
 

センターラインキャビネット

センターラインで分割して、
よく使うモノを取り出しやすく、しまいやすく

フライパンもかがまず

ラクラク取り出しできます。

レードル類や調味料も

上段のスライドトレーに収納でき

すっきり整頓できます。

すべり台シンク

シンクの内側に

はりついて流れにくい

野菜くずやごみが

すべるように排水口へ

排⽔⼝に向かって⽔がスイスイ流れるから
⼿間も省けて使いやすい

※イメージ写真

KITCHEN 五色建設株式会社 標準仕様
SYSTEM KITCHEN ｍｉｔｔｅ（ミッテ）
Ｉ型︓2550mm

写真はイメージです

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

⽔ほうき⽔栓

広々洗えてサッと流せる
⽔はねの少ない幅広シャワー

カウンター

□ UG：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰｸﾞﾚｰ□ UH：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾎﾜｲﾄ

人工大理石カウンター

□ UJ：ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ

サッとひとふき

お⼿入れ性の高さにも
ガラストップタイプ
ガラストップ両面焼きコンロＨ

（換気連動）

汚れやすいコンロまわりも、

ガラストップなら柔らかい布で

サッとひとふきするだけ。

27477-200109

しっかり洗浄

ラクに片付けられて経済的
(食器洗い乾燥機Ｐ)

消費生活用製品安全法

『長期使用製品安全点検制度』対象商品

回転ノズル噴射式

洗浄水噴射力は高さ２m。

食器の間や調理器具の

細かい目にも水流が届きます。

シンク

すべり台シンク（人工大理石）

□ ホワイト

□ ライトブルー

□ ベージュ□ グレー

□ ライトピンク

３（単色/抽象柄） 3（木目柄） 取っ手

Color Variation

□ ＫA：
ラウンド取っ手

□ MG：
スリムライン取っ手

□ FJF ：
シーンレッド

□ FJC ：
シーンイエロー

□ FJG ：
シーンショコラ

□ FJA ：
シーンホワイト

□ FJB ：
シーングレージュ

□ FJE ：
シーンライラック

□ FJH ：
シーンダークグリーン

□ FJD ：
シーンミント

□ FJ2 ：
テラブラウンウッド

□ FJ3 ：
テラダークウッド

□ FJ1 ：
テラホワイトウッド

□ H21 ：
ロブルホワイトウッド

□ H22 ：
ロブルライトウッド

□ H23 ：
ロブルグレーウッド

□ EC5：
クラフトダークウッド

□ EC4 ：
クラフトスモークウッド

キッチンパネル

汚れをふきとりやすい
シンプルなキッチンパネル

□ｼﾝﾌﾟﾙﾎﾜｲﾄN

□ｼﾝﾌﾟﾙﾊﾞﾆﾗ

□ ｼﾝﾌﾟﾙｸﾞﾚｰN

レンジフード

シロッコファンフード：シルバー

ガス調理機器

ガラストップ両面焼きコンロＨ：シルバー



 

KITCHEN 五色建設株式会社 標準仕様
SYSTEM KITCHEN ｍｉｔｔｅ（ミッテ）
ミッテ オプション

写真はイメージです

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。 27477-200109

周辺ユニット

食器洗い乾燥機

⽔栓⾦具

スーパークリーンフード（ＬＥＤ）

調理機器 ウォールキャビネット

パーツ

フード色前幕板タイプ 普段のお手入れは整流板の表面をサッと

ひとふきするだけでOKです。
扉材前幕板タイプ

ＬＥＤ照明で長持ち

普段のお手入れは整流板の表面をサッと

ひとふきするだけでOKです。

手元が明るく調理中の

料理がよく見えます。

また、照明は寿命が長い

LEDを使用しています。

FSP12 FSP14

オイルパックに

汚れがたまったら

ふき取るだけです。

ファンの取り外しは

ワンタッチでOK
シロッコファンもワンタッチで着脱。

パーツが少ない構造だから、

面倒だった年末の大掃除も

とってもラクになります。

フィルターがないからサッとひとふきするだけ 凹凸の少ないふきやすい形状

取り外す部品は4点だけ
シンプル構造だから、
お手入れもカンタン

シンクからそのまま食器が運べる「通いかご」で時短に

「通いかご」＋「上下2段かご」

かごをシンクにかけてラクな姿勢で食器をセット。そのまま食洗機へ

入れて洗えます。上下に分かれた2段かごで、食器や調理器具を入れる

順番に迷うことなくセットできます。

DWB08■食器洗い乾燥機Ｐ
（バイオパワー除菌）

『バイオパワー除菌』の酵素パワーで

ガンコ汚れも落とす

消費生活用製品安全法

『長期使用製品安全点検制度』対象商品

洗浄酵素や漂白成分が

油やごはんのこびりつき

までしっかり溶解。

高圧の洗浄水できれいに

洗い流します。

消費生活用製品安全法

『長期使用製品安全点検制度』対象商品

DWD11 ■食器洗い乾燥機Ｒ
（フロントオープン・通いかご）

■電動昇降式ミドルウォール（食器乾燥庫タイプ） ■昇降式ミドルウォール

軽く引き降ろして見やすい高さで

ラクに出し入れ

洗った食器やまな板を入れやすい位置でセットし

電動で上昇させてそのまま乾燥・収納可能

洗った食器やまな板を

入れやすい位置でセットし、

電動で上昇させて

そのまま乾燥

・収納できます。

WEF11 WUF01

浄水器本体

※浄水カートリッジの
寿命：約１年
（２０ℓ／日使用した場合）

『つま先で軽くタッチ 』 だから水栓が汚れない
お鍋で手がふさがっていたり、ハンバーグをこねて手に油が
ついていたり、そんなときにはつま先で軽くタッチ。
ストレスなくテキパキお料理できます。

スパウトが回転するので
お鍋への水くみもラクラク

用途に合わせて５つの水を選択

SSC1S小型の浄水カートリッジを内蔵
浄水機能をもつエコシングル水栓

キャビネット内設置で

シンクまわりが

すっきり使える浄水器。
容量の大きな

浄水カートリッジなので、

安心でおいしい浄水が
たっぷり使えます。

SWS4S

※水ほうき水栓を設置の上、

ご使用下さい。

■浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓 ■浄水器専用自在水栓（ビルトイン形） ■還元水素水生成器 ■つま先らく押し水栓スイッチ

高性能
カートリッジが
水道中の
ミネラル分を
残しながら
有害物質を
しっかり除去

エコシングル水栓

水とお湯の境に
『カチッ』とクリック感を
設けることで
水とお湯がきちんと
使い分けできます

浄水 整流(原水)

ミクロソフト（原水）

吐水モード切り替え

ここがエコ！

■水切りバスケット ■シンクパレット ■仕切りトレー

■タオルハンガー ■ライスボックス

※すべり台シンク用

コンパクトなのでシンクを広く使える 調理スペースが広がります ２段引き出し上段のスライドトレー専用

※すべり台シンク用

BRR03

フロアキャビネット

にすっきり納まる

YFH01

※スリムライン取っ手用（W130mm） ※ラウンド取っ手用（W220mm）

■カウンタープラン ■家電・カウンタープラン ■食器・カウンタープラン ■食器・家電・カウンタープラン

サブカウンター

料理の作業や

食器などの

出し入れを

サポート
蒸気排出ユニット付き
なので、棚をしまった
まま炊飯できます。

※家電プランのみ

家電収納・1段引き出し

蒸気の出る炊飯器や

ポットの定位置に

■対応間口サイズ

・1050mm ・1200mm
・1350mm ・1500mm
・1650mm ・1800mm

1段引き出し・開き扉

上段にはカトラリー、

そして開き扉には

米びつや

ホットプレートなど

大きな物も

収納できます。

ガラス面の温度上昇を抑えて焦げ付き防止

■ハイデザインガラストップ両面焼きコンロＲ
（ワイド：750mm・シルバー）

GAB27

■３口ＩＨヒーターＰ：シルバー
（オールメタル・換気連動
・ラクッキングリル・

省エネナビ・ワイド）

■３口ＩＨヒーターＰ：シルバー
（換気連動・ラククッキング・Ｂ）

EAD32

EAD35

光る天面ナビが

次の操作をガイド

光る天面ナビが

次の操作をガイド

SWS6S SYF1S


