■住設機器｜キッチン＆キャビネット

Equipment
デザイン性・耐久性を重視した、高機能キッチン

Import Kitchen Cabinet

Exterior

Kitchen & Cabinet

輸入キッチンキャビネット
総無垢材の扉で構成されるウェルキット-Ｅシリーズは、その主要をド
イツ等欧州から輸入することで伝統のデザイン・確かな品質はもとよ
り、ホルムアルデヒド等の世界トップレベルの基準（Ｆ☆☆☆☆）を

ア空間を演出します。天然木ならではの美しい木目を感じてください。

Knob

ポリッシュドブラス

パイン
無垢のパイン材・南欧風イメージ

ホワイトオーク

ライトオーク

無垢のオーク材・高級感あふれるウレタン塗装

ミラノ
MDF 素材・高級エナメル塗装

ブラスニッケル

ライトオーク施工例

Kitchen & Cabinet

Door Design

パイン施工例

Equioment

ホワイトオーク施工例

イメージ画像

Interior

クリアー。ガラス扉と家具調風モールがグレード感あふれるインテリ

■住設機器｜キッチン＆キャビネット

Kitchen Type

人工大理石カウンター

キッチンタイプ

Exterior

I 型 Type

L 型 Type

アイランド型 Type

必要な機能をコンパクトに凝縮。狭い空間
でもレイアウトしやすく、動線がシンプル
なので、作業がはかどります。

動きやすく、広い作業スペースが確保でき
ます。テキパキ作業ができる作業動線のよ
いプランです。

開放感あふれ、家族のコミュニケーション
が生まれるプランです。手元を見せたくな
い方にもおすすめ。

右シンク・ガスコンロスタイル

ガスコンロ

ＩＨクッキングヒーター

ＭＳ-02

ＭＳ-03

ＭＳ-05

ＭＧ-01

右シンク・ガスコンロスタイル

右シンク・ガスオーブンスタイル

設備機器

ＭＳ-01

右シンク・ガスオーブンスタイル

ＭＧ-02

キッチンワークを快適にする、おすすめのセレクトアイテム。充実の機能がいっぱいです。

レンジフードブラック

ホワイト

ステンレスシンク

キッチン水栓

ホーローシンク

水栓金具

耐震ラッチ付き吊戸部

Kitchen & Cabinet

Kitchen Equipment

ＭＰ-03

Equioment

左シンク・ガスオーブンスタイル

Ｇ285Ｋ

Interior

左シンク・ガスコンロスタイル

ＭＰ-01

■住設機器｜キッチン＆キャビネット

魅せる収納としてお部屋の主役にもなれるインテリア性。

カップボード

キッチンに合うデザインも魅力的です。

Exterior

Cup Board

Interior

Ａスタイル

施工例

Ｂスタイル

施工例

施工例

Door Design

Shoes Box

Knob

Equioment

シューズボックス

Kitchen & Cabinet

ポリッシュドブラス

パイン

ホワイトオーク

ブラスニッケル

ライトオーク

ミラノホワイト

施工例

Ａスタイル

Ｂスタイル

■住設機器｜キッチン＆キャビネット

Import Custom Made Kitchen
パシフィックリムキャビネット社は、特に日本向けキャビネットメーカーとして豊富

Exterior

輸入オーダーメイドキッチン

な経験を積んだプロチームが、高品質キャビネットをお客様のご要望にお応えした「パ
ーソナライズキッチン」として 10 年間の保証とともにお届けしています。
システムキッチンからセミオーダーまで用途に合わせたバリエーションでお応えいた
します。他にも、カップボードやシューズボックス等もございます。

イメージ画像

Equioment

イメージ画像

イメージ画像

Interior

ドアスタイルは１３０種以上ございます。
ご注文いただいたキャビネットはすべて
受注生産になります。

Kitchen & Cabinet

イメージ画像

イメージ画像

イメージ画像

イメージ画像

■住設機器｜キッチン＆キャビネット

Original Island Kitchen
複数での作業でも動きやすく、家族一緒に料理や食事が楽しめるオープンキッチンです。

Exterior

オリジナルアイランドキッチン（独立タイプ・壁付タイプ）

扉バリエーション
アンティーク

（天然木四方框）

クラフト調仕上げの天然木扉。
ナチュラルカントリーにも対応する２色をご用意しました。

Interior

アンティークライト

独立タイプイメージ

新JIS・JAS規格の素材「Ｆ☆☆☆☆」
（下地部分☆☆☆）を使用しています。

壁付タイプイメージ

コンロ側 （間口1500ｍｍ）

シンク下収納

引き出し

◆人造大理石製ワークトップ
高品位なキッチン空間をつくる人造大理石製のワークトップです。

シンクの裏面に防振ゴム
を貼ることで、水跳ねの
音を軽減できます。
洗剤カゴを標準装備。奥行きのある『凸型の形状』が、後片付けの効率を
アップ。一度にたくさんの洗い物ができます。

◆ガスコンロ
コンロ下は奥まで中が見渡せる引き
出しタイプのキャビネットです。

ｽﾘﾑｽﾗｲﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

シンク下開き戸タイプ

◆シロッコファン

RB31AH2SBL

小物から背の高いものまで
たっぷり入ります。

BDR－3HE－7517－BK
※全口に安全装置を取り付けました。

ＥＢ硬化底板

「開き戸」と「3段引き出
し」を組み合わせました。
小物から背の高いものまで
たっぷり入ります。底面に
は頑固なメタル調ＥＢ硬化
底板を採用しています。

◆シングルレバー水栓

◆ロック機能
３°以上の傾きに反応
して、扉を自動的にロ
ック。収納物の飛び出
しを防ぎます。

KM-556MSH2

スパイス類をひとまとめに収納でき
ます。

傷のつきにくい頑固な底板をキッチ
ン下台すべてに採用しています。

Kitchen & Cabinet

アイスホワイト

Equioment

シンク側 （間口1500ｍｍ）

アンティークダーク

■住設機器｜キッチン＆キャビネット

System Kitchen
システムキッチン スタンダードシリーズ

使い勝手にこだわりました。

扉バリエーション

扉バリエーション

マット調シート

Ｄシンク

艶を抑えた木目が空間に上品な落ち着きをもたらします。どんなお部屋に
も似合います。

ウォームホワイト

ライトチェリー

ライトピーチ

浮造り調シート

水音20％カット低騒音仕様です。
大きな鍋もラクに洗えるワイドな
奥行き。
水の流れやすさや排水口に
もこだわりました。

Interior

ウォームダーク

ミディアム
ウォールナット

ステンレスワークトップ

素材の表面を磨いて年輪を浮き立たせる「浮造り」の技法を模して、立体
的な美しさを表現いたしました。

sencha

torinoko

継ぎ目のない一体成形で、汚れが溜
まりにくく、お手入れしやすい形状
です。極めて細かいヘアラインと、
傷が目立ちにくいロールエンボスか
らセレクト。

ヘアライン

sumizome

ロールエンボス

Kitchen Equipment

シンク下収納

加熱器エリア 1段引き出し

調理エリア 3段引き出し

◆無水片面焼きグリル付き3口コンロ

◆シングルレバー水栓

収納スペースをたっぷり確保し、料理の効率アッ
プ。引き残りのないフルオープン引き出しです。

モバイルラック
付き小引き出し

大きい鍋や背の高いボトルも収納できる深めの引
き出しです。

ウォールキャビネット

モバイルラック

調味料やこまごました調理小物まです
っきり収納できます。

安全センサー付き3口コンロです。
カラー：ブラック

ファインモーション

◆レンジフード
フード周辺の流速をアップし、油煙を
漏れにくくしました。高機能でも低騒
音設計のため、静かな環境を保ち、安
定した換気ができます。

シンプルで、扉の美しさが際立つ取っ手レス。
地震時に扉が開くのを防ぐ安心のロック付き。

ブラック

オーバーハング

耐震ラッチ

スリムでシンプルなシングルレバー水栓
は、抑えたデザインがシンク周りをすっ
きりさせてくれます。

取外しできるので丸ごと食卓へぽん。 引き出しがゆっくり静かに閉まります。
お手入れも丸洗いできます。
※シンク下キャビネットのみ

ホワイト

Kitchen & Cabinet

引き出しトレー
チャイルドロック
付き包丁差し

Equioment

収納スペース

Exterior

便利、すっきり、笑顔になれるキッチン。小さな間口でも、高いパフォーマンスを発揮。

■住設機器｜キッチン＆キャビネット

System Kitchen
便利、すっきり、笑顔になれるキッチン。小さな間口でも、高いパフォーマンスを発揮。
使い勝手にこだわりました。

扉バリエーション

Exterior

システムキッチン ベーシックシリーズ

扉バリエーション

パステル高光沢シート

Ｄシンク

見る角度によって変わる柔らかな抽象柄。
優しい明るさを持つ落ち着いた輝きの扉です。奥行きを感じる抽象柄は、
指紋が目立ちにくくお手入れが簡単なのも魅力的です。

水音20％カット低騒音仕様です。
大きな鍋もラクに洗えるワイドな
奥行き。
水の流れやすさや排水口に
もこだわりました。

Interior

ステンレスワークトップ
ヴァーナルホワイト

ヴァーナルイエロー

ヴァーナルオレンジ

ヴァーナルビター

継ぎ目のない一体成形で、汚れが溜
まりにくく、お手入れしやすい形状
です。極めて細かいヘアラインと、
傷が目立ちにくいロールエンボスか
らセレクト。

キャビネットの材質は、
汚れや傷に強いオリジ
ナル素材の化粧板です。
ロールエンボス

Kitchen Equipment

シンクエリア 開き戸

加熱器エリア 1段引き出し

調理エリア 3段引き出し

◆無水片面焼きグリル付き3口コンロ

◆シングルレバー水栓

扉を開けたままでも作業できるのが開きタイプの
メリットです。背の高い物の収納にも便利。

モバイルラック
付き小引き出し

大きい鍋や背の高いボトルも収納できる深めの引
き出しです。

ウォールキャビネット

調味料やこまごました調理小物まです
っきり収納できます。

安全センサー付き3口コンロです。
カラー：ブラック

モバイルラック

◆レンジフード
フード周辺の流速をアップし、油煙を
漏れにくくしました。高機能でも低騒
音設計のため、静かな環境を保ち、安
定した換気ができます。

シンプルで、扉の美しさが際立つ取っ手レス。
地震時に扉が開くのを防ぐ安心のロック付き。

ブラック

オーバーハング

耐震ラッチ

スリムでシンプルなシングルレバー水栓
は、抑えたデザインがシンク周りをすっ
きりさせてくれます。

取外しできるので丸ごと食卓へぽん。お手入れも丸洗いできます。

ホワイト

Kitchen & Cabinet

引き出しトレー
チャイルドロック
付き包丁差し

Equioment

収納スペース

ヘアライン

