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システムキッチン
車いす対応キッチン ウエルライフ 2018

Well Life



 もっと、料理を楽しもう。
 座ったままで使いやすい、ウエルライフ。
新しいメニューに挑戦したり、美しい盛り付けにこだわってみたり。

料理するよろこびを、より多くの方に感じて欲しい。

車椅子を使う方や、立ち仕事をつらいと感じる方が

座った姿勢のまま、快適に料理ができるよう考えたキッチン、

それがウエルライフです。

下ごしらえや加熱調理、盛り付けや後片付けも、

座ってラクにできるから、使いやすい。

もっともっと料理を楽しむ毎日を、ウエルライフではじめましょう。



商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡ Well Life 1



座 っ た ま ま で も 動 き や す い 。

      だ か ら 気 持 ち よ く

          料 理 が で き ま す 。
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 膝もつま先も
 しっかり奥まで入るから、
 必要なところへ、ラクに手が届きます。

F u n c t i o n a l i t y ウエ ル ライフの
機 能

L I X I Lのヒューマン・フィット・テクノロジーに基づく研究成果が、使いやすさに生かされています。

どうすれば座った姿勢でより快適に調理できるか。LIXILでは、実際
に車椅子で料理する方の様子をさまざまな角度から研究。負担の大き
い動作や移動を減らしムリなく作業できるよう、足元の形状やシンク・
調理スペース・コンロの配置を工夫し、座ったままで使いやすいウエ
ルライフが誕生しました。

ヒューマン・フィット・テクノロジーとは、調理中の心理や身体に負
荷となっている原因を観察と分析から導き出し、技術で解決する
LIXILキッチンの商品開発コンセプトです。

Human Fit Technology

調理中の動作や動線を多角的に観察し、
データを収集・分析しています。

一般家庭に近い環境での調理行動を観察
できるモニタールーム。

１ 加熱調理のエリア１ 調理のエリア2 水まわりのエリア32 3

○グリルレスプランの場合

下ごしらえも加熱
調理も洗い物も、
自然な姿勢で作業
ができます。

正面からアクセスできるオープン設計

座った姿勢での動きやすさや作業の　
しやすさにすみずみまで配慮しました。

3つのフィットで使いやすい！

奥まで手が届きやすい
スリムなワークトップ

奥行き
がフィット！

膝の位置に合わせて
1cm刻みで選べる

高さ
がフィット！足元をさえぎらない

オープン設計

カタチ
がフィット！

73～85cm

60cm

キッチン作業をスムーズに行うには、使う場所や物にアクセスしやすいことが大切です。
ウエルライフは、座った姿勢にフィットするようにキッチンのカタチやサイズを設計しました。
座ったままでもラクに手が届くから、ムリなく作業が行えます。

○身体条件や車椅子の仕様によって、足がキャビネットと干渉したり、手が届く範囲が限られる場合がございます。

商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡ Well Life 3



あなたに
ぴったりの
キッチンが
選べます。
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豊富にそろった便利な機能で、キッチンを使いやすくアレンジ。
作業やお手入れのしやすさなど、調理スタイルやこだわりに合わせて最新の機能や機器をお選びいただけます。

水栓に手を
かざすだけで
吐水・止水

タッチレス水栓 ナビッシュ1

※ 1   水量、水温調節はレバーの操作が必要です。

水栓の上部にあるセンサーに手をかざすだけ。
レバーを操作しなくても※1 、ラクな姿勢で水が使えます。

グリル付きのコンロもラインナップ。

ガスコンロも選択できます。

3口フル IH ・グリルレスタイプ4

加熱状態や火加減が一目でわかり、天面で操作ができるグリルレスタ
イプ。IH ヒーターが3 口あれば、忙しいときの並行調理もスムーズに
行えます。
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手の届きやすい
位置に棚が
下りてくる

後片付けは
食器洗い乾燥機
におまかせ

食器洗い乾燥機 浅型タイプ3オートダウンウォール2

後片付けの手間を減らせる食器洗い乾燥機もご用意。
ビルトインタイプだから、ワークトップをゆったり使えます。

リモコン操作で昇降する電動式の吊り戸棚。
普段使いの収納スペースをプラスできます。

※2 加熱機器側もレンジフード連動機能付の機種を
選択する必要があります。

◯座ったまま作業するときに、手が届く範囲が限られる場合がございます。
　事前に下降寸法（14ページ）をご確認ください。

リモコン対応のレンジフード ハンディボックス5 7

調理スペースをふさがずに調味料をまとめて
収納。必要なときにすぐ取り出せます。調理
家電が使える便利なコンセント付きです。

座ったままでオン ・オフや強弱が操作できる
リモコンをご用意。加熱機器と自動で連動す
るタイプ※2 もございます。

○シンクの深さについては、16ページをご覧ください。
○写真の水切りカゴはオプションです。

浅型シンク＆シンクサポート6

座った姿勢でも使いやすい深さの浅型シンク
を標準装備。便利なシンクサポートも各種ご
用意しています。

F u n c t i o n a l i t y ウエ ル ライフの
機 能

商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡ Well Life 5



美 し さ や 居 心 地 も 大 切 。

      キ ッ チ ン は 、

    暮 ら し を 彩 る インテリア だ か ら 。
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キッチン：クリエカラーシリーズ クリエペール／室内ドア： LIXIL 大開口建具 クリエペール
床材： LIXIL ラシッサ Sフロア クリエペールF

キッチンとインテリア
建材の色柄をそろえ
られるLIX I L共通の
木目柄クリエカラー
にも対応。

住まいにも暮らしにもフィット。ライフスタイルに合わせ、空間全体をトータルコーディネートできます。

住まいとの調和はもちろん、住まう人の暮らしとも調和する。それが
LIXIL キッチンのリビング・フィット・デザインです。シンプルで美しい
ディテールや多彩なバリエーション、豊富なインテリア建材もご用意し、
理想の住空間をかなえます。

リビング・フィット・デザインとは、空間やインテリアに適応するだけ
でなく、キッチンを中心とした新しい生活空間を創造し、より快適
な暮らしを実現するLIXIL キッチンのデザイン開発コンセプトです。

Living Fit Design

 豊富にそろったカラーと質感。
お気に入りのインテリアに合わせて、
コーディネートできます。
さまざまなインテリアにマッチするデザインとカラーの扉をご用意しました。
ワークトップや周辺収納もお好みに合わせてセレクトできます。

D e s i g n ウエ ル ライフの
デ ザイン

柔らかな印象で人気の人造大理石のワーク
トップもお選びいただけます。

収納ユニットもキッチンとおそろいの扉で、
一体感のある空間がつくれます。

空間を明るく演出するパステルやインテリアに上質なアクセントを添える　
エレガントな色。さまざまな木の表情が選べる木目調など。
5シリーズ 19カラーの扉から、あなたの“好き”を見つけてください。

暮らしを彩る19  色の扉カラー

○一部の扉カラーは、
LIXIL共通のクリエ
カラーと色が異なり
ます。

商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡ Well Life 7



 オープンキッチン
壁付Ⅰ型  奥行60cm
間口255cm（コンロ端部：17cm）ワークトップ高さ78cm

扉カラー：クオリティウッドシリーズ  イタリアンウォルナット HD8Q

キッチン部

収納部

18
3.
6c
m

258.6cm

約18畳

料理を気持ちよく楽しみたいから、
動きやすさを考えてグリルレスのプランをチョイス。
シンクにもコンロにもアクセスしやすいこのキッチンなら、
ひと手間かかるレシピにも気軽に挑戦できます。1PLAN
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表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。 商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡

●ワークトップ／人造大理石トップ／テンダーホワイト
●シンク／浅型73シンク
●タッチレス水栓 ナビッシュ／B5タイプ
●食器洗い乾燥機／浅型タイプ（扉材仕様）
●ⅠHヒーター／３口フルⅠH・グリルレスタイプ
●レンジフード／SERタイプ
●ウォールユニット／オートダウンウォール

キッチンパネル設置価格例
ソフトモザイクシリーズ : モザイクホワイト ￥60,000
床材 : LIXIL ラシッサ Dフロア メープルF　

プラン目安価格

キッチン部 収納部 プラン合計

153万円 40万円 192万円
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扉カラー：クリエカラーシリーズ  クリエモカ  UD5T

キッチン部

収納部

22
8.
6c
m

25
6.
8c
m

約18畳

 セミオープン対面キッチン
壁付Ⅰ型  奥行60cm
間口255cm（コンロ端部：17cm）ワークトップ高さ85cm

座ってじっくり下ごしらえをする私と、
立って手早く作業をする娘。
料理をする二人の希望にぴったりのキッチンになりました。
会話がはずむ対面スタイルも家族みんなのお気に入りに。2PLAN
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表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。 商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡

●ワークトップ／人造大理石トップ／テンダーホワイト
●シンク／浅型73シンク
●オールインワン浄水栓／DSタイプ・エコハンドル
●ガスコンロ／３口コンロ・ガラストップタイプ
●レンジフード／SERタイプ
●ウォールユニット／クイックパレット付
●その他／ハンディボックス

キッチンパネル設置価格例
メラミンシリーズ : モイストベージュ　￥83,500
床材 : LIXIL ハーモニアス12 セルベジャングレー調

プラン目安価格

キッチン部 収納部 プラン合計

121万円 51万円 172万円
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プラン目安価格

キッチン部 収納部 プラン合計

95万円 33万円 127万円

キッチンパネル設置価格例
パールシリーズ : シュガーホワイト　￥83,000
床材 : LIXIL ラシッサ Dフロア  ホワイトオークF

扉カラー：ミストカラーシリーズ  ミストピンク  PD9T

オープンキッチン
壁付Ⅰ型  奥行60cm
間口180cm（コンロ端部：2cm）ワークトップ高さ78cm

●ワークトップ／ステンレストップ／シルクエンボス
●シンク／浅型53シンク
●ハンドシャワー水栓／クロマーレ・エコハンドル
●ⅠHヒーター／３口フルⅠH・グリルレスタイプ
●レンジフード／ADRRタイプ

キッチン部

収納部

15
3.
3c
m 181.8cm

約11.5畳

いつでも気軽に料理ができるように、
座って使えるコンパクトキッチンを自分の部屋へ。
シンプルだけど 3 口コンロの本格派だから、
料理の腕を存分にふるえます。3PLAN
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冷蔵庫

収納ユニット

120～150cm 程度
80～90cm 程度

80～90cm 程度

方向転換ができる広さ

座った人の後ろを
通れる広さ

引出しを開けて
物が取り出せる広さ

 建築関係者さまへ ウエルライフの設置についてのご注意

フロアユニットやウォールユニットの設置には事前に壁面への取付桟の設置が必要となります。
取付・設置図面をご確認の上、本体重量と収納重量の荷重に対して、十分な強度の取付桟を設置してください。
また、取付・設置工事の際には取付・設置説明書に従って施工してください。

車椅子でご使用の場合は、調理中の移動や方向転換、ダイニングスペー
スとの動線などに配慮して、十分な広さを確保することをおすすめします。

●  シンク・コンロの位置は左右が選択できます。

● シンクは選択した間口およびタイプによってサイズが決まります。

浅型53シンク

●  コンロ端部のスペースは17cmと2cmが選択※1できます。

浅型73シンク

約73cm 約53cm

※ 1 間口によって選択できない場合がございます。 詳しくは18ページをご覧ください。
※ 2  側壁と加熱機器トッププレートの離隔距離が150mm 未満で、側壁の下地、仕上げ材が不燃材で
有効に仕上げられていない場合、防熱板が必要になります。詳しくは23ページをご覧ください。

調理スペースが不足す
る場合は、端部2cm※2

を選択することで調理ス
ペースを広くできます。

端部17cm

60cm 60cm

端部 2cm

キッチンのレイアウトが決まったら、設置するスペースに合った間口を選択します。

設置場所に合わせて間口サイズを選ぶ

右シンク 左シンク270・255・240・225・210・195・180cm
対応間口

料理がしやすいキッチンかどうかは、
料理を楽しめるかどうかにも影響します。

車椅子の種類や仕様、操作能力などによって必要となる広さが異なる場合が
ございます。使用条件に合わせてご確認ください。

○イラストは間口255cm の場合です。
○ プランやタイプによっては、選択できない間
口がございます。詳しくは 18ページをご覧く
ださい。

◯ シンクサイズの変更はでき
ませんので、予めご了承く
ださい。

プランニングのアドバイス

1

長島 理（ながしま おさむ）  パラバトミントン選手
1979 年生まれ。株式会社 LIXIL Technology Research 本部勤
務。日本障がい者バドミントン連盟の強化指定選手として国内外の
大会で活躍。健康管理に気をつかうアスリートの立場から、自身でも
ウエルライフを使用して料理を行っている。今回のウエルライフ開発
では、ユーザビリティ検証メンバーとして参加した。

　栄養管理に気をつかうアスリートとして、私は週に4日ほど自分で料
理をしています。以前は普通のキッチンで体を斜めにして料理や洗い物
をしていましたが、現在はウエルライフを使用しています。今回のモデル
チェンジでは、これまでの経験を生かして商品開発のユーザビリティ検
証に参加することになりました。当初あった課題も改善され、車椅子を使
用する人にしっかりと配慮された設計になったと思います。
　このキッチンを使う上で重要なのは膝の高さとの関係。足が入るかど
うかで手が届く距離が変わるため、自分にあった高さを選ぶことが大切
です。また、動きやすさを重視したプランと収納を重視したプランがあり
ますが、自分がどういう姿勢を取れるか、料理をどこまで行うかを考え
て、使い方に合ったプランをお選びください。
　料理が楽しく快適にできれば、生活も楽しくなります。ウエルライフが
そのきっかけのひとつになればと思います。

キッチンの配置と動きやすい動線の目安 ウエルライ
フ

使いこなし
術ウエルライ

フ

使いこなし
術

快適！

ミニキッチン オープンタイプのご紹介

狭小空間への設置に適したコンパクトな
ミニキッチンにも、座って使えるオープ
ンタイプをご用意しています。
○ 詳しくは「キッチン商品カタログ」をご覧ください。

ミニキッチン オープンタイプ
対応間口 :120・105・90cm
○ 写真は間口120cm

商品について詳しく
説明している「商品ガ
イド」はこちらからご
覧いただけます。

Well Life 13　表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。　商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡



膝

キャビネット
2cm程度

フットサポート位置によって、足がパネルに
あたる場合があります。足元の位置も合わ
せてご確認ください。

アームサポート形状によってはキャビ
ネットと干渉し、膝が入らないことがあ
ります。アームサポートの高さや奥行き
も考慮してワークトップ高さを選択して
ください。

キャビネットと膝との間に2cm程度のす
き間を確保してください。

約16cm

ⓑ

約32cm

ⓐ
パネル

約25cm

排水フロントカバー

＝

＋ ＋
床から
膝までの
高さ

約16cm 2cm※1
程度

ワークトップ高さの目安（座位）

※1キャビネットと膝とのすき間の目安寸法

プランニングのアドバイス

立位での使用にあたってのご注意

立って調理をする場合は、目安となるワークトップ高
さが異なります。立ち作業と椅子に座っての作業の
どちらも行われる場合は、立った姿勢での使用にも
配慮してワークトップの高さを選択してください。

○ワークトップ高さ78cm／
　キッチンセット高さ228cmの場合

○ワークトップ高さ78cm／
　キッチンセット高さ228cmの場合

○ワークトップ高さ78cm／
　キッチンセット高さ228cmの場合

オートダウンウォール クイックパレット

○車椅子で使用される方は必ずご確認ください。

座った姿勢でも手が届きやすい高さのアイレベルゾーンを利用して、収納や仮置
きスペースを広げられるウォールキャビネットもご用意しています。
◯座ったまま作業するときに、手が届く範囲が限られる場合がございます。

座った姿勢に合わせてワークトップ高さを選択すると、立って調理を行う際に
レンジフードの位置が低くくなることがあります。どちらの姿勢でも調理を行
う場合は、レンジフードを高めの位置に設置することをおすすめします。
○離隔距離が85cm を超えると、捕煙力が不足する場合があります。

アイレベルゾーンの活用 レンジフードの高さ調整

レンジフードの設置位置は、
5cm 程度まで高くすることが

可能です。

ワークトップ高さとキャビネット底面高さ

ⓐ ワークトップ高さ 73cm 74cm 75cm 76cm 77cm 78cm 79cm 80cm 81cm 82cm 83cm 84cm 85cm

ⓑ キャビネット底面高さ 56.5cm 57.5cm 58.5cm 59.5cm 60.5cm 61.5cm 62.5cm 63.5cm 64.5cm 65.5cm 66.5cm 67.5cm 68.5cm

○シンク下に設けられた排水フロントカバー高さは、キャビネットの底面より約7.5cm下がります。

78cm

約80cm

レンジフード下面高さ
約158cm離隔距離

約118cm

40cm
下降寸法 21cm

7cm

15cm
 

17.5cm

14.4cm

18.6cm18cm
37.5cm
下降寸法

約120.5cm

ワークトップ高さは車椅子や椅子のサイズ、着座姿勢などに合わせて
73cmから85cmまで、1cm単位で13段階の高さから選択できます。

ワークトップ高さを選ぶ2

○車椅子で使用される方はⓑキャビネット底面高さの寸法をご確認の上、ワークトップ高さを選択してください。

Well Life14



コンロへのアクセス
のしやすさを重視さ
れる方におすすめの
プランです。

● 扉デザイン・カラーを選択● シンク側端部の機能をセレクト　対応間口：270・255・240・225cm※1

● 機器の変更・オプションの追加 ● ワークトップを選択 ● キッチンパネルを選択

コンロのグリル機能
や収納量を重視さ
れる方におすすめの
プランです。

単色8色、木目11色から、お好みの
カラーが選択できます。

収納物が取り出しやすい引出しタイプの収納をはじめ、食器洗い乾燥機や
電気温水器もすっきりとビルトインできます。

下ごしらえや後片付けの効率、お掃除のしやすさなど、気になるポイント
をチェックして、こだわりのキッチンを実現していきましょう。

柔らかな風合いの白い人造大理石
と丈夫でシャープな質感のステンレ
スが選択できます。

目地が少なくお手入れしやすいキッ
チンパネルもカラーコーディネート
できます。

人造大理石ステンレス

2段引出し 食器洗い乾燥機 小型電気温水器 ライン取手単色扉 ハンドル取手木目扉

● 取手を選択
デザインと持ち手のスタイルで 2種
類の取手をご用意しました。

※ 1 間口225mはコンロ端部のスペースが2cmの場合のみ選択できます。

加熱機器を変更
▶詳細は
   21ページ

水栓を変更
▶詳細は20ページ

アイレベル・
ハンディゾーンの
機能を追加
▶詳細は
   22・23ページ

シンクサポートを
追加
▶詳細は23ページ

レンジフードを
変更
▶詳細は20ページ

グリル付収納プラングリルレスプラン

オープンスペース オープンスペース

自分のスタイルにぴったりの機能や機器を追加・変更することで、
キッチンはもっと使いやすく快適になります。

料理も暮らしも楽しむためには、デザインやカラーも大切なポイント。
インテリアのお好みに合わせてキッチンを仕上げます。

シンク、調理スペース、コ
ンロのすべてに正面からア
クセスできます。

シンクと調理スペースに正面
からアクセスできます。
○ コンロには、調理スペース側から、
または正面から横向きでのアクセ
スとなります。

作業エリアへのアクセス 作業エリアへのアクセス

コンロまわりの機能とアクセスのスタイルで2つのプランから、 
お好みに合わせて選択していただけます。

キッチンプランを選ぶ3

機能をアレンジ カラーコーディネート4 5

商品について詳しく
説明している「商品ガ
イド」はこちらからご
覧いただけます。

Well Life 15商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡



グリルレスプラン

パッケージプランのご紹介

壁付Ⅰ型 奥行 60cm ／間口 255cm
写真の扉カラー：イタリアンウォルナット

グリルレスタイプのコンロを採用し、コンロ下にもオープンスペースを設けて作業性を高めたプランです。

変更パーツ

4   ステンレストップ
    シルクエンボス

4  人造大理石トップ
    テンダーホワイト
◯ 上記変更価格を参照してください。

5  浅型73シンク 5  浅型53シンク

プラン共通標準仕様
仕様を変更する場合は20・21・
22ページをご確認ください。オ
プションについては23ページをご
確認ください。

◯ ワークトップが人造大理石トップの場合、シンクの深さは約13.9cm
となります。
◯ シンクは、キッチン間口・タイプによって決まっています。変更はで
きませんので、予めご了承ください。

約73cm 約53cm

約41cm 約41cm

深さ約13.4cm 深さ約13.4cm

¥1,131,000～ ¥1,176,500～

スタンダードタイプ

食器洗い乾燥機タイプ 電気温水器タイプ

¥985,000～

1

3

8

7 9

54

6

◯ 価格は３口フルⅠH・グリルレスタイプの場合です。その
他の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。
◯ 価格は食器洗い乾燥機・パネル材仕様の場合です。
扉材仕様への変更加算価格は⊕ ¥2,000となります。

◯ 価格は３口フルⅠH・グリルレスタイプの場合です。その
他の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。

33

○ 加熱機器にガスコンロを選
択し、ガス配管を床面から
立ち上げる場合は配管カ
バーが設置されます。

1  ３口フルⅠH・
　  グリルレスタイプ
　  
CH-XS30FJG★ 

F58トップ：シルバー

●光火力センサー ●光るリング
●鍋無し自動OFF ●過熱防止機能

◯ この他にもご選択いただけるガ
スコンロをご用意しております。
詳しくは21ページをご確認くだ
さい。

3  電気温水器用
　 キャビネット
電気温水器セット
MEHPNCB12ECS2JG★

●適温出湯12L
●スーパー節電

3  食器洗い乾燥機用キャビネット
　  スライドストッカー
     （浅型・パネル材仕様）

食器洗い乾燥機 浅型タイプ
RKW-C402CSV-JG★ 

D64シルバー

●予約タイマー ●ソフト排気
●乾燥キープ ●スチーム洗浄

3  調理台用キャビネット
　 ２段引出し
     （シンク側 端部）

◯ 間口サイズによっては、設定が
ありません。下記の価格表をご
確認ください。

配管カバー

タイプ コンロ端部
間口

270cm 255cm 240cm 225cm 210cm 195cm 180cm

スタンダードタイプ
17cm ¥997,000 ¥985,000 ¥969,000 ¥900,000 ¥888,000 ¥874,000＊ ー
2cm ー ¥980,000 ¥968,000 ¥952,000 ¥883,000 ¥871,000 ¥857,000＊

食器洗い乾燥機タイプ
17cm ¥1,143,000 ¥1,131,000 ¥1,118,000＊ ー ー ー ー
2cm ー ¥1,126,000 ¥1,114,000 ¥1,101,000＊ ー ー ー

電気温水器タイプ
17cm ¥1,188,500 ¥1,176,500 ¥1,163,500＊ ー ー ー ー
2cm ー ¥1,171,500 ¥1,159,500 ¥1,146,500＊ ー ー ー

人造大理石トップに変更 ⊕ ¥53,000 ⊕ ¥50,000 ⊕ ¥47,000 ⊕ ¥44,000 ⊕ ¥41,000 ⊕ ¥38,000 ⊕ ¥35,000
プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NV)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NV ⊕¥2,000)もご用意しています。排水について

 部のプランはシンク側端部に引出しの設定がありません。＊印は浅型53シンクになります。

ご注文後、約3週間でお届けする受注生産品となります。
詳しくは当社までお問い合わせください。

Well Life16



1  2口ⅠH・
　  スタンダードタイプ
　    （無水両面焼グリル）

CH-CL22G3JG★ 
W29フェイス：シルバートップ：ブラック

●光火力センサー ●鍋無し自動OFF 
●過熱防止機能

◯ この他にもご選択いただけるガ
スコンロやⅠHヒーターをご用意
しております。詳しくは21ページ
をご確認ください。

2   グリル付コンロ用
　 キャビネット１段引出し

　  

付属品：包丁収納

グリル付収納プラン 壁付Ⅰ型 奥行 60cm ／間口 255cm
写真の扉カラー：イタリアンウォルナット

グリル付きのコンロを搭載し、コンロ下にも収納を加えた充実機能のプランです。

◯ オプションの包丁トレー、引出し
トレーは設置できません。◯ プラン価格にはリモコンも含まれます。

7  レンジフード
　  ADRRタイプ★ 

　　 J95

8  調理台用キャビネット
　  1段引出し

9  ウォールキャビネット
　  開き扉

6  水栓金具
　  オールインワン浄水栓★

　　 DSタイプ・エコハンドル
　　 P12 ◯ キッチン間口180cmには設置できません。

◯プラン価格にはリモコンも含まれます。

リモコン

変更パーツ

9  オートダウンウォール
　   収納タイプ
⊕¥195,000

タイプ コンロ端部
間口

270cm 255cm 240cm 225cm 210cm 195cm 180cm

スタンダードタイプ
17cm ¥927,000 ¥915,000 ¥899,000 ¥830,000 ¥818,000 ¥804,000＊ ー
2cm ー ¥905,000 ¥893,000 ¥877,000 ¥808,000 ¥796,000 ¥782,000＊

食器洗い乾燥機タイプ
17cm ¥1,073,000 ¥1,061,000 ¥1,048,000＊ ー ー ー ー
2cm ー ¥1,051,000 ¥1,039,000 ¥1,026,000＊ ー ー ー

電気温水器タイプ
17cm ¥1,118,500 ¥1,106,500 ¥1,093,500＊ ー ー ー ー
2cm ー ¥1,096,500 ¥1,084,500 ¥1,071,500＊ ー ー ー

人造大理石トップに変更 ⊕ ¥53,000 ⊕ ¥50,000 ⊕ ¥47,000 ⊕ ¥44,000 ⊕ ¥41,000 ⊕ ¥38,000 ⊕ ¥35,000
プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NV)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NV ⊕¥2,000)もご用意しています。排水について

 部のプランはシンク側端部に引出しの設定がありません。＊印は浅型53シンクになります。

¥1,061,000～ ¥1,106,500～

スタンダードタイプ

食器洗い乾燥機タイプ 電気温水器タイプ

¥915,000～

1

3

8

7 9

54

6

33

コンロ脇小引出し

2

◯ 価格は2口ⅠH・スタンダードタイプの場合です。その
他の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。
◯ 価格は食器洗い乾燥機・パネル材仕様の場合です。
扉材仕様への変更加算価格は⊕¥2,000となります。

◯ 価格は2口ⅠH・スタンダードタイプの場合です。その他
の加熱機器への変更は21ページをご確認ください。

3  電気温水器用
　 キャビネット
電気温水器セット
MEHPNCB12ECS2JG★

●適温出湯12L
●スーパー節電

3  食器洗い乾燥機用キャビネット
　  スライドストッカー
     （浅型・パネル材仕様）

食器洗い乾燥機 浅型タイプ
RKW-C402CSV-JG★ 

D64シルバー

●予約タイマー ●ソフト排気
●乾燥キープ ●スチーム洗浄

3  調理台用キャビネット
　 ２段引出し
     （シンク側 端部）

◯ 間口サイズによっては、設定が
ありません。下記の価格表をご
確認ください。

商品について詳しく
説明している「商品ガ
イド」はこちらからご
覧いただけます。

Well Life 17　表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。　商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡



キッチンプラン一覧

間
口

コンロ端部 17cm コンロ端部 2cm
スタンダードタイプ 食器洗い乾燥機／電気温水器タイプ スタンダードタイプ 食器洗い乾燥機／電気温水器タイプ

2
7
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cm

ー ー

2
5
5
cm

2
4
0
cm

2
2
5
cm

ー

2
1
0
cm

ー ー

1
9
5
cm

ー ー

1
8
0
cm

ー ー ー

◯ 寸法はステンレストップの場合を示します。人造大理石トップの場合は、シンクの左右にあるワークトップの
スペースが各5mm小さくなります。
◯ ウォールキャビネットの＊は、オートダウンウォールまたはクイックパレット付に変更することができます。
（オートダウンウォールは高さ70cm、クイックパレット付は高さ70cmと60cmのみとなります。）
○食器洗い乾燥機／電気温水器タイプのイラストは、 食器洗い乾燥機の場合です。
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a：グリルレスプラン  b：グリル付収納プラン
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扉デザイン・カラー

キッチンパネル サンウォーレ

扉デザイン・カラー／キッチンパネル

グレーズグレー：K グレーズベージュ：G

ピュアホワイト：Z シュガーホワイト：X

モザイクホワイト：W モザイクベージュ：X

ニュアージュホワイト：Ⅰ モイストベージュ：Y

グレーズホワイト: E グレーズライトグレー：H

プレーンホワイト：W シャボンホワイト：X

フッ素ステンレス

グループ 2

グループ 1

加熱機器用パネル

セラフィールシリーズ 
DAPエンボス仕上げ

パールシリーズ 
撥油・撥水  シリコンコート  

アクリルUV塗装光沢仕上げ

ソフトモザイクシリーズ 
アクリルUV塗装光沢仕上げ

メラミンシリーズ 
メラミン光沢仕上げ

アクリルシリーズ 
アクリルUV塗装光沢仕上げ

　撥油・撥水  フッ素コート   

撥油・撥水

○ サンウォーレは不燃材ですが、直に炎が当たったり、加熱している鍋等が接触または近接する等
により高温に長時間さらされると、表面に変色や焦げが発生する場合がございます。ご使用の
際には高温に長時間さらされることがないようご注意ください。
◯ 加熱機器との距離が150mm未満となる壁面に設置する場合は、防熱板を使用してください。
150mm以上離れる場合でも、高温に長時間さらされることがないようご注意ください。

シリコンコート

フッ素コート

コート層にシリコンやフッ素を添加して
撥油・撥水機能を高め、汚れを拭き取
りやすくしています。

取手はすべての扉で下記
の２種からご選択いただ
けます。

取手

ミストグリーン：GD9［T］ ミストピンク：PD9［T］ ミストイエロー：YD9［T］ ミストベージュ：VD9［T］ ミストホワイト：WD9［T］

ウォルナット：CD8［T］ チェリー：UD8［T］ チェスナット：ⅠD8［T］ イタリアンウォルナット：HD8［T］

クリエダーク：AD5［T］ クリエモカ：UD5［T］ クリエラスク：CD5［T］ クリエペール：ND5［T］ クリエアイボリー：HD5［T］

ダークレオ：UD6［T］ ホワイトレオ：ⅠD6［T］

カーディナルレッド：RD7［T］ セラドングリーン：GD7［T］ カームラベンダー：JD7［T］

単色

木目

ミストカラーシリーズ※1※2

クリーン扉  高光沢   

扉面材：  PET 化粧板（EBコート）／ 
［キッチンフロアキャビネット］四方木口貼り 
［ウォールキャビネット・収納ユニット］ 
上下 R形状／左右木口貼り

木口材：ABS 樹脂（扉と同系色）

クオリティウッド シリーズ ※1※3

クリーン扉  エンボス   

扉面材： オレフィン化粧板／四方木口貼り
木口材： ABS 樹脂（木目柄）

クリエカラー シリーズ ※1※3

クリーン扉  エンボス   

扉面材： オレフィン化粧板／四方木口貼り
木口材：ABS 樹脂（木目柄／同系色）

シャイニーウッド シリーズ ※1※2※3

クリーン扉  高光沢   

扉面材：  PET 化粧板／ 
［キッチンフロアキャビネット］四方木口貼り 
［ウォールキャビネット・収納ユニット］ 
上下 R形状／左右木口貼り

木口材：ABS 樹脂（扉と同系色）

グレイシャスカラー シリーズ※1※2

クリーン扉  高光沢   

扉面材：  PET 化粧板／ 
［キッチンフロアキャビネット］四方木口貼り 
［ウォールキャビネット・収納ユニット］ 
上下 R形状／左右木口貼り

木口材：ABS 樹脂（扉と同系色）

クオリティウッドシリーズは
LIXIL 住宅設備機器・イン
テリア建材「ラシッサD 
ラテオ」に対応しています。

クリエカラーシリーズはLIXIL住宅設備機器・インテリア
建材共通「クリエカラー」に対応しています。

扉デザイン・カラーのご検討にあたって
※1  キッチンフロアキャビネットの扉は、すべての扉シリーズで四方木口貼りとなります。
※2  PET化粧板を採用した扉は、照明などの反射で色や模様が変化して見える場合がございます。
※3  木目調の扉は、同一の扉色でも色合いや柄が異なったり、隣り合う木目の柄がそろわない場合がございます。
また、木目の柄方向は（縦・横）は扉シリーズにより下記の通りとなります。

　  クオリティウッドシリーズ  ：  エンドパネルは縦柄に、化粧板（DP36）は長手方向に対し縦柄に、それ以外はすべ 
　ての部位で横柄になります。

　  クリエカラーシリーズ  ： すべての部位で横柄になります。
　  シャイニーウッドシリーズ  ： 化粧板（DP36）は長手方向に対し縦柄に、それ以外はすべての部位で横柄になります。
○扉の決定の際は、ショールーム等にて現品をご確認ください。
○ 長くお使いいただくために、柔らかい布でお手入れしてください。

[Q]  ライン取手 
（シルバー）

クリーン扉

高光沢

エンボス

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。

つややかな質感が高級感
を醸し出す、光沢度の高
い気品あふれる扉です。

扉の表情をより豊かに
見せる、表面にエンボ
ス処理を施した扉です。

[T]  ハンドル取手 
（シルバー）

商品について詳しく
説明している「商品ガ
イド」はこちらからご
覧いただけます。

商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡ Well Life 19



タッチレス水栓ナビッシュ
B5タイプ

S47

一般地用：SF-NB451SX-JG5★
寒冷地用：SF-NB451SXN-JG5★
¥78,000

●スポット微細シャワー
●吐水口引出

ハンドシャワー水栓
クロマーレ・エコハンドル 

S84

一般地用：SF-HB452SYXJG5★
寒冷地用：SF-HB452SYXNJG5★
¥60,000

●スポット微細シャワー
●お掃除楽々台座 ●吐水口引出

　

水栓金具

レンジフード

食器洗い乾燥機

機器一覧

電気温水器

レバーハンドルの位置が使いやすい
正面のときに水だけを吐水するので、
無意識でのお湯の使用を防ぎ光熱
費を節約できます。

お湯が混合する位置は
クリックでお知らせ。 カチッ

湯

混合

水

湯湯湯

加熱機器
連動付／ 
リモコン
対応

SKRタイプ J92

間口 90cm（コンロ側端部 17cm用 ）

SKR-941SⅠ(R・L)★  シルバー
SKR-941W (R・L)★  ホワイト

本体のみ：¥190,000
金属幕板 ¥15,000
化粧パネル ¥16,000

間口 75cm（コンロ側端部 2cm用 ）

SKR-741SⅠ(R・L)★  シルバー
SKR-741W (R・L)★  ホワイト

本体のみ：¥170,000
金属幕板 ¥13,000
化粧パネル ¥14,000

●36dB（強運転時）の静音設計※１ 
●フィルターレス ●LED照明 
●常時換気 ●なかまでフラット 
●お手入れ簡単塗装 ●ワンタッチ着脱ファン

※1  JIS の測定基準による。設置環境によって音の
静かさが感じられない場合がございます。

◯ 同時給排タイプございます。

オールインワン浄水栓
DSタイプ・エコハンドル
（カートリッジ１本付） P12

一般地用：JFAD466SYXJG5★
寒冷地用：JFAD466SYXNJG5★
¥48,000

●浄水機能 ●微細シャワー
●お掃除楽々台座 ●吐水口引出

カートリッジ仕様：水栓内蔵型
別売カートリッジ品番：
JF-21-T-JG★（3本/セット）￥12,800

加熱機器
連動付／ 
リモコン
対応

SERタイプ H81

間口 90cm（コンロ側端部 17cm用 ）

SER-932SⅠ★  シルバー
SER-932W★  ホワイト

本体のみ：¥140,000
金属幕板 ¥15,000
化粧パネル ¥16,000

間口 75cm（コンロ側端部 2cm用 ）

SER-732SⅠ★  シルバー
SER-732W★  ホワイト

本体のみ：¥125,000
金属幕板 ¥13,000
化粧パネル ¥14,000

●フィルターレス ●LED照明 
●常時換気 ●なかまでフラット 
●お手入れ簡単塗装 ●ワンタッチ着脱ファン

◯ 同時給排タイプございます。

リンナイ製

浅型タイプ
間口45cm（扉材・パネル材共通仕様 ） D64

RKW-C402CSV-JG★  シルバー
本体のみ：¥150,000

パネル材 ¥4,000
扉材 ¥6,000

●予約タイマー ●ソフト排気
●乾燥キープ ●スチーム洗浄

◯ 画像はパネル材仕様です。

LIXIL製

電気温水器セット

 

MEHPNCB12ECS2JG★  
本体・排水器具：¥197,500

●適温出湯12L  ●スーパー節電
●温度過昇防止器 ●温度ヒューズ
●漏水検知装置 ●単相 200V 

○  電気温水器設置の際は当社フィルター付き止水栓
を必ずご使用ください。使用しない場合、機器内部
がゴミが侵入して故障の原因となります。
○専用キャビネットに設置してください。

リモコン
RMC06★  ¥5,300
◯ ADRRタイプ、SKRタイプ、SERタイプ でご使
用いただけます。

加熱機器
連動付／ 
リモコン
対応

ADRRタイプ J95

間口 90cm（コンロ側端部 17cm用 ）

ADRR-934SⅠ(R・L)★  シルバー

本体のみ：¥109,500
金属幕板 ¥15,000
化粧パネル ¥16,000

間口 75cm（コンロ側端部 2cm用 ）

ADRR-734SⅠ(R・L)★  シルバー

本体のみ：¥99,500
金属幕板 ¥13,000
化粧パネル ¥14,000

●常時換気  
●照明装置（LED 5W付属）

横幕板は別売となります。

5
除去

高塩素
除去

プラン標準

基準名
対象機種・対象機能
（削減率）（一社）日本バルブ工業会

自主基準
省エネ基準

（エネルギー消費性能基準） ※1
住宅事業建築主の判断基準

低炭素建築物認定基準※1

（定量的評価項目）

節
湯
水
栓

手元止水 タッチレス水栓  （9％）

小流量吐水
スポット微細シャワー （17％）
微細シャワー （17％）
泡沫吐水 （17％）

水優先吐水 エコハンドル （30％）
エコセンサー （30％）

上記の複合
節湯A1・AB （24％）
節湯C1・B （41％）
節湯A1・C1・AB （47％）

節湯水栓・節水水栓の種類とその効果    
日本バルブ工業会の定める「（一社）日本バルブ工業会自主基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準（エネルギー消
費性能基準）」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓の機種・機
能は、下表の通りで、節湯種類・使用される空間別に削減率が設定されています。

○ 節湯水栓の対象はシングルレバー湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓です。
○ 本表に掲載されている情報は、2017年10月現在の情報であり、今後変更される場合がございます。詳細は、公
式HP;http://biz-lixil.com/service/law/energy-saving/index.html/をご覧ください。

※１   「省エネ基準」、「低炭素建築物認定基準」については、どちらも住宅部分の基準に関する記載となります。
（非住宅部分の基準は異なります。）

■ 本カタログでは、節湯水栓の定義・基準を満たしている水栓の節湯効果は、その判定基準で表しています。（国
研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住
宅）」における、「東京・4人世帯の条件」にて算出し、上記基準を統合して削減量を試算するものとする。

プラン標準

Well Life20



加熱機器 トップ間口60cm　 

止水栓　○一般地用と寒冷地用は共通です。　 電気温水器用止水栓
（電気温水器 必要別売部材）■ アングル形 ドライバー式

単品 LF3V(55)KJG★ ￥4,200 フィルター付止水栓
（壁給水の場合）

ELF-3EK-JG★

¥7,900

フィルター付止水栓
（床給水の場合）

ELF-3SEK(380)JG★

¥13,900

レンジフード
連動なし

リンナイ製

3口コンロ・ホーロートップタイプ
（無水片面焼グリル） V09

R1633A0WHV★ トップ：グレー フェイス：シルバー
R1633A0WHK★ トップ：グレー フェイス：ブラック

本体のみ：¥93,000

●ダブル高火力バーナー
●Siセンサー ●焦げ付き消火機能

レンジフード
連動付

日立アプラ
イアンス製

3口フルⅠH・ダブルオールメタルタイプ
（無水両面焼グリル） W11

HT-L300XTFW★ トップ：ホワイト フェイス：シルバー
本体のみ：¥419,000

W09

HT-L300HTFH★ トップ：グレー フェイス：シルバー
本体のみ：¥409,000
●光・温度センサー ●ワンタッチ火加減操作
●ラク旨グリル＆オーブン ●グリル油煙抑制機能
●鍋無し自動OFF ●過熱防止機能

レンジフード
連動なし

日立アプラ
イアンス製

2口ⅠH＋ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル） W28

HT-K60SS★ トップ：シルバー フェイス：シルバー
本体のみ：¥213,000
HT-K6SK★ フェイス：シルバートップ：ブラック

本体のみ：¥195,000

●光・温度センサー
●鍋無し自動OFF ●過熱防止機能

レンジフード
連動付

リンナイ製

3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル） K90

R3635B1W2T★ トップ：シルバー フェイス：ステンレス

本体のみ：¥253,000

●付属グリル容器 ●ダブル高火力バーナー 
●自動調理機能 ●揚げ物温度調節 ●オートグリル
●調理タイマー ●イージークリーントップ 
● Siセンサー ●焦げ付き消火機能

◯ココットプレート付属

レンジフード
連動付

日立アプラ
イアンス製

3口フルⅠH・機能充実タイプ
（無水両面焼グリル） W21

HT-L8STFS★ トップ：シルバー フェイス：シルバー

本体のみ：¥270,000

●光・温度センサー ●ワンタッチ火加減操作
●ラク旨グリル＆オーブン
●グリル油煙抑制機能
●鍋無し自動OFF ●過熱防止機能

レンジフード
連動なし

リンナイ製

3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水片面焼グリル） K98

R1633A0R1V★ フェイス：シルバートップ：ブラック

本体のみ：¥158,000

●ダブル高火力バーナー
●Siセンサー ●焦げ付き消火機能

レンジフード
連動付

パナソニック製

2口ⅠH・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル） W29

CH-CL22G3JG★ フェイス：シルバートップ：ブラック

本体のみ：¥165,000
●光火力センサー ●鍋無し自動OFF 
●過熱防止機能

レンジフード
連動付

リンナイ製

3口コンロ・ガラストップ スタイリッシュタイプ
（無水両面焼グリル） K49

R3636D1W7T★ トップ：シルバー フェイス：ステンレス

本体のみ：¥340,000

●付属グリル容器 ●ダッチオーブン対応
●ダブル高火力バーナー ●自動調理機能
●揚げ物温度調節 ●オートグリル
●調理タイマー ●イージークリーントップ
●Siセンサー ●焦げ付き消火機能

◯グリルプレート、ココット付属

レンジフード
連動付

パナソニック製

3口フルⅠH・機能充実タイプ
（無水両面焼グリル） F89

CH-TRS6WJG★ トップ：シルバー フェイス：シルバー

本体のみ：¥340,000

●光火力センサー ●光るリング
●ラクッキングリル 
●グリル油煙抑制機能
●鍋無し自動OFF ●過熱防止機能

レンジフード
連動付

リンナイ製

3口コンロ・ガラストップタイプ
（無水両面焼グリル） V10

R3634B1W2V★ トップ：シルバー フェイス：シルバー

本体のみ：¥198,000

●ダブル高火力バーナー ●自動調理機能
●揚げ物温度調節 ●調理タイマー
●Siセンサー ●焦げ付き消火機能

レンジフード
連動付

ハーマン製

3口ガスコンロ・ガラストップ
グリルレスタイプ　　　　 V06

H1630A1L1N★ トップ：ブラック

本体のみ：¥175,000
●Siセンサー
●焦げ付き消火機能

◯ 乾電池を交換する際は、ボックス下パネルをは
ずす必要があります。

レンジフード
連動付

パナソニック製

３口フルⅠH・グリルレスタイプ
F58

CH-XS30FJG★ トップ：シルバー

本体のみ：¥226,000
●光火力センサー ●光るリング
●鍋無し自動OFF ●過熱防止機能

収納物の熱対策に「ⅠHヒーター仕切板」をご利用ください。
Ⅰ Hヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続
使用した場合に小引出しの中が高温になることがあり
ます。収納物の劣化を熱の影響から守る「ⅠHヒーター
仕切板」を設置していただくことをおすすめします。
○ コンパクトⅠHタイプやガスコンロの使用時にも
キャビネットの温度は上昇しますが、基本的には 
ⅠHヒーター以外は不要です。

Y1BSⅠH060★ ¥8,000

グリルレスコンロ　ⅠHヒーター／ガスコンロ グリル付コンロ　ⅠHヒーター

グリル付コンロ　ⅠHヒーター

グリル付コンロ　ガスコンロ

グリル付コンロ　ガスコンロ

ⅠHヒーターに使用できる鍋の材質について

材質 鍋の種類 ⅠH部 オールメタル部
多層鍋 ●間にアルミを挟んでいるもの × ○

銅
・
ア
ル
ミ
※5

圧力鍋 × ○
両手鍋 × ○※3

フライパン ･玉子焼き × ○※4

やかん × ○※1

片手鍋 ･雪平･親子鍋 × ○※4

その他 耐熱ガラス･陶磁器 × ×

材質 鍋の種類 ⅠH部 オールメタル部
鉄
・
ス
テ
ン
レ
ス

鉄･鉄鋳物･鉄ホーロー ○ ○
有磁性ステンレス（18-0） ○ ○

ステンレス一層鍋
（18-8･18-10）C △※1 ○※2

多
層
鍋

●間に鉄を挟んでいるもの
●底が18-0ステンレスのもの ○△※1 ○

※1 火力が弱くなったり使えないものがあります。　※2 鍋底の厚さが2mm以上のものは火力が弱くなります。
※3 汁物・煮物でお使いください。炒め物・空焼きは、鍋底が変形しやすいので避けてください。
※4 調理物と合わせて約700g以上でお使いください。軽いと鍋が動くことがあります。　 
※5 鍋の状態によって、アルミ・銅鍋は予熱に時間がかかる場合がございます。
○ラジエントヒーターは、すべての材質の鍋が使用可能ですが、形状によっては使えないものもあります。　
○便利機能を使用する際は、取扱説明書に記載されている鍋をご使用ください。

▼
▼

一般財団法人「製品安全協会」の［SG ⅠH］［SG CH-ⅠH］マークのある鍋をおすすめします。
○「ⅠHヒーターで使える」と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が
　入らない場合がございます。新しく鍋を購入するときは、一般財団法人「製品安全協会」が認定した
　SGマーク［SG ⅠH］［SG CH-ⅠH］のある鍋をおすすめします。

プラン標準 プラン標準

■ ストレート形 ドライバー式
浅型 73シンク 浅型 53シンク

水
栓
金
具
用

（
単
品
）

高さ　　　85cm用 LF3SV(470)KJG ★ LF3SV(445)KJG★

¥6,000

高さ82～ 84cm用 LF3SV(445)KJG ★ LF3SV(420)KJG ★

高さ80～ 82cm用 LF3SV(420)KJG ★ LF3SV(395)KJG ★

高さ77～ 79cm用 LF3SV(395)KJG ★ LF3SV(370)KJG ★

高さ75～ 76cm用 LF3SV(370)KJG ★
LF3SV(350)KJG ★

高さ73～ 74cm用 LF3SV(350)KJG ★

水
栓
金
具
用

（
２
個
セ
ッ
ト
）

高さ　　　85cm用 SLF3SV(470)KJG★ SLF3SV(445)KJG★

¥12,000

高さ82～ 84cm用 SLF3SV(445)KJG★ SLF3SV(420)KJG★

高さ80～ 82cm用 SLF3SV(420)KJG★ SLF3SV(395)KJG★

高さ77～ 79cm用 SLF3SV(395)KJG★ SLF3SV(370)KJG★

高さ75～ 76cm用 SLF3SV(370)KJG★
SLF3SV(350)KJG★

高さ73～ 74cm用 SLF3SV(350)KJG★

鍋の形状／状態
●鍋底の直径：12～26cm（30cm）
○ 詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。
● 鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○ そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
○ 鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。
● 多層鍋で鍋底がはがれているもの
○ 鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温
度が異常に高くなる場合がございます。

鍋の形状／状態
● 鍋の大きさ：鍋は底径が15～26cm（30cm）、 
フライパンは口径24cm以上。
○ 詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。
● 鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○ そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
● 多層鍋で鍋底がはがれているもの
○ 鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温
度が異常に高くなる場合がございます。

商品について詳しく
説明している「商品ガ
イド」はこちらからご
覧いただけます。

Well Life 21　表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。　商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡



オートダウンウォール専用
リモコン
間口：18.3cm× 奥行 2.7cm
高さ：5.2cm
KEL-ASR☆
¥15,000

開き扉

ウォールキャビネット

左勝手 レンジフード 右勝手レンジフード

不燃処理※

側面・底面不燃仕様は、右勝手の場合
は左側面と底面（左勝手の場合は右側
面と底面）に不燃処理をしているウォー
ルキャビネットです。レンジフードの右側
に設置するときは右勝手、左側に設置
するときは左勝手を選択してください。

リモコン操作で棚が昇降する電動式。手の届きやすい高さまで下ろして使えます。

調理スペースが広く使える2 段の仮置棚。
使わないときは、キャビネットの下にすっきり隠せます。

◯座ったまま作業するときに、手が届く範囲が限られる場合がございます。

オートダウンウォール
収納タイプ・LED照明付
対応間口：90cm
高さ：70cm 
照明：6.9W

最大
積載重量
25kg

手元の専用
リモコンを
使って、簡単
に昇降でき
ます。

後から使う
食材や道具
の仮置きに
便利。水切 
り棚としても
使えます。

照明のオン・
オフもリモ
コンで操作
できます。

使わないと
きはすっきり
収納。
◯ オプションの
システムライ
トも設置可
能です。

オートダウンウォール

◯座ったまま作業するときに、手が届く範囲が限られる場合がございます。

ウォールキャビネット
クイックパレット付
対応間口：90・75cm
高さ：70・60cm

最大
積載重量
パレット

上部10kg
下部10kg

奥行37.5cm系

奥行37.5cm系

クイックパレット

約120.5cm

上段14.4cm 

下段18.6cm

積載重量
10kg以下

積載重量
10kg以下

18cm

17.5cm

◯キッチンセット
　総高さ228cm
　ワークトップ高さ78cmの場合

下降寸法37.5cm

ウォールキャビネットを選ぶポイント
キッチン前に窓。そんな場合で
も、窓の大きさや収納量を考慮
し、高さの違うキャビネットを選
択できます。窓を大きく取りたい
ときは高さ60cm・50cm、収
納量を優先したいときは高さ
70cmを選択してください。

○ 標準プランでは高さ70cmをおすすめし
ています。
○ 躯体条件や使用する窓の規格などにより、
設置可能な窓の大きさは異なります。事前
にご確認ください。
○ キャビネット寸法は外形寸法になります。

開き扉
対応間口： 90・75・60・45・30・

15cm
高さ：70・60・50cm

側面・底面不燃仕様
対応間口： 45・30・15cm
高さ：70・60・50cm

奥行37.5cm系 奥行37.5cm系

70cm 60cm 50cm

「不燃仕様の左右勝手について」 扉キャッチ機構（標準装備）
揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛出し
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。

○ キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況などにより、性能を十分に発
揮しない場合がございます。
○ 説明書を必ずお読みの上、取付・設置を行ってください。
○ オートダウンウォールには装備されておりません。

収納部有効間口
78.2cm（間口90cm）

（収納部有効奥行26.3cm）
積載重量25kg以下

◯キッチンセット
　総高さ228cm
　ワークトップ高さ78cmの場合

約118cm

収納部
有効高さ
15cm

21cm

7cm

下降寸法 40cm

Well Life22



オプション

エンドパネル 天井フィラー★

天井とのすき間やキャビネットの側面を美しく仕上げる部材です。 
扉カラー色をご用意。

LEDタイプ
間口：86.5cm× 奥行 5.9cm
照明：LED6.7W 
KL-S90L1★ 
¥27,000
昼白色

まな板スタンド
間口：13.5cm× 奥行10.5cm
高さ：9cm
WMS-1★ 
¥3,000
●ステンレス製

間口：56.5cm× 奥行 5.9cm
照明：LED6.7W 
KL-S56L1★ 
¥26,000
昼白色

天井フィラーエンドパネル

水切りカゴ
間口：19.2cm× 奥行47.5cm
高さ：11.5cm
VMMK★
¥8,000
●ステンレス製

水切りワイヤーポケット
間口：9.6cm× 奥行 47.5cm
高さ：9.6cm
VMSR★
¥6,000
●ステンレス製

サポートワイヤー
間口：16.4cm× 奥行 45.5cm
高さ：1.9cm
VMMT★　
¥7,000
●ステンレス製

シンクサポートまな板スタンド

取付部材（エンドパネル／天井フィラー）

システムライト

水切りワイヤーポケット 水切りワイヤーポケットサポートワイヤー サポートワイヤー水切りカゴ 水切りカゴ

約42cm 約23cm
73cm 53cm

シンクサポート設置例
浅型73シンクの場合 浅型53シンクの場合

間口45cm 用
BUTR45K★ 
¥4,000

包丁トレー
HS020FW★

¥3,000
間口30cm 用
BUTR30K★
¥3,800

引出しトレー
（２段引出し専用）

包丁トレー
（２段引出し専用）

ガスコンロ ハーマン製用
間口：1.6cm× 奥行 53.5cm
高さ：55cm
DP0128JG★ 
¥10,000

ガスコンロ リンナイ製用
間口：1.9cm× 奥行 55cm
高さ：59cm
RB-55SJG★ 
¥10,000

ⅠHヒーター用
間口：1.5cm× 奥行 55cm
高さ：35cm
BN550A★
¥3,000

防熱板
（コンロ端部２cm側壁用）

○ 側壁と加熱機器トッププレート
の離隔距離が150mm未満で、
側壁の下地、仕上げ材が不燃材
で有効に仕上げられていない場
合、防熱板が必要になります。厚
さ9.5mmの石膏ボードの不燃
性能以上を有した準不燃材料
で仕上げられている場合、ガス
コンロでもⅠHヒーター用（品番：
BN550A）が使用できます。

○ 離隔距離が150mm未満の側壁
にサンウォーレを設置する場合に
は、高温に長時間さらされることに
より変色や焦げが発生する恐れが
ありますので、側壁の仕上げに関
わらず防熱板を使用してください。

○ 引出しトレーとの併用は
できません。

○ 包丁トレーとの併用はできません。

○サポートワイヤーと水切りカゴは重ねて置くことができます。  ◯シンクサポートはシンクの端でご使用ください。

◯ 座ったまま作業するときに、手が届く範
囲が限られる場合がございます。

サポートバー
間口：59cm
SB059A☆
¥6,000

ハンディボックス
間口：35cm
BSPK35(R・L）★
¥29,000

ワークトップの調理スペースを
ふさがずに、よく使う調味料や
小物を整理できます。
調味料やふきんなどを収納できま
す。調理家電が便利に使えるコン
セント付です。

キッチンの周囲への移動や立
ち上がりがラクになります。
前後左右に移動する際に便利な
サポートバー。車椅子の方やご
高齢者の方の負担を減らします。
立ち上がるときにも便利です。

カウンター
調味料ケースなどが置ける
便利なオープンスペース。

コンセント
調理家電を使うのに便利な
扉付きの2口コンセント。

調味料ボックス
スパイス類を取り出し
やすく収納。

ハンガーバー
ふきんなどを
掛けられます。

ハンディボックス サポートバー（シンクキャビネット用）

付属品：ハンガーバー 
           コンセント

◯ サポートバーを設置した場合、座った
まま作業するときに、手が届く範囲が
変わります。

○ コンロ端部2cm納まりの場合、コンロ側にエンドパネルの設置はで
きません。

商品について詳しく
説明している「商品ガ
イド」はこちらからご
覧いただけます。

Well Life 23　表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。　商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡



資源ゴミの分別に便利なゴミ袋ストッパー付き。
○  間口60cmにはゴミ袋ストッパーが付属しません。
○  ダストワゴンに付くパネルの取手は、選択した取手デザインにかかわらず「ライン取手」になります。
○  ワゴンはキャスター付きです。床材は耐摩耗性・耐キャスター性に優れたものをご使用ください。
○  ご使用の環境によっては、床材にキズが付く場合がございます。市販の保護マットの併用を 
おすすめします。

収納ユニット

マルチスペース
２段引出し
対応間口：90・75・60cm

マルチスペース

対応間口：90・75・60cm

家電収納

対応間口：90・75・60cm

スライドストッカー
３段引出し
対応間口： 90・75・60・45cm

家電収納
蒸気排出ユニット用
対応間口：90・75・60cm

奥行45cm系奥行45cm系奥行45cm系奥行45cm系 奥行45cm系

◯ 家電製品の設置にあたっては、各
家電製品の取扱説明書をご確認く
ださい。

◯ 家電製品の設置にあたっては、各
家電製品の取扱説明書をご確認く
ださい。

フロアキャビネット

105
・
85
cm

105
・
85
cm

開き扉
プッシュオープンタイプ
対応間口：90・75・60・45cm
高さ：70・50cm 

中台引戸

対応間口：90・75cm
総高さ： 235・215・185・165cm

中台開き扉

対応間口：90・75・60・45cm
総高さ： 235・215・185・165cm

開き扉
（取手レスタイプ）
対応間口：70・60・50・45cm
高さ：70・50cm

開き扉
（取手付）
対応間口：90・75・60・45cm
高さ： 70・50cm

奥行45cm系奥行45cm系 奥行45cm系奥行45cm系奥行45cm系

カップボード上置 中台 ウォールキャビネット

設置例

トールタイプ（カップボード）
奥行：45cm系

ウォールタイプ
奥行：45cm系

カップボード
上置／
ウォール
キャビネット

フロア
キャビネット
カウンター高さ
85cm

中台

82.8
cm

102.2
・
82.2
cm

90・75・60・45cm 90・75・60・45cm

70
・
50
cm

カウンタータイプ
奥行：45cm

フレークホワイト：WN

ダストワゴン・マルチスペース 2 段引出し用
間口90cm用：ダストボックス3個、ゴミ袋ストッパー付
間口75cm用：ダストボックス2個、ゴミ袋ストッパー付
間口60cm用：ダストボックス2個

○間口、奥行、高さなどの各サイズは、キャビネットの種類によって対応できない場合がございます。
○トールタイプでは、フロアキャビネットとカップボード上置の組み合わせも選択できます。
◯家電収納タイプのキャビネットは、トールタイプでの組み合わせはできません。
○カウンターの間口は271.5～45cmとなります。

パーツを組み合わせてつくるシステム収納
ウエルライフのシステム収納は、豊富なサイズのキャビネットを組み合わせて、設置
スペースの広さや高さに合った収納ユニットを完成できます。また、収納の使い方や
収納する物に応じたキャビネットに変更することもできます。

カウンターカラー

●システム収納の高さは、トールタイプは6種類、カウンタータイプは2種類から選択していただけます。

235cm
215cm

185cm

165cm

85cm

カウンター

キッチンとのコーディネートも楽しめる、美しくて機能的な収納。

オプション

◯ カップボード上置としてもお使いい
ただけます。

◯ カップボード上置としての使用はで
きません。

Well Life24



1  3段引出しタイプ
●カップボード高さ235cm　
●カウンター高さ85cm　
●奥行45cm
●メラミンカウンター
●ウォールキャビネット：
　開き扉（高さ70cm）

2  3段引出し ＋ マルチスペースタイプ
●カップボード高さ235cm　
●カウンター高さ85cm　
●奥行45cm
●メラミンカウンター
●ウォールキャビネット：
　開き扉（高さ70cm）
●マルチスペース

3  3段引出し ＋ 家電収納（蒸気排出ユニット用）タイプ
●カップボード高さ235cm　
●カウンター高さ85cm　
●奥行45cm
●メラミンカウンター
●ウォールキャビネット：
　開き扉（高さ70cm）
●家電収納

壁付型カウンタープラン カップボード＋カウンタープラン
1  3段引出しタイプ

●カウンター高さ85cm　
●奥行45cm
●ウォールキャビネット：
　開き扉（高さ70cm）

2  3段引出し ＋ マルチスペースタイプ
●カウンター高さ85cm　
●奥行45cm
●ウォールキャビネット：
　開き扉（高さ70cm）
●マルチスペース

3  3段引出し ＋ 家電収納（蒸気排出ユニット用）タイプ
●カウンター高さ85cm　
●奥行45cm
●ウォールキャビネット：
　開き扉（高さ70cm）
●家電収納

○写真は間口180cmです。

○写真は間口180cmです。

○写真は間口180cmです。

○写真は間口180cmです。

○写真は間口180cmです。

○写真は間口180cmです。

プラン

壁付型カウンタープラン カップボード ＋ カウンタープラン

1   3段引出しタイプ 2   3段引出し ＋ 
 マルチスペースタイプ

3   3段引出し ＋ 
 家電収納タイプ

1   3段引出しタイプ 2   3段引出し ＋ 
 マルチスペースタイプ

3   3段引出し ＋ 
 家電収納タイプ

間  口 180cm 150cm 180cm 150cm 180cm 150cm 180cm 150cm 180cm 150cm 180cm 150cm
価  格 ¥264,000 ¥242,000 ¥220,000 ¥202,000 ¥294,000 ¥275,500 ¥365,000 ¥330,000 ¥321,000 ¥290,000 ¥395,000 ¥363,500

おすすめ収納プラン 商品について詳しく
説明している「商品ガ
イド」はこちらからご
覧いただけます。

Well Life 25　表示価格には消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。　商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます｡



ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に
従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

安全に関するご注意

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質
保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱い
についての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

個人情報保護について

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00～18:00　土･日･祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.      0120-190-521 FAX.0570-020-828
※PHS・IP電話等でつながらない場合は、右記電話をご利用ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
　ご確認ください。

TEL.03-4332-6300
※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/9:00～19:00(年末年始の休みは除く)

TEL.      0120-000-072 FAX.0570-027-027

●表示価格は2018年8月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

http://www.lixil.co.jp/support/

http://www.lixil.co.jp/

LIXIL 東京 2020 オリンピック・パラリンピック　カテゴリー

キッチン（調理台、流し台、壁面戸棚、シンク）、
浴室、トイレ（電気式便座及び温水洗浄便座を含まない）、

洗面化粧台、インテリア建材、窓・シャッター、
玄関ドア・引戸、ガーデンルーム
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