RCK
シリーズ

家庭用／ ケアハウスキッチン

受注生産商品／通常納期：15営業日程度での出荷
製品ラインナップ＆価格

ケアハウス
キッチン

ハーフタイプ／間口 90、105、120、150 ㎝
上下タイプ／間口 90、105、120、150 ㎝

間口 90 ㎝

間口

RCK090AFA L/R H

手に負担が少ない
シングルレバー
混合水栓

使い易い浅めのシンク

安全な角丸コーナー

RCK090AFA-L/RH

錆に強い
ステンレス仕様

RCK105AFA L/R H

￥128,000

キッチン

製品機種名

オプション
キッチン小物入れに
便利なサイドキャビネット

RCK105AF

A-L/RH

￥132,000

モデル番号

●加熱機器
J
J2
F

RCK120AFA-L/RH

￥136,000

優先設計 : 1

ハーフタイプ

シンク位置
（L：左 R：右）

100VIH ヒーター
200VIH ヒーター
熱源無し（TOP フラット）

■標準仕様

便利さ

低ホルム商品

Ｆ
・天板：ステンレス
★★★★
・加熱機器：なし
・１口コンセント付
・水栓：シングルレバー混合水栓
・シンク：ステンレス
幅 40 × 奥行 31 × 深さ 12 ㎝
・前面色：白色
・水切りカゴ：ハーフタイプのみ
・収納棚＆水切り棚：上下タイプのみ
・低ホルム商品

1. 車椅子利用可能
2. シングルレバー混合水栓
3. 水切り棚（上下タイプのみ）
水切りカゴ（ハーフタイプのみ）
4. コンセント付き（熱源無しタイプのみ）
5. １口ＩＨヒーター（オプション）
6. 電気温水器（オプション）
7. サイドキャビネット（オプション）

フォースター

椅

子

車椅子
利用可能

製品の特徴

■オプション

浅めのシンク＆
シングルレバー混合水栓

サポートバー（オプション）

RCK120AJA L/R
IH ヒーターはオプション

RCK150AFA L/R H

RCK150AFA-L/RH

RCK090AFA-L/R
RCK105AFA-L/R

￥158,000

業

界唯一！
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・１口ＩＨヒーター 100V
色
・電気温水器（配管カバー付）
：100V450W カラーバリエーションキッチン
先止め式、容量 12L
・サイドキャビネット：間口 30 × 奥行 35.5 × 高さ 64 ㎝
・サポートバー
・扉面特注色 9 色：ポリエステル化粧合板
・換気扇：Φ100 ダクト用 ※グリスフィルターは別途

お好みの熱源・換気扇などお部屋づくりに応じた各種機器がセレクト出来ます。
加熱機器

ＩＨヒーター

プレートヒーター

ガスコンロ (DC1004SB）
（センサー付き）

ラジエント／ＩＨヒーター

２口ガスコンロ（全口センサー付き）２口ガスコンロ（全口センサー付き） ２口ＩＨヒーター（斜め）

縦・横型２口ＩＨヒーター

100V（SIH-B113B）
200V（SIH-B213B）

100V（SPH-131S）
200V（SPH-231S）

高さ

使いやすさ

グリルなし（DC2016SQ1）

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

お年寄りの方に合わせた低めの天板面
車椅子に座ったままでキッチン作業
浅めのシンクで手が届きやすい
軽いタッチで湯・水の混合ができる水栓
動き小さく使いやすいポジション設計
ポットで湯沸かしＯＫ！
使用後の器類が置ける水切り棚と水切りかご
安心・安全の太めのサポートバー（オプション）

グリル付（RB2AK3H2SB）

（SIH-B224C-W）

◎表示価格はすべて税別価格です。

縦型は、SIH-B223A J-W
（奥行 58 ㎝が必要になります）
横型は、SIH-B223AW-W
（スイッチは、フロントパネルに取付）

換気扇・レンジフード

Φ100 ダクト用（DV-225N）
※グリスフィルターは別途

優先設計 : 3

73cm
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200V（SIH-BC224A）

Φ150 ダクト用（DV-270）
※グリスフィルターは別途

ブーツ型シロッコファン

（WAS-60AK）

※フードは、白もございます。

水栓（※寒冷地仕様も用意できます。止水栓は別途）

浅型フード

（WFS-60AK）

※フードは、白もございます。

照明器具

バリエーション

レッド PRE

水切りかご

高齢者に使いやすいシルバー優先設計の専用キッチン。
使う人に合わせた豊富なオプションも揃っています。

￥196,000
￥230,000

優先設計 : 2

１口ＩＨヒーター（オプション）

電気温水器（オプション）

安全な角丸コーナー

RCK120AFA-L/R
RCK150AFA-L/R

■コンパクトキッチン／ S シリーズ（P9 ‑ P10） ■ミニキッチン／ MN シリーズ（P11 ‑ P12）
■ケアハウスキッチン／ RCK シリーズ（P13 ‑ P14）

９色のカラー扉に対応（オプション）

便利なコンセント付き

￥184,000
￥192,000

RCK150AJA L/R
IH ヒーターはオプション

健康に配慮した
低ホルムアルデヒト仕様

利用可能

天板の高さは、身体に優しい低めの７３㎝です。
車椅子や椅子に座ったままでも、お茶の準備・洗い物ができます。

･ 150 ㎝

オプション機器 ※一部組み込めない機種・サイズもあります。お問い合わせください。

A：オープン仕様
B：サイドキャビネット

RCK 120 A F A - L/R H

車椅子や椅子に座って
足を伸ばして入れられる
足元空間

間口 120

間口 150 ㎝

RCK120AFA L/R H

ケアハウス

オプション
お体の支えになる
安心のサポートバー

間口サイズ 加熱機器

オプション
給湯設備がなくても
お湯が使用できる
小型電気温水器

間口 120 ㎝

･ 105 ㎝

フルタイプ

家電製品が
ご利用出来る
１口コンセント付
（ハーフタイプ熱源無しのみ）

キッチンの小物が
置ける水切りカゴ

105 ㎝

ハーフタイプ

便利さ、使いやすさ優先！
楽しく、安心して使える小型キッチン

間口 90

■ハーフタイプ／間口 90 ㎝、105 ㎝、120 ㎝、150 ㎝
奥行 50 ㎝高さ、86.5 ㎝
■フルタイプ／間口 90 ㎝、105 ㎝、120 ㎝、150 ㎝
奥行 50 ㎝高さ、185 ㎝

1.
2.
3.
4.
5.

ハーフタイプ４種類、フルタイプ４種類
軽いキッチン作業にピッタリのシンプルデザイン
使う人に合わせた豊富なオプション
９色のカラー扉に対応（オプション）
オーダー＆オリジナル対応（オプション）

２バルブ混合水栓

（KM17NE）

単水栓（A57J-13）

※1 ／ 2 オネジは別途

その他機器

電気温水器／容量 12 リットル
100V450W

（先止め式）
（EHPN-H12V1-KA）
（給排水キット付）

サイドキャビネット（オプション）

シングルレバー混合水栓

（KM5011TR20）

※電温組込みタイプは、全サイズに対応できます。
但し、90 ㎝タイプは冷蔵庫との
同時組込みは不可能です。

ブラック P-24

◎表示価格はすべて税別価格です。

グースネック
混合水栓

LED 手元灯

（FS9400）

電気温水器
容量 25 リットル
100V700W

（先止め式）
（EHPN-H25N3-KA）
（給排水キット付）

※全機種設置可能です。
※冷蔵庫との併用設置は、
W1500 のみの対応となります。

小型冷蔵庫容量（AF42-W）42 リットル
※写真はイメージ写真です。
※自動霜取り装置は付いていません。
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