

注意

サラサラワイドシャワー
シャワーに切替えできます。

直流

プッシュ

エコカチット水栓

浄水カートリッジ
（1本入り）
SEPZS210PC
5,170円（税抜4,700円）

（3本入り）
SEPZS2103PC
14,410円（税抜13,100円）

補充品（別売）
除去対象18物質※5 ※6タイプ
TK-HB41C1SK
17,270円（税抜15,700円）

カートリッジ
交換目安
約4ヶ月※4

カートリッジ
交換目安
約1年※7

浄水器専用水栓用

還元水素水生成器用
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※1   扉材、下部ユニットが別途必要です。
（対応する扉柄にご注意ください）

深型　幅450ｍｍ
フルオートオープン / 上面操作タイプ

深型　幅450ｍｍ
上面操作タイプ

深型　幅450ｍｍ
上面操作タイプ

対応扉柄 ： 突板塗装扉、塗装扉 対応扉柄 ： クオーツ扉、突板塗装扉 、塗装扉 対応扉柄 ： 突板塗装扉、塗装扉

品 番

希望小売価格

JUFS45KD9AP2
391,600円（税抜356,000円）　

JUFS45FD9WK
337,700円（税抜307,000円）　

JUFS45KD9W2
270,600円（税抜246,000円）

食器容量
約6人分（標準食器※3）
48点 食器のみの場合

約6人分（標準食器※3）
48点 食器のみの場合

容
量

洗える食器の寸法 ・大皿：直径27cm以下6枚（30cm以下なら3枚まで★1）　・グラス類：高さ14.5cm以下※4 ・大皿：直径27cm以下6枚（30cm以下なら3枚まで★1）　・グラス類：高さ14.5cm以下※4

洗えるまな板※5の最大寸法 横410×縦220×厚み15mm 横410×縦220×厚み15mm

仕
様

操作部
形状

上面操作部 静電タッチ タッチ式

前面操作部 − −

操作部
素材

上面操作部 樹脂製（鏡面ブラック） 樹脂製（鏡面ブラック）

前面表示部 − （フル扉材仕様） − （フル扉材仕様）

運
転

JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WK
運転コース（液体洗剤自動投入
の場合の時間と回数）

JUFS45KD9W
運転コース（時間と回数）。

5コース                                                                                         （50Hz/60Hz）

運転コース 予洗 洗い すすぎ［水・加熱］ クール
ダウン＊ 乾燥※7 ナノイーX

送風
運転時間（ナノイーX

送風を含みません）

おまかせ
L-※6 8分 29分/24分（約52℃） 26分［1回・1回（約67℃）］ 30分 温風 40分 24時間 約133分/約128分※8

L1 − 9分/9分 19分［1回・1回（約55℃）］ 30分 温風 40分 24時間 約98分/約98分

L2※6 8分 29分/24分（約52℃） 26分［1回・1回（約67℃）］ 30分 温風 40分 24時間 約133分/約128分

L3 7分 42分/37分（約62℃） 56分［2回・1回（約67℃）］ 30分 温風 40分 24時間 約175分/約170分

低温 7分 43分/38分（約45℃） 58分［1回・2回（約60℃）］ 30分 温風 60分 24時間 約198分/約193分

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）、
室温20℃での運転時間（左50Hz、右60Hz）です。●運転時間にはドライキープの時間は含ま
れていません。●洗浄や乾燥運転終了後、24時間ナノイーX送風運転します（上記の運転時間
には含みません）。●給水（約20℃）の場合、予洗～クールダウンの時間が約7～25分長くなり
ます。●運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低い
ときは、水温20℃のときより、洗い～すすぎが約20～50分長くなります。室温15℃以下の場合、
クールダウンが約15分、乾燥が約10～20分長くなります。
＊加熱すすぎ後、ファンの間欠運転により庫内を低温·低湿度化し、排気温度を低温化。 
  LEDインジケーターは青色点灯ですがポンプは停止しており、運転音は静かです。

6コース （50Hz/60Hz）

運転コース 洗い すすぎ［水・加熱］ クール
ダウン＊ 乾燥※7 運転時間

標　準 29分/24分（約52℃） 34分［2回・1回（約67℃）］ 30分 温風40分 約133分/約128分

強　力 41分/36分（約62℃） 64分［3回・1回（約67℃）］ 30分 温風60分 約195分/約190分

スピーディ 9分/9分 19分［1回・1回（約55℃）］ ー ー 約28分/約28分

低　温 37分/32分（約45℃） 66分［2回・2回（
1回目
約45℃
2回目
約60℃ ）］ 30分 温風60分 約193分/約188分

乾　燥 ー 90分・60分・40分

予　約 4時間後に｢標準｣コースで運転します。

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）
室温20℃での運転時間（左50Hz、右60Hz）です。●運転時間にはドライキープの時間は含
まれていません。●給水（約20℃）の場合、洗い～クールダウンの時間が約7～25分長くなりま
す。●運転時間は、設置状態·室温·水温·水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いと
きは、水温20℃のときより、洗い～すすぎが約20～50分長くなります。室温15℃以下の場合、
クールダウンが約15分、乾燥が約10～20分長くなります。
＊加熱すすぎ後、ファンの間欠運転により庫内を低温・低湿度化し、排気温度を低温化。   
  ＬＥＤインジケーターは青色点灯ですがポンプは停止しており、運転音は静かです。

予約運転 2・4・8時間後の運転開始※9 4時間後の運転開始

ドライキープ ○ ※10※11 ○ オートドライキープ※12

騒音値※13（50Hz／60Hz） 約38dB/約40dB 約38dB/約40dB

低温コース
（3センサー）

低温コース 低温コース（3センサー）

＊標準運転経費 算出基準　水温20℃として給湯60℃接続（本体直近まで60℃のお湯がきている）場合。食洗機専用洗剤は、1箱600ｇ入り422円（税込）〈パナソニック（株）調べ〉を標準量使用し、各機種「標準コース★」で運転した
場合。★JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WKは、液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル「L2」の場合。　
※算出基準料金·電力料金目安単価：27円/kWh（税込）〈家電公取協調べ〉2014年4月改定、ガス料金（都市ガス）：167円/m3（税込）〈パナソニック（株）調べ〉、水道料金：137円/m3（税込）、下水道使用料：125円/m3（税込）〉〈日本電機工業会調べ〉【2021年7月現在】
●全機種50/60Hz共用、給水·給湯兼用、給·排水接続直結、溢水検知付き。給水器具等認証番号：W002-20013-003
※2 液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル「L2」の場合。　※3 日本電機工業会自主基準による。　※4 形状やセット位置によっては入らない場合があります。　※5 耐熱温度80℃以上のプラスチック製。※6 スタートした後、給水後の約1分後は汚
れを検知するため、洗浄ポンプは動かず音もしません。　※7 記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。（JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WKは「L1」コース以外、ナノイーX送風運転を「なし」に設定した場合）。
※8 食器の汚れや量により、運転時間は異なります。　※9 5秒以上「予約」を長押しすると、ピピッと鳴り、1h～8hまで1時間刻みで設定できます。　※10 ナノイーX送風運転の「あり」「なし」を設定できます。「なし」に設定すると、自動的に「ドライキープ」
運転が「あり」に設定されます。　※11 ナノイーX送風運転と「ドライキープ」運転の両方を「なし」に設定できます。ナノイーX送風運転が「あり」のときは、「ドライキープ」運転は自動的に「なし」になり、変更できません。　※12 乾燥終了後、室温に応じて
約80～120分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。　※13 測定条件＝食器フルセット時の洗浄運転時（日本電機工業会自主基準＜2008年5月1日＞による）。　★1 大皿を1枚おきにセットし、奥側に小皿をセットしない場合。

手洗いとの比較

標準使用水量

手洗いとの比較

標準運転経費
＊

約9.0L使用
約79.0L節水

約28.0円
約34.3円節約

エコナビ運転の最大値は、約7.5L※2、約24.8円

標準コースの場合／JUFS45KD9AP／JUFS45KD9WK
は液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル「L2」の場合

＜1回あたり＞

エコナビとはセンサーの
働きで、自動的に電気や
水のムダを抑えた運転を
行う機能です。

●給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60℃以下に設定してください。（70℃以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。）お願い

※1フル扉材仕様 ※1フル扉材仕様

○標準食器のグラス高さは10 cmですが、14.5 cmまで入ります。

※4

大皿
6点

小皿
12点

中鉢
6点

茶碗
6点

汁椀
6点

湯呑み
6点

グラス
6点

約9.0L使用
約79.0L節水

約28.0円
約34.3円節約

エコナビ運転の最大値は、約7.5L、約24.8円

※1フル扉材仕様

○標準食器のグラス高さは10 cmですが、14.5 cmまで入ります。

※4

大皿
6点

小皿
12点

中鉢
6点

茶碗
6点

汁椀
6点

湯呑み
6点

グラス
6点

DISHWASHER 食器洗い乾燥機

上質なキッチン空間に

調和する新デザイン。

（JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WK）

※1 食器の汚れ・種類・設置状態・室温・水温・水道水圧によっては、正しく
検知しないときがあります（重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多いとき・
運転中にドアを開けたとき）。

設置上のご注意
●本機の右側には食洗機専用液体洗剤を入れるための洗剤タンク

が備え付けられています。洗剤を入れる（補充する）ために洗剤タン
クの取り出し・取り付けが必要です。必ず、本機の右側とキッチン・
壁等の間には250mm以上のスペースを確保してください。

※

※オートオープンはJUFS45KD9APのみ対応です。

上質なキッチン空間に美しく溶け込む長く愛さ

れ続けるデザインをめざしました。静 電タッチ

操作パネルは鏡面ブラックの美しいデザイン。

ダーク系タンクカラーや
「静電タッチ操作パネル」を採用。

（JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WK）

「おまかせ」で運転する場合、電源を入れ、スター

トをタッチしてドアを閉めれば、食器量、汚れ量に

応じて※1、液体洗剤を自動投入。最適な洗浄プロ

グラムで運転。コース選択の手間が省けます。

液体洗剤の投入も
運転コースも自動でおまかせ。
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●IHのヒーター「入」に連動して自動的にフードの照明が点灯し、弱運転します。
●手元でフードのON・OFFや風量調整ができます（トリプルワイドIH、カンガルーポケット付
機種のみ）。

●当社リモコン対応レンジフードとの組み合わせに限ります。

換気連動

エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

IHクッキングヒーターでは材質や形状などによって使える鍋と使えない鍋があります。

医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。

「マルチワイド IH」
（鉄・ステンレス対応 グリルなしタイプ）

JUFS1AEB4L3K
529,980円（税抜481,800円）
（ユニット操作部シルバー用）

JUFE1AEB4L3K
529,980円（税抜481,800円）

（ユニット操作部ブラック用）

JUFS1AEB4G3K
529,980円（税抜481,800円）
（ユニット操作部シルバー用）

クリアブラック クリアブラック シャンパンゴールド

ブラック／シルバー ブラック／ブラック ブラック／シルバー

−／単相200V（50/60Hz） 5.8kW（4.8kW切り換え可能） ※3

■全ヒーター：10段階

結晶化ガラス

光るライン（前後タイプ）　高温時点滅

高温注意1ヵ所、光るライン高温時点滅

●独立式（全口IH：１分～9時間30分）

●（排気カバー着脱）

プッシュオープン式静電タッチキー（レンジフードリモコン一体型）

●

●（左右ヒーター、中央ヒーター2ヵ所）

●（5・10・15・30分）

4段階（25・35・40・44）

●（全IHヒーター）140・160・180・200・230℃

●（フライパンメニュー／グリルパンメニュー）

●（左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応）※6

●（全IHヒーター）

●（全IHヒーター）

●（左右IH:湯沸かし、炊飯）

●

クッキングブック（50メニュー掲載）
換気連動  ●おまかせ自動運転※9（切・入／風量手元スイッチ）

組み合わせ不可

※2 複数のIHを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。
（火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。 を押してもブザーが鳴り火力は上が
りません。）　※3 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。　※4 運転音は日本電機工業会自主基
準に基づく測定方法による。パナソニック（株）実測。（パナソニック（株）標準鍋を使用）　※5 火災のおそれがあるため、
200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。　※6 左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は同時に使用
できます。フライパンなどでも揚げ物は可能です。　※7 電源スイッチ切の状態での消費電力。　※8 フライパンは指定
の大きさのあっせん品をお使いください。グリルパンはIHほっとくっキングリルパン（品番：JUFSZEGPA）をお使いください。
※9 おまかせ自動運転は、パナソニックエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。　

 

幅900mmタイプ
トッププレート

仕  

様

トッププレート色

操作スイッチ／スイッチ枠

ヒーター種類・最大火力
　  鉄・ステンレス対応
　  IHヒーター

消
費
電
力

グリル／定格電圧・消費電力

火力調節 消費電力（約）
（火力カバー形状、色はイメージです）

使
い
や
す
さ

ト
ッ
プ
プ
レ
ー
ト

材質

光るライン

高温注意ランプ

デジタルタイマー

3分割  排気パネル※10

操作部

音声ガイド

4熱源同時使用

電源スイッチ自動OFF(設定機能)

運転音（約）dB※4

お
い
し
さ

光
火
力
セ
ン
サ
ー

焼き物温度調節（タイマー付き）
かんたん焼き物※8

光・揚げ物温度調節

安定した高火力

こげつきお知らせ

IH自動調理（サーミスタ）

グリルパン同梱

付属品

レンジフード換気連動

電気オーブンレンジとの組み合わせ

120W 370W
235W

700W
500W

1.45kW
1kW

2.5kW
2kW 3kW

■左右ＩＨ：10段階

120W 370W
235W

700W
500W

1.5kW
1kW

■中央ＩＨ：7段階

3.0kW 3.0kW
3.0kW ※ 1

※1 下記のいずれかの使い方でも、最大火力3.0kWとなります。
中央ヒーターでは・・・

●エリアを選択して、
　4タイプの場所で使えます。

●同時に2つのエリアをそれぞれ使えます。
　（左・右エリア別選択時のみ）

中央エリア 全面 左エリア 右エリア

待機電力：ゼロ ※7

※2

「マルチワイドIH」は、パナソニックキッチン専用の商品です。注意

鍋の空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止し、ブザーと異常表示でお知らせします。
●鍋の種類により、通電停止までの時間が異なります。
●火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。

空焼き自動OFF

グリルにグリル皿を入れたままで「お手入れ」機能を使うと、自動的に通電を停止。ブザーと異常表示
でお知らせします。

（「マルチワイドIH」は除く）

お手入れ異常自動OFF

グリル庫内の発火などによって温度が異常に上がると、自動的に加熱を停止してブザーと異常表
示でお知らせします。

（「マルチワイドIH」は除く）

グリル高温自動OFF

鍋底の温度が上がりすぎると、自動的に通電をコントロール。鍋底温度が下がると自動的に火力は
強くなります。

温度過昇防止

ナイフ、スプーンなど金属製の小物を置いた場合、火力表示が点滅し、約1分後に通電を停止します。

小物自動ＯＦＦ

トッププレート
段差：約1.9mm

トッププレート
段差：約1.9mm

トッププレート
段差：約1.9mm

※1 グリルパン調理モードには同梱のほっとくッキングリルパンが必要です。

トリプルワイドガスマルチワイドIH

 RANGE 加熱機器

安全機能（IHコンロ共通）

JUFSZEGPA 
11,770円（税抜10,700円）

IHほっとくっキングリルパンは同梱です。
別売品もご用意しています。

コンロが横並びで調理もスムーズ。

段差が小さく、さっとひとふき。

お鍋やフライパンを同時に３つ使えるので、ムダ

な動きなしに調理ができます。手前のスペースを

使って下ごしらえや盛り付けができます。2人並

んで使ってもスペースゆったり。

3口横並びでゆったりひろびろ。

4つの鍋やオーバル鍋を使って調理したい方に

おすすめなのは「マルチワイドIH」。ガス派の方

には「トリプルワイドガス」。

調理スタイルに合わせて選べる2タイプ。



16 17印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

3 口ガス「トリプルワイド」（グリルなしタイプ）

JUFS2G（R/L）3S3 439,780円（税抜399,800円）
（ユニット操作部シルバー用） ●左高火力：L、右高火力：R （株）ハーマン製

JUFE2G（R/L）3S3 439,780円（税抜399,800円）
（ユニット操作部ブラック用） ●左高火力：L、右高火力：R （株）ハーマン製

JUFS2G（R/L）3H3 426,580円（税抜387,800円）
（ユニット操作部シルバー用） ●左高火力：L、右高火力：R （株）ハーマン製

−

ウォームシルバー／シルバー ウォームシルバー／ブラック

ガラストップ（結晶化ガラス）
親水アクアコート／シルバーミラー色

プッシュオープン式タッチキー

AC100V

●
●（全バーナー）
●（全バーナー）
●（全バーナー）
●（全バーナー）

●（全バーナー：１～120分）
●（高火力バーナー：130～220℃同時設定可）

●13段階
●（標準バーナー：ごはん・もっちり・炊き込み・おかゆ）

●（高火力バーナー）
●（標準・中央バーナー）

●（高火力バーナー：自動消火１～120分保温）
●（全バーナー）
●（全バーナー）
●（全バーナー）
●（全バーナー）

簡易音声
●

換気連動

●
13項目

ほっとくっキングリルパン、クッキングブック、ミトン、停電時対応電池ボックス
組み合わせ不可

幅900mmタイプ
トッププレート

ス
テ
ン
レ
ス
ゴ
ト
ク
＊

ホ
ー
ロ
ー
ゴ
ト
ク

仕
　
様

操作スイッチ／スイッチ枠

トッププレート仕様／色

操作パネル

電源

コ
ン
ロ
部

シールド構造
調理油過熱防止機能
立消え安全装置
消し忘れ消火機能
早切れ防止機能
コンロタイマー
温調機能
火力段階
炊飯機能
麺茹でモード
グリルパンモード
湯沸かし機能
高温炒め機能
焦げ付き消火機能
中火点火
鍋なし検知機能
音声機能
ロック機能

そ
の
他

換気連動
バーナーリングカバー
カスタマイズ機能

付属品
ガスオーブンレンジとの組み合わせ

高火力バーナー

バーナー

対応ガス種は13A、LPのみ

2.50kW
（2150kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

図は右高強火の
場合。左高強火
の場合は左右逆
となります。

コンロの使用中は操作部分を出した状態にしておいてください。レンジフー
ドを自動停止させる信号を操作部分から発信しているため、閉めた状態で
はコンロが消火してもレンジフードが停止しない場合があります。

注意

3口ガス「トリプルワイド」は、パナソニックキッチン専用の商品です。注意

直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。注意

AC100V電源が必要です。注意

その他のコンロ部特長
（機種により搭載機能は異なります。）

その他のグリル部特長
（機種により搭載機能は異なります。）

設定時間がくるとブザーが鳴り、
自動消火します。

グリル
タイマー

グリル内の上火と下火をそれぞれ
調整して焼き具合を調節できます。

上下火力
調整

メニューに応じた焼き加減を設定
するだけで自動的にサクッとおい
しくあたためます。

あたため
モード

魚の形態と焼き加減を設定する
だけで「焼き時間」と「火力」を
自動コントロールします。

オート
グリル

点火後一定時間で自動消火
します。

消し忘れ
消火機能

グリルを引き出すとガラス扉が
下へ降り、取り出しやすく、やけ
ど防止にもなります。

アップ
ダウン扉

庫内の温度が異常に高くなると
自動でガスがストップします。

グリル温度
上昇防止

設定時間になると自動消火し、ブザーでお
知らせ。その間に、他の料理や食卓の準
備など、時間を効率的に使えます。

コンロ 
タイマー

鍋底が250℃になると、すぐに消火せずに温度調
節して調理を継続します。

早切れ防止
機能

料理の焦げ付きを初期段階で検知して自動的に
消火します。※調理の種類、鍋の材質、火力によ
り焦げ付き具合は異なります。

焦げ付き
消火機能

点火時の炎あふれを防止。点火時は中火で点火し
炎あふれを抑え安心して調理をスタートできます。

専用のグリルパンで自動調理。ひっくり返
すタイミングからできあがりまでをお知らせ。
手間なく調理が可能です。麺類を茹でる時の火力を自動でコントロールし、設定

した茹で時間になると自動消火します。

250℃以上で強火調理をしたい場合は「高温炒め」を選ぶだ
けでＯＫ。海苔やスルメを炙ったり直火調理も可能です。

中火
点火

グリルパン
モード

麺茹で
モード

高温炒め
機能

小さなお子さまのいたずらや、不注意から
の点火を防ぎます。

鍋のない状態では点火しません。また、コン
ロ使用中にごとくから鍋を外すと弱火にな
り、約1分後に自動消火するので安心です。

ロック
機能

鍋なし検知
機能

煮こぼれや風などで火が消えても自動的にガスを
止め、ガスもれを防ぎます。

立消え
安全装置

煮こぼれが機器内部に
入りにくい構造です。

シールド
構造

長時間の煮込み料理などで火を消し忘れてしまっ
ても大丈夫。自動的に消火します。
※自動消火の時間は機種により異なります。

消し忘れ
消火機能

温度センサーが鍋底の温度を検知し、油温を常に
チェック。油温が250℃を保つように自動的に火力
を調節し発火を防止します。

調理油過熱
防止装置

庫内側面に取り外し可能なカバー 
を搭載。汚れやすい側面も簡単に 
お掃除できます。

着脱式
サイドカバー

セルフクリーニング加工を施したグリル
庫内を約10～12分間、ガスの高温加
熱でグリル庫内の気になるにおいを低
減します。

グリルクリーン
モード

安心･安全･その他機能 安心･安全･その他機能調理機能 調理機能

＊ステンレス製のゴトク・バーナーキャップに
つきましては、ガスの燃焼により、表面が
変色しやすい材質ですので、ご採用にあ
たりましては、この点をご理解ください。

 RANGE 加熱機器

※1 取扱説明書·レシピ集（もっとＩＨ！おうちメニューが増える本）に従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品は対応
していません。　※2 グリルで使用できる鍋の種類・材質・大きさについては、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。  
※3 調理物の厚み·高さは6㎝以下、グリル皿に載せる容器は高さは9㎝以下。（「凍ったままIHグリル」「自動調理」を除く）

電気をムダなく活かし、

グリルのお掃除もラクな IH。

便利機能を使って手早く

お料理できるガスコンロ。

●イメージです

かぼちゃの煮物

[160℃]
20～25分

ローストビーフ

ザ・ココット付属

JUFLP0153 
17,490円
（税抜15,900円）

ほっとくっキングリルパン、
ミトンは同梱です。
別売品もご用意しています。

魚や鶏肉などを冷凍のままグリ

ル皿に並べて、そのまま一気に

焼き上げ。

「凍ったままIHグリル※1」で、
凍ったまま焼き上げ。

ステンレスの金属感を損なわない

加飾処理による重高感なデザイン。

上質な高級感あふれる
ブラックフェイスデザイン。

高さのある食材 ※3もラクラク調

理。高温で食材を包み込み表面

を素早く焼き上げます。

鍋※2を直接グリルに
入れておまかせ調理。

煮る·蒸す·焼くなど、多彩な調理

を誰でも簡単に作れます。

コンロ上、グリル部の
両方で調理が可能な鍋

「ザ·ココット」。

オーブン調理（80℃～280℃）で、

低温調理も高温調理もご家庭で

手軽に。

幅広い温度帯で
オーブン調理も手軽に。

焼網をなくし、専用のプレートパンや

キャセロールを使って、上火バーナー

と温度センサー付き下火バーナーで

加熱する方式のグリルです。

多彩な調理を可能にする、
温度センサー付き下火バーナー
搭載の「マルチグリル」。

サンフレームバーナー

温度センサー付き下火バーナー

※画像はイメージです。
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 ３口 IH
鉄・ステンレス対応

 Bシリーズ 
BNFタイプ

機種
本体希望小売価格

（工事費別）
幅75cm JUFSBNF37SK

405,900円（税抜369,000円）

幅60cm JUFSBNF36SK
383,900円（税抜349,000円）

トッププレート色/ 本体正面色 シルバー/シルバー

ヒ
ー
タ
ー

ヒ
ー
タ
ー
種
類
・

最
大
火
力

グリル 2.2kW

定格電圧・消費電力 単相200V（50/60Hz）  5.8kW（4.8kW/4.0kW切り換え可能）※2

使
い
や
す
さ

ト
ッ
プ
プ
レ
ー
ト

天面操作部 ●（左右後ろIH＋グリル）ガラスタッチ
表示 ホワイトバックライト フルドット液晶
かんたんモード —
光るリング ●（左右IH：全周タイプ 後ろIH：前タイプ ）明るさ変化 高温時点滅

本
体
操
作
部

本体操作部 —
表示 —

はじめてガイド/音声ガイド —/—
AiSEG２対応 —

タイマー（残り時間） 独立式（左右後ろIH：1分～9時間30分 
オーブン調理：1分～60分〈グリル(手動)1分～30分〉）

カウントタイマー（経過時間） ●（左右IH）（60分）※3

4熱源同時使用※1 ●※4

運転音（約）
dB※5

オールメタル※6 —
鉄・ステンレス※7 ４段階〈25/35/40/48〉

電源スイッチ自動OFF（設定機能） ●（5・10・15・30分）
電気代表示/累積電気代表示 ●/●
レンジフード換気連動 換気連動 ●おまかせ自動運転※8

グリル スライドレール（引き込み付き） ●

お
い
し
さ

I
H

光
火
力
セ
ン
サ
ー

光火力センサー ●
焼き物温度調節（タイマー付き） ●（左右IH） 140・160・180・200・230℃
焼き物アシスト機能 ※9 ●（左右IH）30メニュー※音声なし

光・揚げ物温度調節 ●（左右IH、140〜200℃（7段階）、200gかつ深さ１cm以上の油量※10から対応）※11 ※12

こげつきお知らせ※13 ●（左右IH）
自
動
調
理

炊飯 ●（後ろIH/2合）※15

湯沸し ●（左右後ろIH）※15

グ
リ
ル

ラクッキングリル ●遠赤 Wフラット ラクッキングリル
両面焼き ●（水なし）
自動調理 ●9メニュー
焼き分け機能（自動調理のみ） —
凍ったままIHグリル —
オーブン調理（温度調節） （約） ●140℃～280℃（8段階）
火力調節（手動）/消費電力（約） 3段階 弱（950W） 中（1200W） 強（1400W）
上ヒーター加熱（手動） —

ラジエント 火力調節/消費電力（約） —

清 

潔

トップ
プレート

2分割  排気パネル ●（排気口カバー着脱）
サイドキャップレス ●

グ
リ
ル

お手入れ機能 ●
脱煙・脱臭メタルフィルター —
Wフラット庫内/庫内灯 ●（両側面・上下面が拭ける）/ ●（ LED照明）
グリル皿表面処理 フッ素加工
庫内表面加工 側面・天井：ホーロー加工

質
量・寸
法

本
体

質量（約）
大きさ（約）幅×奥行※16×高さ

（ワークトップの上高さ）
SBNF37SK：24.1kg  748×570×230mm（11mm）
SBNF36SK：23.0kg  598×570×230mm（11mm）

グ
リ
ル

庫内有効寸法
（約）幅×奥行×高さ

260※17×394×74mm
（グリル皿の調理面から天井面までの高さ）

グリル皿 （約）幅×奥行×高さ 258×372×32mm

電 

源

コード・長さ ３芯EPゴムキャブタイヤケーブル　0.7m
電源プラグ ２極・接地極付  30A  250V 　

推奨コンセント 埋込型WF3630B（W）　露出型WK36301B（ブラック）/WK36301W（ホワイト）

付属品 IH100レシピ集

写真はJUFSAN37SKです。写真はJUFSAN57SKです。写真はJUFSAN77SKです。

●写真は説明用に「光るリング」を点灯
させています。「光るリング」「表示部」
は実際より強調しています。

●キッチンキャビネットは商品には含
まれません。

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。（火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため を押してもブザーが
鳴り、火力は上がりません。） ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kW（A/Bシリーズ、W1のみ）に切り換え可能。 ※3 後ろIH・グリルには、カウントタイマー機能は使用できません。 ※4 4.0kW仕様の場合は除く。 ※5 運転音は日本電機工業
会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。（当社標準鍋を使用。） ※6 当社標準アルミ鍋を使用。 ※7 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※8 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。 ※9 フライパンは
指定の大きさのあっせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。 ※10火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は
同時に使用できます。 ※12 予熱完了１分前の予告報知あり。 ※13 解除機能付き。（「加熱」表示中の火力5以下で作動。） ※14 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※15 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可
です。 ※16 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※17 庫内灯部を除く。

 ３口 IH  ３口 IH  ３口 IH
ダブル（左右 IH）ハイスピードオールメタル対応 シングル（右 IH）ハイスピードオールメタル対応 鉄・ステンレス対応

 Aシリーズ 
A7タイプ A5タイプ A3タイプ

機種
本体希望小売価格

（工事費別）
幅75cm JUFSAN77SK

539,000円（税抜490,000円）
JUFSAN77EK

539,000円（税抜490,000円）
JUFSAN57SK

489,500円（税抜445,000円）
JUFSAN37SK

445,500円（税抜405,000円）

幅60cm JUFSAN76SK
517,000円（税抜470,000円）

JUFSAN56SK
467,500円（税抜425,000円）

JUFSAN36SK
423,500円（税抜385,000円）

トッププレート色/ 本体正面色 シルバー /シルバー ジェットブラック/ブラック シルバー/シルバー シルバー/シルバー

ヒ
ー
タ
ー

ヒ
ー
タ
ー
種
類
・

最
大
火
力

グリル 2.75kW 2.75kW 2.75kW

定格電圧・消費電力 単相200V（50/60Hz）  5.8kW（4.8kW/4.0kW切り換え可能）※2

使
い
や
す
さ

ト
ッ
プ
プ
レ
ー
ト

天面操作部 ●（左右後ろIH）ガラスタッチ
表示 ホワイトバックライト フルドット液晶
かんたんモード ●
光るリング ●（左右IH：全周タイプ 後ろIH：前タイプ ）明るさ変化 高温時点滅

本
体
操
作
部

本体操作部 ●プッシュ式（グリル）
表示 ホワイトバックライト フルドット液晶

はじめてガイド/音声ガイド ●/●（詳しくモード/通常モード）
AiSEG２対応 —
タイマー（残り時間） 独立式（左右後ろIH：1分～9時間30分 オーブン調理：１分～90分〈グリル(手動)１分～30分〉）
カウントタイマー（経過時間） ●（左右後ろIH+グリル）（60分）
4熱源同時使用※1 ●※4

運転音（約）
dB※5

オールメタル※6 ４段階〈25/38/44/51〉 —
鉄・ステンレス※7 ４段階〈25/35/40/48〉

電源スイッチ自動OFF（設定機能） ●（5・10・15・30分）
電気代表示/累積電気代表示 ●/●
レンジフード換気連動 換気連動  ●おまかせ自動運転※8（「ツール」内 切・入/風量）
グリル スライドレール（引き込み付き） ●

お
い
し
さ

I
H

光
火
力
セ
ン
サ
ー

光火力センサー ●
焼き物温度調節（タイマー付き） ●（左右IH） 140・160・180・200・230℃
焼き物アシスト機能 ※9 ●（左右IH）30メニュー
光・揚げ物温度調節 ●（左右IH、140〜200℃（7段階）、200gかつ深さ１cm以上の油量※10から対応）※11※12

こげつきお知らせ※13 ●（左右IH）
自
動
調
理

炊飯 ●（後ろIH/2合）※14 ※15

湯沸し ●（左右後ろIH）※14 ※15

グ
リ
ル

ラクッキングリル ●IH＆遠赤 Wフラット ラクッキングリル
両面焼き ●（水なし）
自動調理 ●12メニュー
焼き分け機能（自動調理のみ） ●（お急ぎ/標準/しっかり）
凍ったままIHグリル ●8メニュー
オーブン調理（温度調節） （約） ●80℃～280℃（11段階）
火力調節（手動）/消費電力（約） 3段階 弱（1020W） 中（1230W） 強（1470W）
上ヒーター加熱（手動） ●

ラジエント 火力調節/消費電力（約） —

清 

潔

トップ
プレート

2分割  排気パネル ●（排気口カバー着脱）
サイドキャップレス ●

グ
リ
ル

お手入れ機能 ●
脱煙・脱臭メタルフィルター ●
Wフラット庫内/庫内灯 ●（両側面・上下面が拭ける）/ ●（ LED照明  切・入/手元スイッチ）
グリル皿表面処理 フッ素加工
庫内表面加工 側面・天井：ホーロー加工 

質
量・寸
法

本
体

質量（約）
大きさ（約）幅×奥行※16×高さ

（ワークトップの上高さ）
SAN77SK／SAN77EK：29.4kg  748×570×230mm（11mm）
SAN76SK：28.3kg  598×570×230mm（11mm）

SAN57SK：27.6kg  748×570×230mm（11mm）
SAN56SK：26.5kg  598×570×230mm（11mm）

SAN37SK：25.3kg  748×570×230mm（11mm）
SAN36SK：24.2kg  598×570×230mm（11mm）

グ
リ
ル

庫内有効寸法
（約）幅×奥行×高さ 220×360×101mm（グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ）　260※17×394×91mm（グリル皿の調理面から天井面までの高さ）

グリル皿 （約）幅×奥行×高さ 258×394×40mm

電 

源

コード・長さ ３芯EPゴムキャブタイヤケーブル　0.7m
電源プラグ ２極・接地極付  30A  250V 　

推奨コンセント 埋込型WF3630B（W）　露出型WK36301B（ブラック）/WK36301W（ホワイト）

付属品 IH100レシピ集

※1※1※1オールメタル対応 IHヒーター
鉄・ステンレス対応 IHヒーター
ラジエントヒーター
グリル IHヒーター
グリル 平面ヒーター
グリル 遠赤ヒーター

2.0kW
3.2kW3.2kW オール

メタル
2.6kW

オール
メタル
2.6kW

グリル皿
IHヒーター

平面ヒーター
グリル庫内

2.0kW
3.2kW オール

メタル
2.6kW

グリル皿
IHヒーター

平面ヒーター

3.2kW

グリル庫内

2.0kW

グリル皿

3.2kW 3.2kW

IHヒーター

平面ヒーター
グリル庫内

写真はJUFSBNF37SKです。

●写真は説明用に「光るリング」を点灯
させています。「光るリング」「表示部」
は実際より強調しています。

●キッチンキャビネットは商品には含
まれません。

オールメタル対応 IHヒーター
鉄・ステンレス対応 IHヒーター
ラジエントヒーター
グリル IHヒーター
グリル 平面ヒーター
グリル 遠赤ヒーター

※1
2.0kW
3.2kW3.2kW

平面ヒーター

グリル皿
遠赤ヒーター

グリル庫内

 RANGE 加熱機器
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ガラストップ
（両面焼きグリル）

ガラストップ
（マルチグリル）

ホーローゴトク
JUFEHW31R7
602,250円（税抜547,500円）
リンナイ（株）製 

ステンレスゴトク＊

JUFSHW31R7
584,210円（税抜531,100円）
リンナイ（株）製

ステンレスゴトク＊

JUFSDS11WS
542,960円（税抜493,600円）

（株）ハーマン製 

ホーローゴトク
JUFSDS11WH
535,700円（税抜487,000円）

（株）ハーマン製 

ホーローゴトク
JUFEHW31R3
596,310円（税抜542,100円）
リンナイ（株）製 

ステンレスゴトク＊
JUFSHW31R3
578,160円（税抜525,600円）
リンナイ（株）製 

ステンレスゴトク＊

JUFSDS10WS
536,250円（税抜487,500円）

（株）ハーマン製 

ホーローゴトク
JUFSDS10WH
529,100円（税抜481,000円）

（株）ハーマン製 

ステンレス／サイドモールレス ステンレス／サイドモールレス

ガラストップ（結晶化ガラス）
アルミフレーム／ツイードシルバー色

ガラストップ（結晶化ガラス）
アルミフレーム／ナイトブラック色

ガラストップ（ベベルカット結晶化ガラス）
親水アクアコート／プラチナシルバー色

プッシュ＆ダイヤル式（天面火力表示） プッシュ＆ダイヤル式

● ●

●（全バーナー） ●（全バーナー）

●（全バーナー） ●（全バーナー）

●（全バーナー 10分単位可変30～120分） ●（全バーナー10分単位可変30～120分）

●（全バーナー） ●（全バーナー）

●1～120分 ●左右同時設定可
（1～120分）

●（左右バーナー130～220℃） ●左右同時設定可（130～220℃）

●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー）

●（小バーナー） ●（小バーナー：もっちり・炊き込み）

●左右同時設定可（保温1～120分） ●（左・右バーナー：自動消火・1～120分保温）

●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー）

●（全バーナー） ●（全バーナー）

●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー）

●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー）

● ●

● 簡易音声

● ●

● マルチグリル（オート6メニュー、冷凍食品）

●（パノラマワイドグリル） ●

●1～15分（ココットプレート1～16分） ●（1～40分/煮る・蒸す・パンモード）

●焼き加減調節（強・標準・弱） ●（焼き加減調節（強・標準・弱））

●グリル焼き網最長15分（ココットプレート16分） ●（最大40分）

フルスライド フルスライド

● ●

● ●

● ●

クロムメッキ（魚とって付き） −

耐熱クリアコート セラミックコート（プレートパンL・キャセロールL(燻製網付））

● ●（ワイド）

換気連動  ※1 換気連動  ※1

− ●

同梱（ココットプレート／ザ・ココット） プレートパンL・キャセロールL(燻製網付）

●（音声案内） ●

幅750mmタイプ
トッププレート

幅600mmタイプ
トッププレート

仕
　
様

外　観（フェイス）

トッププレート仕様／色

操作パネル

コ
ン
ロ
部

シールド構造

調理油過熱防止装置

立消え安全装置

消し忘れ消火機能

早切れ防止機能

コンロタイマー

温調機能

麺茹でモード

炊飯機能

湯沸かし機能

高温炒め機能（センサー解除）

焦げ付き消火機能

中火点火

鍋なし検知機能

感震停止機能

音声機能

ロック機能

グ
リ
ル
部

水なし両面焼きグリル

ワイドグリル

グリルタイマー

上下火力調整

消し忘れ消火機能

扉

オートグリル

グリル温度上昇防止

清
　
潔

２分割排気口カバー

焼き網表面処理

グリル皿表面加工

着脱式サイドカバー（下火カバー）

換気連動
付
属
品

グリル排気口ちり受け

グリルプレート

その他 ネクストサイン

高火力バーナー

バーナー

対応ガス種は13A、LPのみ

1.28kW
（1100kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

グリル：
2.33kW

（2000kcal/h）

●ガスコンロの「入」に連動して自動的にフードの照明が点灯し、弱運転します。 ●手元でフードのON/OFF、風量調整が
できます。 ●赤外線方式なので、面倒な配線工事はいりません。 ●当社リモコン対応レンジフードとの組み合わせに限ります。 
●リモコン操作もできます。

換気連動 換気連動システム ガスコンロの入／切とレンジフードが連動。※1 加熱機器側での風量調整や照明の入/切はできません。
＊ステンレス製のゴトク・バーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼により、表面が変色しやすい材質ですので、ご採用にあたりましては、この点をご理解ください。

当社以外のレンジフードとは、換気連動いたしません。

ガスコンロを設置する際、カウンターとガスコンロの前パネルの間にすき間があきます
が、これはガス燃焼用の空気を吸気するためであり、異常ではありません。

注意

直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。注意

1.27kW
（1090kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

グリル：
2.52kW

（2170kcal/h）

ガラストップ
（両面焼きグリル）

ガラストップ
（マルチグリル）

ガラストップ
（両面焼きグリル）

JUFSHW32R7
421,630円（税抜383,300円）
リンナイ（株）製 

JUFEDS13WB
398,750円（税抜362,500円）

（株）ハーマン製 

JUFSDS13WH
381,040円（税抜346,400円）

（株）ハーマン製 

JUFS31S6WH
339,020円（税抜308,200円）

（株）ハーマン製 

JUFSHW32R3
409,530円（税抜372,300円）
リンナイ（株）製 

JUFEDS12WB
386,870円（税抜351,700円）

（株）ハーマン製 

JUFSDS12WH
368,720円（税抜335,200円）

（株）ハーマン製 

JUFS31S5WH
326,810円（税抜297,100円）

（株）ハーマン製 

ステンレス／サイドモールレス ブラックステンレス／サイドモールレス ステンレス／サイドモールレス ステンレス／サイドモールレス

ガラストップ（結晶化ガラス）
アルミフレーム／カームシルバー色

ガラストップ（結晶化ガラス）
親水アクアコート／ブラック色

ガラストップ（結晶化ガラス）
親水アクアコート／シルバーミラー色

ガラストップ（結晶化ガラス）
親水アクアコート／エレガントグレー色

プッシュ＆ダイヤル式 プッシュ＆ダイヤル式 プッシュ＆ダイヤル式

● ● ●

●（全バーナー） ●（全バーナー） ●（全バーナー）

●（全バーナー） ●（全バーナー） ●（全バーナー）

●（全バーナー120分/10分単位可変30～90分） ●（全バーナー10分単位可変30～120分） ●（全バーナー10分単位可変30～120分）

●（全バーナー） ●（全バーナー） ●（全バーナー）

●全バーナー同時設定可 
（左・右バーナー：1～120分／小バーナー：1～90分） ●左右同時設定可（1～120分） ●左右同時設定可

（1～120分）

●左右同時設定可（130～220℃） ●左右同時設定可（130～220℃） ●左右同時設定可（130～220℃）

− ー −

●（小バーナー） ●（小バーナー：もっちり・炊き込み） ●（小バーナー：もっちり・炊き込み）

●左右同時設定可（１～120分保温） ●左右同時設定可（１～120分保温） ●（左・右バーナー：自動消火・1～120分保温）

●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー）

●（全バーナー） ●（全バーナー） ●（全バーナー）

●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー） ●（左・右バーナー）

− ー −

● ー −

● ー −

● ● ●

● マルチグリル（オート5メニュー、冷凍食品） ●（あたためモード）

●（パノラマワイドグリル） ● ●

●1～15分（ココットプレート1～16分） ●（1～40分／煮る·蒸す·パンモード） ●（1～18分）

●（＋グリルあたため） ●焼き加減調節（強・標準・弱） ●焼き加減調節（強・標準・弱）

●グリル焼き網最長15分（ココットプレート16分） ●（最大40分） ●（約18分）

フルスライド フルスライド フルスライド

● ● ●

● ● ●

● ● ●

クロムメッキ（魚とって付き） ー フッ素セラミック

耐熱クリアコート セラミックコート（プレートパンL） 耐熱クリアコート

● ●（ワイド） ●（ワイド）

換気連動  ※1 換気連動  ※1 換気連動  ※1

− 別売対応 別売対応

同梱（ココットプレート） プレートパンＬ（キャセロール別売） 別売（プレート調理）

●（音声案内） ●（お知らせサイン） ●（お知らせサイン）

幅750mmタイプ
トッププレート

幅600mmタイプ
トッププレート

仕
　
様

外　観（フェイス）

トッププレート仕様／色

操作パネル

コ
ン
ロ
部

シールド構造

調理油過熱防止装置

立消え安全装置

消し忘れ消火機能

早切れ防止機能

コンロタイマー

温調機能

麺茹でモード

炊飯機能

湯沸かし機能

高温炒め機能（センサー解除）

焦げ付き消火機能

中火点火

鍋なし検知機能

感震停止機能

音声機能

ロック機能

グ
リ
ル
部

水なし両面焼きグリル

ワイドグリル

グリルタイマー

上下火力調整

消し忘れ消火機能

扉

オートグリル

グリル温度上昇防止

清
　
潔

２分割排気口カバー

焼き網表面処理

グリル皿表面加工

着脱式サイドカバー（下火カバー）

換気連動
付
属
品

グリル排気口ちり受け

グリルプレート

その他 ネクストサイン

高火力バーナー

バーナー

対応ガス種は13A、LPのみ

1.28kW
（1100kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

グリル： 
2.21kW 

（1900kcal/h）

1.27kW
（1090kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

グリル：
2.52kW

（2170kcal/h）

1.28kW
（1100kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

4.20kW
（3610kcal/h）

グリル：
2.33kW

（2000kcal/h）

 RANGE 加熱機器
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OVEN ビルトイン電気オーブンレンジ

ブラック

595×449×464mm （ドアハンドルを含む奥行487mm)

394×309×234mm

26kg

30L

1600W

1330W

1370W

1000W※3・800～150W相当

2450ＭＨｚ

1300W

1300W

1350W

30～65℃

70～230℃

31メニュー（毎日使い 5メニュー・蒸し野菜/スチーム 12メニュー・
焼き物 6メニュー・お菓子パン 4メニュー・お手入れ 4メニュー）

角皿（2枚）・調理あみ・ガラス皿・レシピブック

前方排気／単体

3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 1.5m

2極・接地極付 20A 250V

カラー　本体

外形寸法（約）幅×奥行×高さ

庫内寸法（約）幅×奥行×高さ

質量（約）

総庫内容量（約）※2

消
費
電
力

レンジ

グリル

オーブン

出  

力

レンジ
高周波出力

発振周波数

スチーム ヒーター出力

グリル ヒーター出力

オーブン ヒーター出力

温度調節
発酵

オーブン

自動メニュー

付属品

排気方式

電源コード・長さ

電源プラグ

200V ビルトイン電気オーブンレンジ

ブラック色
JUFEDB1000M1
319,000円（税抜290,000円）

熱風循環ファンヒーターで
包み込むように焼き上げ。

短時間で庫内全体にたっぷりのスチームが広がり

ます。蒸し野菜やゆで卵＆温泉卵も自動メニューに

お任せで簡単に仕上がります。

パワフルスチーム搭載で広がる調理メニュー。
1300Wのパワフルスチーム。
蒸し器いらずで本格蒸し料理が可能に。

庫内を一定の温度にあたためてじっくり加熱します。

庫内のすみずみまで熱風を行きわたらせ、2段調理も

可能です。30℃～65℃の「発酵」機能とオーブンの

70℃～230℃の幅広い温度設定で、じっくり加熱

する低温メニューから、高火力で一気に焼き上げる

メニューまでおいしく応えます。

※2.総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。
※3.高周波出力1000Wは短時間高出力機能（最大3分）であり、調理中自動的に600Wに切り換ります。これは自動
　  の限定したメニュー（自動メニューの「１：あたため」、「2：飲み物」、「3：酒かん」）で働きます。

全面ガラスのブラックカラー。

空間に溶け込むフラットデザイン。

［スチーム調理］

［オーブン調理］

スチーム

9. 冷凍肉まんあたため

 10. 肉まん（手作り）

 11. えび蒸しぎょうざ

 12. 手作りしゅうまい

 13. アクアパッツア

 14. 鶏ハム

 15. 茶わん蒸し

 16. ゆで卵

 17. 温泉卵

毎日使い

1. あたため

2. 飲み物

3. 酒かん

4. スチーム解凍（gセット） 

5. トースト（裏返し） 

蒸し野菜

6. 蒸し青菜

7. 蒸しブロッコリー

8. 蒸しじゃがいも お手入れ

 28. 庫内

 29. 脱臭

 30. 洗浄・水抜き

 31. クエン酸洗浄

お菓子・パン

 24. 蒸しプリン

 25. スポンジケーキ

 26. シュークリーム

 27. フランスパン

2段スチーム調理も可能
ボリュームのあるおもてなし料理から
シュウマイや肉まんもたっぷり蒸せます。

スチームプラス
手動のオーブン・グリル調理中にお好みでスチームを
入れることができます。火の通りやケーキのふくらみを
よくします。

大容量でもすっきり30Ｌワイド庫内
角皿の底面から天井までの高さは約19cm。山形食
パンなど、背の高い食材でも調理出来ます。30Lの
広い庫内容量とたっぷりの熱量で側面まで均一に
焼き上げます。

メニューに適した加熱方法と調理時間を自動でコントロール。

日常のあたためからおもてなし料理までおいしく仕上げます。

えび蒸しぎょうざ ゆで卵 焼き豚

多彩な調理を実現するアクセサリー

お手入れしやすく、使いやすい
奥まで手が届き、おそうじしやすい
ワイド＆フラット庫内

蒸し物や焼き物調理に
調理あみ

調理後、そのまま食卓へ
ガラス皿

オーブン・グリル調理に
角皿（2枚）

わかりやすいナビ付き
ガラスタッチ操作

操作に必要なキーが光って
お知らせするナビ機能搭載

    ：スチームを使用したメニュー。

焼き物

 18. フライドポテト

 19. マカロニグラタン

 20. 手羽元の香味焼き

 21. 油淋鶏

 22. スペアリブ

 23. 焼き豚

メニュー 一覧

海鮮蒸し

アクアパッツァ 肉まん（手作り）

31メニューは加熱方法と時間を自動でコントロール。
［自動メニュー］



24 25印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※1．10年間使用してもファンの汚れは当社従来品（S73AH3F2）の１年分しかたまらない設計。一般財団法人ベターリビング優良住宅部品評価基準換気ユニットのフィルターの油捕集効率試験での値。　※2.１０年使用相当の汚れ付着
での基本性能試験の値（当社調べ）　※3.ラクウォッシュプレート表面はフード本体同様普段のお手入れが必要です。

RANGE FOOD レンジフード

10年間ファンのおそうじ不要。

「ほっとくリーンフード」

※ 1 ※ 2

リング

ラクウォッシュプレート

1 2

3 4

ラクウォッシュプレートや整流板で
油煙内の油を約 80％カット。

電源を切ると、少しずつ回転速度が
落ちていきます。

回転終了間際に高速回転。
溜まった油を吹き飛ばします。

油はラクウォッシュプレートに
集まります。

個性的なフォルムが目をひく、
「スタイリッシュフード」

運転中の音が静かな
「静音スリムフード」（センタータイプ）

壁付け・センター・サイドの3タイプ、ホワイトとブラック、シルバー

（ステンレス製）の3色をご用意。鏡面仕上げもお選びいただけます。

空間をスタイリッシュに仕上げる
シンプルデザイン。

デザインだけでなくお手入れにも配慮しました。

斜めファンBOXとワンタッチ着脱で
お掃除ラクラク。

清掃頻度の高いフード本体下

面は、継ぎ目が少ないのでふき

やすい。

ダクトは空間に溶け込みやすいスリムなデザイン。
フードの前後に空間になじみやすい温白色のLED照明使用しています。

■強運転時の騒音値※8

現行フード
S43CHZ3M

45.5dB

静音スリムフード 
図書館レベルの騒音

38dB

※4 ファンは10年に1回、プレートは1年に1回のお手入れが必要です。
 使用状況によりお手入れ頻度は変わります。
※5 10年間使用してもファンの汚れは当社従来品（S73AH3F2）の1年分しかたまらない設計。
　   一般財団法人ベターリビング優良住宅部品評価基準換気ユニットのフィルターの油捕集効率試験での値。
※6 10年使用相当の汚れ付着での基本性能試験の値（当社調べ）。
※7 10年程度お使いで風量が落ちたり騒音が大きくなったと感じた場合は、ファンの交換をパナソニック 

テクノサービス株式会社修理ご相談窓口（
※携帯電話・ＰＨＳからもご利用になれます。

※ＧＷ休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を
　変更させていただく場合があります。
※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

【受付時間】

パ  ー  ツハ　イ

0120-055-802

月～金／9：00～19：00

ホームページで

●上記番号がご利用いただけない場合 大  阪 06-6906-1224

土・日・祝日／9：00～17：00

http://www.sumu2.com/shop/parts/

お電話で フリー
ダイヤル 0120-872-150）に依頼してください。＜有償＞

※8 測定数値は、静圧0Paにおけるものです。
　　測定は、日本工業規格（JIS C9603）の方法によるもの。

10年間ファンのお手入れ不要。※4※5※6※7

ファンを天井裏に設置することで、運転時の低騒音化を実現しま

した。レンジフード下でも会話をさまたげません。

「ラクウォッシュプレート」まででほとんどの油

を捕 集 。さらに運 転 終 了 後 、「 油トルネード機

能 」によりファンが自動で高 速 回 転 、ファンに

付着した油を吹き飛ばします。この2つの効果

で1 0 年 間 使 用してもファンの 汚れは従 来 品

の1年分 ※2しかたまらない設計です。

汚れをためないから、お手入れカンタン。

油がたまるラクウォッシュプレートとリングはワ

ンタッチ着 脱 。年に１回 着 脱して食 器 洗い乾

燥機で洗えます。気になる汚れが付いても、表

面をさっとふくだけ。汚れが 取れやすい、はつ

油コーティング加工をしています。

「ラクウォッシュプレート」を
外して洗うのは年に1回だけ。※3
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サイドタイプ　シロッコファン サイドタイプ　シロッコファン
ほっとくリーンフード静電タッチタイプ スタイリッシュサイドフード

センタータイプ　シロッコファン センタータイプ　シロッコファン
ほっとくリーンフード静電タッチタイプ スタイリッシュセンターフード

壁付けタイプ  シロッコファン（写真は高さ700mm 用） 「マルチワイド・トリプルワイド」専用
ほっとくリーンフード静電タッチタイプ ほっとくリーンフード静電タッチタイプ

扉柄と同色の上幕板（扉材仕様）も
組み合わせできます。（クォーツ除く）
●  価格は扉シリーズにより異なります。

壁付けタイプ  シロッコファン（写真は高さ700mm 用） センタータイプ　シロッコファン
スタイリッシュフード 静音スリムフード

換気連動 常時換気

ダクトカバー
使用例

ホワイト色

ブラック色

換気連動 常時換気

ダクトカバー
使用例

別売部品

JUFRIMOKON4Z
14,630円
（税抜13,300円）

リモコン
（エコナビ搭載フード用）

・ 壁付け用リモコン 
ホルダー付属

JUFRMC06F
21,890円
（税抜19,900円）

リモコン
（スタイリッシュフード用）

・ 壁付け用リモコン 
ホルダー付属

シルバー色（ステンレス製）シルバー色

ブラック色

ダクトカバー
使用例

換気連動 常時換気

ホワイト色

ブラック色

換気連動 常時換気

ダクトカバー
使用例

ダクトカバー
使用例

シルバー色

換気連動 常時換気

ダクトカバー
使用例

シルバー色（ステンレス製）

換気連動 常時換気

RANGE FOOD レンジフード

ブラック色

レンジフードおよび周辺部材は法令および各地域の条例に従って設置してください。
上幕板（扉材仕様）をご選択の場合は、フード用不燃部材（JUF100AH5P）等により
上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認下さい。

エコナビとはセンサーの働きで、
自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

扉柄と同色の上幕板（扉材仕様）も
組み合わせできます。（クォーツ除く）
●  価格は扉シリーズにより異なります。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFS13BHWZF
421,850円（税抜383,500円）

ダクトカバー
（高さ550～７00mm用）

JUFS13AHPC4
29,370円（税抜26,700円）

●LED照明（10.5W）1灯
●フィルターレス
●フード本体込み高さ550～900mmまで調整できます。
注意  ダクトカバー（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFTW（E）13BHWZF
358,710円（税抜326,100円）

ダクトカバー
（高さ550～７00mm用）

JUFTW（E）13AHPC4
22,220円（税抜20,200円）

●LED照明（10.5W）1灯
●フィルターレス
●フード本体込み高さ550～900mmまで調整できます。
注意  ダクトカバー（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅750mm

本体 JUFS17BHWZ2M（R・L）
300,960円（税抜273,600円）

金属製上幕板
（高さ700mm用）

JUFS08AHPM757
18,920円（税抜17,200円）

幅900mm

本体 JUFS17BHWZ3M（R・L）
329,890円（税抜299,900円）

金属製上幕板
（高さ700mm用）

JUFS08AHPM907
20,460円（税抜18,600円）

●LED照明（5.0W）2灯　
●ラクウォッシュプレート（油捕集板）
注意  上幕板（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFS09BHWZ3M（R·L）
329,890円（税抜299,900円）

金属製上幕板
（高さ700mm用）

JUFS08AHPM907
20,460円（税抜18,600円）

●LED照明（5.0W）2灯　
●ラクウォッシュプレート（油捕集板）
注意  上幕板（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFGS1BHWZM55
665,060円（税抜604,600円）

天吊りボルト JUF100PC2
8,690円（税抜7,900円）

●LED照明（5.0W）4灯
●高さ550mm/750mm/900mmがあります。
注意  天吊り金具（別売）を組み合わせて使用します。

注意  フード高さは調整できません。

シルバー色

金属製上幕板
使用例

換気連動 常時換気

シルバー色

換気連動 常時換気

金属製上幕板
使用例

シルバー色

換気連動 常時換気換気連動 常時換気

ホワイト色

ブラック色

換気連動 常時換気

ダクトカバー
使用例

ダクトカバー
使用例

シルバー色（ステンレス製）

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体（シルバー色） JUFS19BHWZM347,050円（税抜315,500円）

本体（ブラック色） JUFE19BHWZM361,570円（税抜328,700円）
ダクトカバー
（高さ650～850mm用）

JUFS19AHPC4
57,970円（税抜52,700円）

天吊金具 JUF100PC2
8,690円（税抜7,900円）

●LED照明（5.0W）2灯
●ラクウォッシュプレート（油捕集板）
●フード本体込み高さ500～1050mmまで調整できます。 
（同時給排仕様は高さ500～900mm。価格は上記と異なります）
注意  ダクトカバー（別売）、天吊り金具（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFS15BHWZF
495,880円（税抜450,800円）

ダクトカバー
（高さ680～760mm用）

JUFS15AHPC4
21,340円（税抜19,400円）

天吊金具 JUF100PC2
8,690円（税抜7,900円）

●LED照明（10.5W）1灯
●フィルターレス
●フード本体込み高さ600～920mmまで調整できます。
注意  ダクトカバー（別売）、天吊り金具（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFTW（E）15BHWZF
477,070円（税抜433,700円）

ダクトカバー
（高さ680～760mm用）

JUFTW（E）15AHPC4
14,960円（税抜13,600円）

天吊金具 JUF100PC2
8,690円（税抜7,900円）

●LED照明（10.5W）1灯
●フィルターレス
●フード本体込み高さ600～920mmまで調整できます。
注意  ダクトカバー（別売）、天吊り金具（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体（シルバー色） JUFS18BHWZM（R・L）347,050円（税抜315,500円）

本体（ブラック色） JUFE18BHWZM（R・L）361,570円（税抜328,700円）
ダクトカバー
（高さ500～850mm用）

JUFS（E）18AHPC3
43,560円（税抜39,600円）

●LED照明（5.0W）2灯　
●ラクウォッシュプレート（油捕集板）
●フード本体込み高さ500～1050mmまで調整できます。
　（同時給排仕様は高さ500～900mm。価格は上記と異なります）
注意  ダクトカバー（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFTW（E）14BHWZF（R・L）
412,060円（税抜374,600円）

ダクトカバー
（高さ700～900mm用）

JUFTW（E）14AHPC5
33,440円（税抜30,400円）

●LED照明（10.5W）1灯
●フィルターレス
●フード本体込み高さ550～900mmまで調整できます。
注意  ダクトカバー（別売）を組み合わせて使用します。

リモコン対応（リモコン別売）

幅900mm

本体 JUFS14BHWZF（R・L）
438,680円（税抜398,800円）

ダクトカバー
（高さ700～900mm用）

JUFS14AHPC5
35,200円（税抜32,000円）

●LED照明（10.5W）1灯
●フィルターレス
●フード本体込み高さ550～900mmまで調整できます。
注意  ダクトカバー（別売）を組み合わせて使用します。
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ユニット コンロ下

収納 シンク下

食洗下 背面収納

ウォール

（単位：mm）

バリエーション ： 一般用/ エンドパネル納め用

バリエーション ： 一般用/ エンドパネル納め用

バリエーション ： 一般用/ エンドパネル納め用

バリエーション ： 一般用/ 梁欠き用

グリル付き
コンロ下
W：750/900/

1050
D：（645）
H：820

2段引出し
内引出し
W：300/450/600/

750/900/
D：（645）
H：820

片開き
W：300/450/

600
D：375
H：600

ワイド
コンロ下
W：1050
D：（645）
H：820

2段引出し
W：900/1050
D：（645）
H：820

片開き
W：ー
D：（347）
H：820

観音開き
W：750/900
D：375
H：600

各機種用
W：450
D：（645）
H：ー

閉まる時の衝撃を吸収するソフトク

ロージング機構付で、上質な使い

心地が実感できます。

仕切りセットは脱着も簡単で自在な

組合せが可能です。

開き扉 ： プッシュオープン仕様

引出し ：  プッシュオープン+ソフトクロージング仕様
（W150小引出しはプッシュオープンのみ）

引出し内マット ： 標準

仕切りセット・包丁トレイ ： オプション

STORAGE 収 納

コンロ下 シンク下

仕切りセット 包丁トレイ
W600は丁番が3個

※引出しの開閉で収納物によっては仕切りが移動することがあります。
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CUP  BOARD カップボード

庫 内 照 明 や 天 然 木 突 板 塗 装 仕

上げの内装・引出しで上質な質感

の作業スペース。使わない時は扉

を閉めて美しい「壁」に。

上質な操作性。

サブカウンター収納

トール収納

（単位：mm）

2350

500

820

1030

W：450/600
D：450/650

片開き

構成（扉 ＋ フロア ・ ミドル ・ ウォール）

2350

500

820

1030

2350

W：750/900
D：450/650

観音開き

W：1200
D：650

サブカウンター収納

プッシュオープン式丁番

組込の照明器具は別途手配品

バリエーション ： 一般用/ 吊元エンドパネル納め用

＋

ウォール扉

ミドル

フロア オープン内
引出し

棚板
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CUP  BOARD カップボード

システム収納 オーブン/家電収納

積上げ

カウンター

（単位：mm）

2350

2350

500

820

1030

500

860

2350
1850

500

2350
1850

500

2350

500

820

1030

500

860

ミドルオーブン収納／
家電収納
W：600
D：650

冷蔵庫収納
W：600
D：650

観音開き
W：750/900
D：450/650

観音開き
W：750/900
D：450/650

片開き
W：450/600
D：450/650

W：450/600
D：450/650

片開き

扉付
オープン

ウォール

ミドル

フロア 開き3段
引出し

2段
引出し

リープヘル社冷蔵庫収納
冷蔵庫本体は別途手配品

1枚扉 2枚扉

バリエーション ： 一般用/ 吊元エンドパネル納め用

バリエーション ： 一般用/ エンドパネル納め用

構成

ご注意事項
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ご採用について お手入れについて

【 カウンター・シンクのお手入れ 】

■クォーツカウンター
 日常のお手入れ  ・固く絞った布でふいてください。
・汚れているときは、スポンジに台所用中性洗剤を付けて擦り取り、
 水ぶきして洗剤を完全にふき取った後、乾いた布でふいてください。
● シンナー、アルコール類、磨き粉、アルカリ性・酸性の洗剤、台所用中

性洗剤の原液などは、使用しないでください。

しつこい汚れや傷が付いたときは…
・10％に薄めた漂白剤をたらし、歯ブラシで擦り取り、十分に水ぶきをしてください。
※磨いた部分の光沢が変わることがあります。

■ステンレス製シンク
汚れが落ちにくいとき（白い水滴跡など）は…
白い水滴跡は、水に含まれているカルシウム・ミネラル分のため、異常では
ありません。市販のステンレスクリーナーをご使用ください。ご使用後は
水滴をきれいにふき取っておいてください。放置すると水道水中のカルシ
ウム・ミネラル分の付着により、汚れ・染みの原因になります。

●もらいさび・汚れの落としかた
スポンジやメラミンスポンジにクリームクレンザー（粒子細）を付けて磨いて
ください。磨いた後は、水ぶきしてクリームクレンザーを完全に取った後、から
ぶきをしてください。磨いた部分は細かい傷が付いたり光沢が変わります。

【 排水セットのお手入れ 】

日常のお手入れ  中性洗剤でお手入れしてください。
月1回のお手入れ  アミカゴを取り外して市販のパイプ洗浄剤で洗浄し、
洗浄後は十分水洗いをしてください。

注意  固形や粉末の塩素系洗浄剤・みがき粉・シンナー・ベンジンなどは
使用しないでください。（水もれ・キズや変色・変形のおそれがあります）

■アミカゴは清潔に お湯または洗剤で洗い、いつも清潔に保っておいてください。

注意  ステンレス製アミカゴは、ステンレス排水セット塩素系洗浄剤で洗わ
ないでください。（ステンレスの腐食の原因となります。）
※有償にてサービスパーツをご用意しております。

排水口がつまったら…
アミカゴを取り外して市販のパイプ洗浄剤で洗浄し、洗浄後は十分水洗
いをしてください。

水もれが起こったら…
•締め付けナットのゆるみ
•排水ホースの折損
•排水・連結ホースのずれ・ゆるみ
•パッキン、三角パッキンのずれ

悪臭がしたら…
・排水ホースの折損
・防臭キャップのずれ

【 スリムセンサー水栓 】

スリムセンサー水栓と組み合わせる場合、ご使用時のスパウトの方向に
より、節水センサー（下センサー）がシンク用オプションに反応することが
あります。

【 フラットイン家電収納 】

【 天然木扉シリーズ 】

天然木突き板を使用した扉は、天然木独自の味わいとして、色のバラツキ、
斑、節などが適度に含まれ、扉によって木目が異なります。また、ご使用に
ともなって「色合い」が変化し、深みが増していきます。

【 クォーツカウンター 】

材質
天然石（水晶）＋ポリエステル系樹脂

［天然石の含有率は90％以上］

毎日のお掃除

ふきんで水ぶき、または台所用洗剤を含ませたスポンジで
擦ってから水ぶきしてください。
＜落ちにくい汚れの場合＞
10％に薄めた漂白剤をたらし、歯ブラシで擦り取り、
十分に水ぶきしてください。

使用上の注意
熱い鍋などを直接置くと割れ・変色の原因となりますので、
必ず鍋敷きをご使用ください。

カウンター
基本性能

耐衝撃
荷重性 BL規格  高さ60cmで1kg鋼球落下後、支障ある変形・割れなし

耐熱性 自社基準  200℃の油鍋を20分放置後、著しい変色やふくれなし

【虎斑】
白い筋のような模様が入ります。

【筋/ステイン】
細い筋のような変色部がまれに
入ります。

【色バラツキ】

【節】 【杢】
不揃いな木目が出る場合があり
ます。

【入り皮】
成長期に巻き込まれた樹皮が、
黒くあらわれることがあります。

【葉節】
小さな節（葉節）が集中している
ことがあります。

【縮杢】
木目が細かく波打ったような縞模
様があらわれることがあります。

お客様へ ●プラン確定前に、ご販売店様にご相談をお願いいたします。

天然石を多く含んだ素材
のため、同一原板の中でも
色調・粒の密度・斑模様の
大きさや見栄え等にバラ
つきがあります。 例）レユールホワイト［BQS］

自然感を演出するため、
1枚ごとに異なります。また、
原板の加工サイズによって
柄の見え方が異なります。

【 お手入れについて 】

お手入れで使用できる洗剤
■使用できる洗剤の種類
　 … 使用できます
　 … 注意事項を守りご使用ください
　 … 使用できません

※当社で確認した事例を参考として紹介したもので、特定の洗剤メーカーや
商品を推奨するものではありません。各洗剤・洗浄用品の取扱説明をよく
お読みのうえ、適切なものをご使用ください。

●洗剤名／○洗浄用品
シンク
ステンレス

クォーツ
カウンター ご使用時の注意事項

●台所用洗剤 ・ 中性洗剤の原液は使用しないで
ください。

●リビング用洗浄剤

●酢・重曹

●漂白剤 ・使用後は、すぐに洗い流してください。

●台所用強力洗剤
  （レンジ・フード用）

・使用後は、すぐに洗い流してください。

●クレンザー・
　クリーム
　クレンザー

・磨いた個所の光沢が変わります。
・ステンレスの場合、細かい傷が付きます。

●酸性・
  アルカリ性・
  塩素系の洗浄剤

・ 長時間放置したままにすると、ステン
レス製品部にさびが発生します。

● ステンレス
　クリーナー

・磨いた個所の光沢が変わります。
・ステンレスの場合、細かい傷が付きます。

○ウレタンスポンジ・
  ネットスポンジ・
  アクリルスポンジ

○研磨剤入りスポンジ・
　金属たわし

・磨いた個所の光沢が変わります。
・細かい傷が付きます。

○研磨剤入り不織布 ・磨いた個所の光沢が変わります。

○メラミン
　スポンジ

・磨いた個所の光沢が変わります。

設置場所と電気器具の条件

蒸気
吸い込み口

23～123mm

500mm（有効内寸）

（有効奥行356mm）

325mm
（有効内寸）

優先機能付きコンセント

赤外線庫内温度検知センサー

23～123
mm

異常な温度上昇を感知した場合は
コンセントからの通電をストップします。

●炊飯器は向かって右側に置いてください。

スライドカウンター（蒸気吸い込み口の真下で）

向かって左

〈ジャーポットの場合〉
約2.0L〜約3.0L

190〜290mm　（蒸気が漏れないための高さ）

以下の場合、蒸気処理の「自動」運転ができないことがあります。
「連続」運転でご使用ください。
●消費電力が350W以下の器具の場合
●炊飯器で「玄米」コースなどを使う場合
　（弱い火力でじっくり炊くため）

〈ジャー炊飯器の場合〉
約0.5L（3合）〜約1.8L（1升）

向かって右
設置場所

使用可能な
電気器具の容量の目安

収納可能な
電気器具の高さ

ご注意

●電気炊飯器、ジャーポットなど家電商品は別途購入ください。
●ガス炊飯器・電子レンジは設置できません。

家電のON・OFFに合わせて
蒸気処理ファンが自動運転し、
庫内の結露を防ぎます。

家電の電流を感知して自動運転

任意に運転したいとき

電気炊飯器用コンセントのみ通電し、
他のコンセントの通電はしゃ断されているとき赤く点灯

優先電源を解除

自動

連続

優先電源

解除

〈 フラットイン家電収納 〉蒸気処理機能付（奥行450・650mm共用）

中性・弱酸性
弱アルカリ性

左記内容を確認のうえ
修理サービス窓口へ
ご相談ください。

左記内容を確認のうえ
修理サービス窓口へご相談ください。
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お手入れについて ご注意事項について

がんこな汚れのときは…
台所用中性洗剤を35℃〜40℃のぬるま湯に溶かし、その中に20〜30
分程つけ置きした後、ブラシなどで汚れを落としてください。汚れが落ちた
ら、きれいなお湯で洗剤を洗い流し、仕上げふきをしてください。　　

【 水栓金具のお手入れ 】

金属部分のお手入れ
水あかなどの汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
吐水部分のお手入れ
ストレーナーを水で洗い流し不純物を取り除いてください。
※汚れを放置すると、給水不良・混合不良・吐水不良（吐水の乱れ）の原因となります。

【 ユニットのお手入れ 】

扉・ユニット内部・取っ手のお手入れ
日常のお手入れ  柔らかい布で水ぶきし、仕上げに必ずからぶきをしてください。
※扉に無理な力が加わらないよう、力が加わる反対面に片手を添えてお手入れしてください。
扉・ユニット内部が濡れた場合は放置せず速やかに拭き取ってください。

汚れが目立つ場合は…
柔らかい布を約10倍に薄めた台所用中性洗剤に浸し、固く絞ってふき
取ってください。
注意  ● シンナー、アルコール類、磨き粉、アルカリ性・酸性の洗剤、台所

用中性洗剤の原液などは、使用しないでください。
      ● 洗剤を使用した場合は、必ず水ぶきをして、成分を残さないようき

れいにふき取ってください。

【 加熱機器のお手入れ 】

お気付きの点がございましたら、お求めになられた販売店へご相談ください。
不完全な修理は危険です。（ガスもれ・火災・漏電のおそれがあります。）

トッププレート
トッププレートが十分冷えてから、お手入れを行ってください。表面が汚れた
らその都度、台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジや布などのやわら
かい物でふき取った後、乾いた布で再度ふき取ってください。
※表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れなくなります。
　ご使用のたびにこまめにおふき取りください。

注意  台所用中性洗剤以外のものを使用すると、塗装がはがれる原因と
なります。

焼け付いた汚れは…
つけ置き洗い、または洗剤をつけたキッチンペーパーを置いて、一晩おい
た後、ふき取ってください。

バーナーキャップ（ガスコンロ）
表面はスポンジと洗剤で丸洗いし、目づまりしていたらバーナーキャップを
取り外して裏面から歯ブラシを使ってください。その後、乾いた布で水気を
ふき取ってください。（くぎやワイヤーブラシなどは器具をいためますので使
用しないでください）
注意  お手入れ後は、水分をきれいにふき取ってください。

（水分が残っていると、立ち消え・点火不良の原因となります。）

ゴトク・バーナーキャップ（トリプルワイドガスコンロ他）
ステンレス製のゴトク・バーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼によ
り、表面が変色しやすい材質ですので、ご採用にあたりましては、この点を
ご理解ください。

グリル皿・グリルドア・汁受け皿・排気カバー    
使用の都度、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってくださ
い。汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分
を湿らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取ってください。
注意  商品を長く清潔にご使用いただくために、お手入れは調理の度に

かかさず行ってください。

【 フードのお手入れ 】

フィルター 月に1回程度  
スポンジなどに台所用中性洗剤をつけ、フィルターの目に沿って洗い流し
てください。
※目詰まりを放置すると、換気不良の原因となります。

汚れが少ないときは…
台所用中性洗剤で湿らせたキッチンペーパーであらかじめ汚れをふき取っ
てから、軽く洗剤で落としてください。

汚れがひどいときは…
台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、スポンジなどで汚
れを洗い流してください。

羽根 ３か月に1回程度 　
台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、樹脂製たわしなど
で汚れを洗い流してください。
※汚れを放置すると、異音・換気不良の原因となります。

【 共通 】

■安全に関するご注意
●ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の
原因となります。修理は販売店にご相談ください。●収納したり、近接する
場所で使用する家電製品については、各製品の取扱説明書に記載される
設置基準や使用時の注意事項・使用条件などを守ってください。火災や
故障のおそれがあります。

【 扉・ユニットのご注意 】

■使用上のご注意
●長期間のご使用に当たって、設置場所の不陸や開閉操作時の衝撃
などにより、扉の調整などが必要な場合があります。●濡れ布巾などを扉や
エンドパネルに直接掛けると、木口が膨れたり反る原因になるおそれが
あります。●重量のある引出しの取外し、取付けは二人で作業してくださ
い。落としてけがしないようご注意ください。●引出しの開け方：引出しを開
ける際は扉の中央部を押すようにしてください。引出しが少し開きますの
で扉に手を掛けて開いてください。特に扉の大きい引き出しの場合は扉
周辺部を押しても動作しない場合があります。●引出しの閉め方：引出し
を閉める際は、指詰めに注意し、ある程度勢いをつけてください。プッシュ
オープン時のバネの力が働いているため、閉まりきらなかった場合は、再
度引出しを（150mm程度）開けて閉め直してください。または、ソフトク
ロージングしはじめるところまで手を添えて押すとよりスムーズに閉まります。
■設置上のご注意
●十分な強度のある床面に設置してください。

【 ステンレス商品（シンク・その他）のご注意 】

■使用上のご注意
●ステンレス表面の仕上げは、仕上がり外観や耐食性などに配慮して
おりますが、食器など硬いものでこすられた場合、光沢や仕上げなどの
影響で傷が目立ちやすくなる場合があります。●塩素系洗浄剤により、
さびるおそれがありますので使用後は充分に洗浄してください。●塩分
濃度の高い食品（しょう油）などを放置するとさびますのでふきとってください。
●水滴（カルシウム・ミネラル分）により、白く跡が残った場合やすり傷が目
立つ場合には市販のステンレスクリーナーで洗浄してください。●もらいさ
びやさびがひどい場合は、スポンジとステンレスクリーナーで一定の方向
に磨いてください。●プレートに食器などを置いてスライドさせると、食器
が落下したり、シンクに傷が付くおそれがあります。●プレートの上で作
業する場合は、安定した状態でご使用ください。

【 クォーツカウンターのご注意 】

■購入にあたってのご注意
●カウンターは重量物です。商品重量をご確認の上、搬入・施工時には
充分にご配慮をお願いします。●クォーツカウンターは、搬入条件（特に階
上設置や、マンションの高層階など）によっては、搬入経路が確保できず、
プラン変更が必要になる可能性があります。お客様へ…プラン確定前
に、ご販売店様にご相談をお願いいたします。ご販売店様へ…クォーツカ
ウンターは、プランによっては重量の大きなものがありますので、プラン確定
前に搬入条件をご確認ください。
■使用上のご注意
●調理直後のフライパンや油鍋などは、非常に高温になりますので、直接
置かないでください。ひび割れ・変色・変形の原因となります。●包丁や
鋭利なものを当てたり、鍋など重いものを落としたりすると、ひび割れ・傷の
原因になります。●ドライアイスを放置すると割れの原因となります。
●花の花粉（ユリなど）が付着すると変色・汚れとなり、汚れが落ちにくい
原因となります。●プレートや水切りカゴに食器などを置いてスライドさせ

ると、食器が落下したり、シンクに傷が付くおそれがあります。●プレート
の上で作業する場合は、安定した状態でご使用ください。シンク横のデッ
キ部は勾配がないため水が残った場合はふきとってください。
● シンナー、アルコール類、磨き粉、アルカリ性・酸性の洗剤、台所用中

性洗剤の原液などは、使用しないでください。

【 水栓金具のご注意 】

■購入にあたってのご注意
水栓金具全般
●一般家庭用です。●水質の確認  水栓には飲用に合格した水（水道水
など）をご使用ください。ただし、飲用に合格した水でも、水アカ付着・緑青
発生などにより機能障害・止水不良・温度調整不良などのおそれがあり、
製品の寿命が短くなる場合があります。●寒冷地では寒冷地仕様のものを
ご使用ください。●購入後、取扱説明書をよくお読みの上、水栓金具の
維持管理として2回/年以上水漏れしていないかお客様による定期点検を
お願いします。 
浄水器水栓
●浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでくだ
さい。（2〜3日に一度は通水できる所に設置ください。）
還元水素水生成器
●地域・原水によっては、指定のpHが得られないことがあります。特に
地下水を水源とした地域では、ご使用前に酸度測定試薬（品番：PJW−
T8667）による酸度の測定を販売店（工事店）にご相談ください。 
●原水の硬度が高い地域※で使用するときは、毎日1回使用する前に約
1分間弱酸性水を通水してください。（吐水口や通水路にカルシウムが付
着し、水の出が悪くなるため）　※硬度が高い地域では、石けんの泡立ちが
悪かったり、やかんや鍋などに白いもの（カルシウム）が付着したりします。 
●使い始めは生成器内部のたまり水を流すために、毎日の使い始めは
約1リットル（約30秒間）、2日以上使用しないときは、約10リットル（約5
分間）通水後に使用してください。1週間以上使用しない場合は、取扱
説明書の指示に従ってください。
■使用上のご注意
混合水栓サラサラワイドシャワー
●サラサラワイドシャワーはシャワーの穴が非常に細かいため、ゴミなどで
つまりやすくなっています。つまった場合はシャワーヘッドの掃除を行って
ください。●シャワーヘッドにゴミなどがつまったときや流量が少ないときに
シャワー形状が乱れる場合があります。 
浄水器水栓
●飲用水に合格した水を使用してください。（水道水など）●捨て水時の
水はご使用にはならないでください。●浄水は長期保存しないでください。

（密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内）●カートリッジ
および水栓本体保護のためお湯（60℃以上）を通さないでください。●凍結
させないでください。（凍結しそうなときは、本体をはずす）●ろ材の取換時期
の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●浄水流量が1/2に
なると水漏れのおそれがありますので、早めに交換してください。●浄水器の
水が出にくくなると、寿命ですのでカートリッジの交換をお願いします。●ご家
庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。〔除去できない成
分〕○水に溶けこんでいるミネラル分（カルシウム・マグネシウムなどの
鉱物質）○水に溶けこんだ塩分（海水など）、化学薬品など○煮沸すると
黒く沈澱するマンガン●硬水を軟水にすることはできません。●2〜3日に
1度は浄水を流してください。
還元水素水生成器
●飲用に合格した水（水道水など）を使用してください。●pH10以上の
水を直接飲まないでください。（飲用にはpH9.5前後をおすすめします。
1日の飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください。●1日の
使い始めは、約1リットル（約30秒間）、2日以上使わなかったときは、約10
リットル（約5分間）通水してから使用してください。●浄水・還元水素水は
生成後、すみやかに使用してください。（くみ置きする場合は、清潔な密閉
容器に入れ、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内に使用してください。）
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ままにすると、誤作動の原因となります。
スリムセンサー水栓
●節水センサー使用時に、吐水口を回転させて、カウンター面およびシンクの
端に向けると、作動して水が出ます。●すすぎ動作が止まった場合や動作が
極端に遅い場合は、節水センサーが検知しにくいことがあります。●操作
パネル部のスイッチ操作や、シャワー吐水切替、シャワーヘッドの引出し動作
など節水センサーの検知範囲に手が入ると、意図せず水が出ることがあり
ます。●吐水口を回転したり、揺らしたりすると、意図せず水が出ることが
あります。●節水センサーの検知範囲内で、皿・プレートなどを吐水口の
下に置いたり、置いている食器を動かしたりすると、意図せず水が出ることが
あります。●鍋などからシンクへ流し水をすると、意図せず水が出ることがあ
ります。●皿や調理器具、コップなど、材質や大きさによっては、節水セン
サーが検知しにくいことがあります。センサー水栓の検知範囲に手が入る
ようにしてお使いください。
■使用上のご注意
●シャワーの穴が非常に細かいため、ゴミなどでつまりやすくなっています。
つまった場合はシャワーヘッドの掃除を行ってください。●シャワーヘッドに
ゴミなどがつまったときや流量が少ないときにシャワー形状が乱れる場合が
あります。●シャワーヘッドは引き出して使えますので、シンクの隅 ま々で簡単
に洗えたり、ポットなどの給湯に便利です。●止水後しばらくの間、シャワー
ヘッドの散水面からポタポタと水滴が落ちることがあります。これはシャワー
ヘッド内部の残留水が排出されるためで故障ではありません。●シャワー
引出し口に水をかけたり、シャワーホースに多量の水をかけてすぐに収納
すると水滴がキャビネット内に滴下するおそれがあります。●安全のために
給湯温度は６０℃以下でご使用ください。
フロントセンサー水栓
●レバーを開けた状態でご使用ください。レバーを閉じた状態では吐水
できません。
スリムセンサー水栓浄水器一体型
●浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでくだ
さい。（２〜３日に一度は通水できる所に設置ください）●長期使用しな
かった場合や赤水（濁り）が出ているときは、水栓で水を十分に流してから
使用してください。●飲用水に合格した水を使用してください。（水道水など）
温泉水、井戸水などには使用できません。●捨て水時の水はご使用に
ならないでください。●浄水は長期保存しないでください。（密閉状態に
して、常温で１日以内、冷蔵庫で２日以内）●カートリッジおよび水栓本体
保護のためお湯（６０℃以上）を通さないでください。●凍結させないでくだ
さい。（凍結しそうなときは、本体をはずす）●カートリッジは、必ず定期的に
交換してください。ろ材の交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により
異なります。●浄水流量が１/２になると水漏れのおそれがありますので、
早めに交換してください。●浄水器の水が出にくくなると、寿命ですので
カートリッジの交換をお願いします。●ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用
には使用できません。●硬水を軟水にすることはできません。●２〜３日に
１度は浄水を流してください。●１日の使い始めは、約１リットル（約３０秒間）、
２日以上使わなかったときは、約１０リットル（約５分間）通水してから使用して
ください。
＝使用上の条件＝
共通
●水を止めたときに「ドン」という大きな音がしたり、水栓が振動する場合が
あります。これは「ウォーターハンマー」という現象で、水栓の不具合ではあり
ません。●他所の水栓などを使用すると、シャワーヘッドから水滴が落ちる
ことがあります。これは水栓本体にかかる圧力を逃がすためで異常ではあり
ません。●設定温度を55℃以下に変更できない給湯器には接続しない
でください。（温度調整できません）
スリムセンサー水栓
●節水センサーでの連続吐水時間は、約１０分間です。それを超えると
自動的に止水して、節水モードが解除されます。●節水モードの待機時間は、
約１５分間です。それを超えると節水モードが解除されます。●スリムセンサー
水栓の温度調節機能は操作パネルのボタンを押して手動で行います。

（サーモスタット機能はありません）●シャワー吐水には４Ｌ/分以上の流
量が必要です。●流量「１」は、麦茶を冷やすなどの少量吐水モード
です。

●給湯配管に接続しないでください。●凍結するところに設置しないで
ください（本品は、寒冷地仕様ではありません）。●ろ材の取替時期の
目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。カートリッジの目詰まりにより
流量が低下すると、カートリッジ交換ランプが緑に点滅します。その場合は、
1年以内でも、カートリッジを交換してください。●還元水素水や弱酸性水・
浄水は魚などの飼育水には使用できません。 
■設置上のご注意
水栓金具全般
水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気
温水器などで水圧がたりない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いし
ます。またレバー湯側全開でも快適なシャワー流量が得られない場合が
ありますので、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてご使用いただき
ますようお願いします。●混合水栓ベーシックタイプの給湯・給水圧力は
0.05MPa以上必要です。●シャワー混合水栓、サラサラワイドシャワー
混合水栓の給水・給湯圧力は0.1MPa以上必要です。●保守点検が
できるよう、必ず止水栓を設けてください。 
浄水器水栓
●湯水混合水栓の水側止水栓から分岐する場合は、分岐継手に浄水
器用の止水栓（別売）を取り付けてください。
■安全に関するご注意
還元水素水生成器
●還元水素水を飲用するときは、次のことにご注意ください。

（1）医薬品を還元水素水で服用しないでください。（2）腎疾患（腎不全やカ
リウム排泄障害）の方は、還元水素水を飲用しないでください（3）医師の
治療を受けている方や、持病のある方、身体の弱っている（異常を感じて
いる）方、腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方は、還元水素水を
飲む前に医師に相談してください。（4）還元水素水を飲用して、身体に
異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善が見られない場合は、
飲用を中止し、医師に相談してください。●下痢や発疹などの症状が出た
場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●初めてご使用になる場合は、

「還元水素水 弱」から少量（コップ1〜2杯）ずつを2週間程度使用し、
還元水素水に慣れてから「還元水素水 中」「還元水素水 強」を使用さ
れることをおすすめします。●肌の弱い方やアレルギー体質の方は弱酸性
水を使用する前に、医師に相談してください。●弱酸性水を使用して、肌に
異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。

【 フロントセンサー水栓・スリムセンサー水栓のご注意 】

■購入にあたってのご注意
●水質の確認　水栓に使用できる水質は、水道水のみです。井戸水

（地下水）を使用された場合、スケール等の発生で、商品の故障の原因
となります。ただし、水道水でも水アカ付着・緑青発生などで機能障害・
止水不良・温度調節不良などのおそれがあり、寿命が短くなる場合があり
ます。●寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。（スリムセンサー
水栓浄水器一体型には寒冷地仕様はありません）●購入後、取扱説明書
をよくお読みの上、定期点検（水もれチェックなど）を必ず行ってください。
＝プラン上の条件＝　
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓は取り付けできま
せん。●水栓をもう１本設置する場合は、センサー水栓の反対側に設置
してください。ただし、スリムセンサー水栓の浄水器一体型は水栓（還元
水素水生成器含む）の２本設置はできません。●水栓３本の設置はでき
ません。
＝形状の条件＝
フロントセンサー水栓
●吐水口を回転する際は、スパウト部のみが回転します。
スリムセンサー水栓
●吐水口を回転する際は、スパウトと水栓本体が一緒に回転します。
＝センサーの条件＝
共通
●インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。
●センサー表面についた水滴や汚れ、洗剤はよくふき取ってください。その

＝停電時の対応＝
フロントセンサー水栓
●水栓に接続する電磁弁の正面にある手動ハンドルを回すことでご使用
いただけます。（出し止めは、手動ハンドルを回した後に水栓のレバーハン
ドルで行うことができます）
スリムセンサー水栓
●本体キャビネット内に設置する電源ボックス正面にある手動ハンドルを
回すことで、水のみご使用いただけます。（水の出し止めは、手動ハンドル
のみで行います）
＝高温止水機能＝
●安全のため高温止水機能を内蔵しています。節水モードでは高温のお湯

（約５５℃以上）を出そうとすると自動で止水します。高温のお湯（約５５℃
以上）をお使いになられる場合は、節水モードを解除してお使いください。
■設置上のご注意
●水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に
電気温水器などで水圧がたりない場合は、加圧ポンプの設置などをお願い
します。また流量全開でも快適なシャワー流量が得られない場合があり
ますので、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてご使用いただきますよう
お願いします。●給水・給湯圧力は０．１ＭＰａ以上必要です。●必ず「給湯
圧は給水圧よりも低く」してください。●保守点検ができるよう、必ず止水栓を
設けてください。●給排水管工事は、専門業者（指定給水装置工事事業者）
が施工するようにお願いいたします。●交流電源１００Ｖが必要です。●電源
は必ず適正配線された屋内配線またはコンセントからお取りください。

【 ガスコンロのご注意 】

■使用上のご注意
鍋の材質を選びません
●フライパン・すきやき鍋・ステンレス鍋・ホーロー鍋・鉄板・天ぷら鍋・土鍋・
アルミ鍋・耐熱ガラス鍋などが使えますが、鍋底に凹凸がある鍋、ホーロー製、
薄いステンレス製の鍋、土鍋、耐熱ガラス容器はご使用にならないでくだ
さい。●直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないで
ください。●上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が
多く出たり、グリル網に魚がくっつくことがあります。〈両面焼グリル〉●干物
や脂分を多く含んだ魚などは、焼きすぎると魚に火がつくことがあります。
弱火で様子を見ながら焼いてください。●グリル皿・グリルバーナーカバー
などは、使用ごとにお手入れしてください。たまった脂が燃えて火災や
やけどの原因となります。●手動で小魚や脂の多い食品を焼く時は、グリル
皿に水（約200㎖）を入れてご使用ください。
■安全に関するご注意
ガスコンロ
●カウンターとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼内の空気を給気
するためのものですので、ふさいで使用しないでください。●水、湿気、湯気、
ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電
などの原因となることがあります。●グリルをご使用の場合に排気口をふさぐ
と人造大理石カウンターがわれる場合があります。

【IHクッキングヒーターのご注意 】
■購入にあたってのご注意
●買い替え時は、お買い上げの販売店もしくは「修理ご相談窓口」に
ご相談ください。
■使用上のご注意
●鍋やフライパンの底が反っていたり変形していると、熱伝導が悪くなって
火力に影響し、焼ムラなどの原因となります。●磁気に弱いものを近づけ
ないでください。・補聴器（雑音が入ったり、音が小さくなることがあります)
●トッププレートに汚れ防止カバーなどは敷かないでください。（安全機能が
正しく働かないため、非常に危険です）
■安全に関するご注意
●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、
お使いください。

●揚げ物調理中はそばを離れないでください。また、油の量が指定量未満
（機種により異なります）では調理しないでください。（油温が上がりすぎ、
発火するおそれがあります。）

【 電気オ−ブンレンジのご注意 】

■安全に関するご注意
●オ−ブン調理中などは、高温（約80℃）の排気が、正面側に排出され、
本体やドアが熱くなります。小さなお子様には、十分ご注意ください。
■使用上のご注意
●調理中、隣接する収納ユニット内の温度が、約10℃上昇することが
あります。食材などの熱に弱い収納物の保管には、十分ご注意ください。

【 レンジフードのご注意 】

■購入にあたってのご注意
レンジフード全般
●パイプフード、ベントキャップやダクト配管の長さ・曲がり等によって、排気
能力が低下することや運転音が大きくなることがあります。特にパイプフード、
ベントキャップは「圧力損失が低く」「防虫網が付いていない」ものをお選び
ください。●エアコンなどの横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくく
なる場合があります。特にIHクッキングヒーターは上昇気流が小さいため、
オープンな環境では吸い込みにくい場合があります。●LED光源はお客様
自身でのお取り替えはできません。
静音スリムセンターフード
●標準的な使用状態の場合、ファンに徐々に汚れが付着して風量が
落ちたり運転音が大きくなったりすることがあります。ファンはお手入れ
できない構造になっていますので10年程度お使いで風量が落ちたり、
運転音が大きくなったと感じた場合は、お買い上げの販売店、工事店または

『修理ご相談窓口』にファンの交換（有償）を依頼してください。
■設置上のご注意
静音スリムセンターフード
ファンユニット上部は100mm以上空間をあけてください。100mm以上
あけられない場合は、不燃材料で保護してください。
■使用上のご注意
レンジフード全般
●室内空気の対流（エアコンや人の動きによる風）の影響をうけると油煙を
吸い込みにくくなります。●IHクッキングヒーター使用時、フードが温まり
にくいため結露が発生する場合があります。●一度に多量の油煙を発生
する調理をされた場合は整流板など油受けに流れない部分に付着した
油などが滴下する場合があります。滴下前にふきとってご使用ください。
●フィルターの目詰まりが発生し、油煙もれの原因となりますので、１回／月
程度のお手入れを実施してください。
ほっとくリーンフード・静音スリムフード
●整流板・本体およびラクウォッシュプレートの表面は、油煙の吸い込み
経路になっており油が付着しますので、普段のお手入れ（ふき掃除）が
1回/月程度必要です。
同時給排レンジフード
●同時給排レンジフードはフード内に排気ダクトと給気ダクトを有しますが、
排気ダクトからの排気風量をすべて給気ダクトからの給気で補うことは
できません。給気ダクト以外のお部屋の相当隙間面積140cm2以上を
想定しております。吸気が不足しますと、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、
隙間風の音が大きくなる、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する
場合があります。
リモコンスイッチ
◎リモコンの操作（壁付けリモコンホルダー使用時以外）はカウンターから
約20〜30cmはなれ、リモコンの正面に立って押してください。（リモコンの
信号は人や壁に反射して、フード本体のリモコン受信部に届きます。信号を
さえぎらないように操作してください。）◎次のような場合は、動作しない
場合がありますが故障ではありません。●リモコンの近くに立ち過ぎている。

ご注意事項について
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【 保証規定 】

保証内容

取扱説明書・添付ラベル等の注意書きに沿った使用状態で、
保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

保証期間

お引渡し日を起点として、下記期間保証いたします。
（※保証を受けられる場合、保証書またはお引渡し書のご提示が必要です）

５年安心サポート※ 通常保証

カウンター、水栓金具、キャビネット、その他 本体 5年 2年

電気機器、ガス機器 5年 1年

※ 「５年安心サポート」は、Caresaの純正商品が対象です。

免責事項

●保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
1） 取扱説明書、本体注意ラベルまたはその他の注意書きを守らずに発生し

た故障および損傷　　
2） 消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキン類等）の取替えや修理、

保守などの費用
3） 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
 　（例）・塩素系の洗浄剤、漂泊剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水など　
　　　　の使用によるシンク、天板のさび・腐食
          ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
          ・給水管・排水管の詰まり
          ・ユニット、扉、カウンター、シンク等の汚れ　など
4） 経年変化または使用に伴う摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の

事由による場合
5）キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出がなかったもの
6） 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合
（例）・  ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤

使用によるシンク、天板、扉などの変色や腐食・浄化槽洗浄剤か
ら発生するガスによるシンクや金属部品の腐食　など

7） 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や虫などの行為に起因する不具合・故障
および損傷

8） 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
9） 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
10） お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
11） 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
12） 異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用および異常水

質による故障および損傷
13） 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス

など）または戦争、暴動などの破損行為などによる故障および損傷
14） 取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する

損傷および故障
15） 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障

および損傷

16） 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象また
はこれが原因で生じた事故による場合

17） 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、
速やかに申し出がなかったもの

18） 商品添付の保証書のご提示がない場合
19） 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領

収書などで前記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは
字句を書き替えられた場合

20） 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に
要する実費

【 アフターサービスについて 】

キッチン本体のアフターサービスについては、お買い上げの販売店・または
㈱アクタスへお問い合わせください。
機器類（加熱機器、食器洗い乾燥機、水栓など）は取扱説明書に記載
の修理相談窓口にお問い合わせください。保証規定に基づき対応させて
いただきます。

＜保証期間経過後の修理について＞

保証期間経過後は、有料修理となります。
（修理料金 ： 部品代＋技術代＋出張料）

 アフターサービスと保証について

下記商品のアフターサービスは
リンナイ（株）での対応となります。

下記商品のアフターサービスは
（株）ハーマンでの対応となります。

■ガス加熱機器
　JUF（S・E）HW31R（7・3）
　JUFSHW32R（7・3）
　

■ガス加熱機器
　JUF（S・E）2G（R・L）3S3
　JUFS2G（R・L）3H3
　JUFSDS（11・10）W（S・H）
　JUFSDS（13・12）WH
　JUFEDS（13・12）WB
　JUFS31S（6・5）WH

フリーダイヤル

0120-054-321
フリーダイヤル

0120-38-8180

夏季の閉め切った部屋などで、室温が高い場合、製品や家電器具の
保護のため、まれに内蔵コンセントの通電を遮断する場合があります。この
場合は、扉を開けてお使いください。
■使用上のご注意4
●収納できる電気器具の大きさについては、事前にご確認ください。●スラ
イド棚を引き出した際に、器具によっては、炊飯器やジャーポットの蓋が蒸気
処理機の下面に当たることがあります。
■使用上のご注意5
●電気器具の機種や運転モード（圧力式炊飯器、その他炊飯器の「お手
入れ」「蒸し」、ジャーポットの「カルキ抜き」など）、炊飯量や湯沸かしの量、
使用環境などによって、蒸気が多量に発生する場合があります。結露や
水滴の滴下が多く、蒸気処理が十分に行われない場合は、スライドカウ
ンターを引き出して使用してください。
■安全に関するご注意1
下記の器具は使用できません。
●ガス器具（ガス炊飯器、カセットコンロなど）●電気コンロ、電熱器など
熱源の露出した器具●卓上型電磁（IH）調理器●オーブントースター、
トースター●電子レンジ●キッチンフライヤー
■安全に関するご注意2
ホットプレートや魚焼き器などの油煙の出る器具や、グリルパンなど調理
中に湯気が多量に発生する器具も使用できません。

【 キッチンボードのご注意 】

■使用上のご注意
●キッチンボードに直接ねじをもまないでください。フェイスゾーン商品などを
取り付ける際は、キッチンボードに下穴をあけてからねじでもんでください。また
キッチンボードはねじの保持力がないため、下地桟などで保持してください。
●表面に包丁など鋭利なものを当てないでください。傷が付くおそれがあり
ます。●表面に粘着力の強いテープや吸盤の取付け用台座などを貼らない
でください。はがした時、表面の塗装がはがれるおそれがあります。吸盤を取
りはずす場合は、吸盤のはしからゆっくりとはがしてください。
■安全に関するご注意
●キッチンボードの表面は塗装仕上げのため、直に炎が当たる使用はし
ないでください。炎が当たった場合、延焼の心配はありませんが、表面の塗
膜層が焦げるおそれがあります。また、加熱調理機器横の側壁150mm
以内に取り付けた場合、塗膜層が焦げるおそれがありますので、加熱調
理機器より150mm以上離して取り付けてください。

【 ディスポーザー対応シンク下スライドのご注意 】

■設置上のご注意
●ディスポーザーの機種によって、排水管との接続位置が異なります。
排水管立ち上げ位置については、設置されるディスポーザーに合わせて、
ユニットの配管スペース内に設定してください。●設置するディスポーザー
本体の寸法や排水管立ち上げ位置により、給水・給湯の立ち上げ位置を
調整してください。（当社スリムセンサー水栓につきましては、給水・給湯の
立ち上げ位置を移動することはできませんのでご注意ください）●コンセ
ント位置は止水栓や他機器との干渉を避けるユニット庫内に設置をして
ください。●ディスポーザー本体およびトラップが引出しにぶつからないように
してください。●ディスポーザーの仕様や、現場により状況が異なります。
シンク下ユニットの仕様を確認いただき、設置の可否については、ディス
ポーザーメーカーまたは、取付設置業者にご確認ください。他社品のディス
ポーザーのご使用に関しましては、いかなる場合にも当社は一切責任を負い
かねます。●ディスポーザーと排水処理槽との適合性や、単体設置などの
条件については地域により条件が異なります。詳細は各自治体にお問い
合わせください。

離れ過ぎている。●前かがみで操作し、手や頭で信号がさえぎられている。
●黒い服を着て操作している。●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作して
いる。●リモコンフードを2台以上設置するとリモコンの信号が共通のため
1台ずつの操作ができなくなりますのでご注意ください。 

【 食器洗い乾燥機のご注意 】

■購入にあたってのご注意
●フル扉材仕様の運転表示ランプは、商品仕様上カウンターと扉の隙間に
配置していますので、立った位置からは見えにくい場合があります。当社
ショウルームなどで事前にご確認ください。
■設置上のご注意
設置場所
●凍結のおそれがある場所（室温0℃以下）へは設置しないでください。
●排気口より蒸気が排出されますので排気方向に壁・ユニットなどがある
場合、結露する場合があります。〈給湯設備からの配管〉●運転時間の
短縮を図るため、給湯接続をおすすめします。●給湯機との接続は必ず、
10号相当以上の先止め式給湯機で、70℃以下の温度に調節可能な
給湯機に接続してください。●瞬間湯沸器などの元止め式の湯沸器からの
給湯は絶対に避けてください。●パネルタイプの場合、隣接ユニットの扉の
厚さにより、面が合わない場合があります。●設置条件（不陸など）によっては、
隣接ユニットと扉のすきまなどが合わない場合があります。
水道水圧
●水道水圧は0.03〜1MPa（0.3〜10kgf/cm2）の範囲でご使用くだ
さい。●水圧が低いと運転時間が長くかかります。逆に高すぎる場合は、
止水栓を少し絞って調節してください。
■使用上のご注意
食器洗い乾燥機全般
食器洗い乾燥機では食器乾燥機ほどきれいに乾燥されない場合があり
ます。次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないで
ください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、金メッキ製・
銀製食器、アルミ製の鍋や食器、高級漆器、さかずきなどの軽くて小さい
食器、プラスチック容器および食器（耐熱90℃以下のもの）●糸底の深い
食器は乾燥終了後、糸底部に若干水が残ることがあります。●こげつきや
こびりつきなどの汚れは洗えませんので、一度洗い落としてからセットして
ください。●排気口付近には近づかないでください。●専用洗剤以外は
使用しないでください。●「乾燥のみ」コースだけで長期間使用する場合、
機器内の残水から臭いがすることがあります。月に1〜2回は「予洗のみ」
などのコースで運転してください。●開いたスライド部に乗ったり強い力を
かけたりしないでください。●食器洗い乾燥機の運転により、スライド食洗
ユニット内の温度が約10℃上昇する場合があります。食材などの保管に
つきましては十分にご注意ください。●室内環境によっては排気口付近に
結露が発生する場合があります。●フル扉材仕様の排気口は食器洗い
乾燥機本体の左側上方にあります。ドアを閉めた状態では排気口は見え
ませんが、ふきんなどでふさがないようにしてください。
フルオートオープン食器洗い乾燥機
ドア以外に２回以上続けて強い衝撃を与えると、自動的にドアが開くことが
あります。→「ノックしてもドアが開かないようにする」設定をすることができます。
■安全に関するご注意
●運転中に高温（80℃）の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分
ご注意ください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源
コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になることがあります

【 フラットイン家電収納（蒸気処理付き）のご注意 】

■使用上のご注意1
炊飯器、ポット、コーヒーメーカーを収納できます。
■使用上のご注意2
コーヒーメーカーは、扉を開けて運転使用してください。
■使用上のご注意3

ご注意事項について
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