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KUROMUKU
［KITCHEN］
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KUROMUKU ［KITCHEN］ I型

開
放
的
で
あ
り
な
が
ら

調
理
に
集
中
で
き
る
Ｉ
型
。

「これが私たちの暮らしです」と、あけっぴろ

げに語るような佇まい。I型のキッチンは、少々

の生活感が漂うくらいがサマになる。動線も

一直線になるので、ムダがなくシンプル。壁

に向かって落ち着いて調理しながら、背中で

家族の気配を感じとれる。
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KUROMUKU ［KITCHEN］ P型

み
ん
な
が
「
食
」
を
通
じ
て

交
流
を
深
め
る
Ｐ
型
。

ホームパーティ、なんて仰 し々いものではな

くて。家族も来客もお構いなしに、みんなで

作ってみんなで食べる、そんなざっくばらん

な集いが似合うP型。大人数の食器もどっさ

り仕舞える収納力がある。何より、無垢の木

の質感は誰の手にも心地よい。
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ワークトップ

フレームキッチン仕様

ステンレス × オーク

ステンレス × オーク

間口2575㎜×奥行650㎜プラン

間口2575㎜×奥行900㎜プラン

ステンレス × ステンレス

ステンレス × ステンレス

前面

後面

I 型

P 型

frëmuno［フレームノ］
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KUROMUKU ［KITCHEN］

フランスのユーロケラガラスを使った、高級感あ

ふれるフラットなデザイン。調理機能も本格派。

設備機器

キッチン仕様

ガスコンロ
ドロップインコンロ グリルレスタイプ
RD640STSWO  ¥135,000

レンジフード
ブーツ型フード ブラック
BDR-3HL-9017BKWO
¥48,400 
※本体＋横幕板の合計

食器洗い乾燥機
コンパクト型 普及タイプ
EW-45R1SMWO
¥127,000 
※本体＋扉面材の合計

IHクッキングヒーター
3口IH グリルレスタイプ
CS-T34BFRWO  ¥268,000

レンジフード
フィルターレスフード「フェデリカ」 ブラック
FEDL-952TBKWO  ¥253,500 ※本体＋ダクトカバー1の合計

レンジフード
キュービックフード「クーボ」 ステンレス
CUBL-901SWO  ¥288,000

シンク・木製スリット（シンク前）
シャープなフォルムで意匠性・作業性ともに優

れたステンレススクエアマルチシンク。手前側

は木製スリットで内部を目隠ししている。

木製スリット（背面・サイド）
I型は片側サイドを、P型はさらにキッチン背面

を木製スリットに。デザインの軽やかさや通気

性は保ちつつ、配管や収納物を視界から緩やか

に遮る。

ダイニング側棚板
P型のダイニング側には、無垢の木の棚板を用

意。暮らしを彩る楽しさが、より一層広がる。

レンジフード
サイドフード「バルケッタ」 ステンレス
SBARL-901（R/L）SWO  ¥176,500

食器洗い乾燥機
コンパクト型 高機能タイプ ステンレスフェイス
RKW-404GPM3-STWO  ¥181,000 ※本体＋扉面材の合計

水栓
ハンドシャワー水栓「SUTTO」
K8731JVWO  ¥68,000 ※一般地仕様の場合

ステンレストップのグリルレスコンロ。突き詰めた

シンプルさがフレームキッチンと美しく調和する。

スリムなデザインが魅力的。オープンキッチン

に最適な横壁取付けタイプ。

継ぎ目をなくし、オイルパネルとフードを一体

化させた美しいフォルム。

ステンレスの凛とした表情が、キッチンをより

スタイリッシュに演出。

上面のボタンで簡単操作。庫内の雑菌やニオイ

を抑えていつも清潔。

樹木をイメージした斬新なフォルム。シンクの掃

除や深い鍋への注水にも便利なシャワー水栓。

I型

I型

I型 I型 I 型

I 型

I型 I型

I型

I 型

P型 P型

P型 P型

P型

P型

P型 P型 P型

標準 標準

標準

標準

標準

標準 標準 標準

標準
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フレームキッチン  I 型 　概算見積シート

2  キッチンのタイプ・サイズを選ぶ

□ Ｗ2100タイプ □ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

□ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
¥564,200 ¥597,200 ¥576,200 ¥609,200 ¥589,200 ¥626,200 ¥601,200 ¥634,200 ¥616,200 ¥647,200

─

□ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

─ ─ □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
─ ─ ¥567,200 ¥600,200 ¥641,600 ¥678,600 ¥655,600 ¥688,600 ¥667,600 ¥698,600

■ 食器洗い乾燥機なし

■ 食器洗い乾燥機付き

ご希望の選択肢にチェック □ を入れてください。

1  キッチン空間の情報
天井高さ □ （　　　　）mm　□ 不明

カウンター高さ □ 850mm
シンク位置 □ 右シンク　　　　　　　　□ 左シンク

ガス種 □ 12A、13A　□ LPG（ガスコンロの場合）

添付資料　□ 平面図　□ 立面図　□ その他（　　　　　）　□ なし

□ 新規見積　□ 変更見積（変更元見積 No.　　　　　）　□ 追加見積（追加元見積 No.　　　　　）

お施主様名（現場名）

工務店様・ハウスメーカー様名
ご担当者様名

販売店様名
ご担当者様名

お見積書ご提出先

□ 郵送　□ FAX　□ メール

ご提出宛先

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×4

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W300 HHAUW30-AN-K ¥28,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W300 HHBUW30F-A-B ¥19,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W300 HWFF030T-AN-B ¥19,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

W775 HWFC075T-AN-D ¥67,800 ×1W625 HWFC060T-AN-D ¥66,800 ×1ステンレスカウンター　調理部※ W450 HWFC045T-AN-D ¥57,800 ×1

ステンレスカウンター　調理部※ W300 HWFC030T-AN-D ¥52,800 ×1 W450 HWFC045T-AN-D ¥57,800 ×1 W625 HWFC060T-AN-D ¥66,800 ×1 W775 HWFC075T-AN-D ¥67,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×4

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W450 HHAUW45-AN-K ¥30,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W450 HHBUW45F-A-B ¥24,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W450 HWFF045T-AN-B ¥24,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×4

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W625 HHAUW60-AN-K ¥32,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W625 HHBUW60F-A-B ¥30,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W625 HWFF060T-AN-B ¥29,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×4

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W775 HHAUW75-AN-K ¥32,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W775 HHBUW75F-A-B ¥37,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W775 HWFF075T-AN-B ¥34,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×5

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W450 HHAXW45-AN-K ¥32,800 ×1
W150 HHAUW15-AN-K ¥25,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W450 HHBXW45F-A-B ¥13,800 ×1
W150 HHBUW15F-A-B ¥13,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W625 HWFF060T-AN-B ¥29,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×4

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W450 HHAXW45-AN-K ¥32,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W450 HHBXW45F-A-B ¥13,800 ×1

W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W450 HWFF045T-AN-B ¥24,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×5

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W450 HHAXW45-AN-K ¥32,800 ×1
W300 HHAUW30-AN-K ¥28,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W450 HHBXW45F-A-B ¥13,800 ×1
W300 HHBUW30F-A-B ¥19,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W775 HWFF075T-AN-B ¥34,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

※調理部カウンターをステンレスにする場合は■部分を下記品番に変更してください。

調理部カウンターをステンレスにする場合は■部分を下記品番に変更してください。

─

調理カウンター材質
本体部分セット合計

調理カウンター材質
本体部分セット合計

名称
縦フレームセット
横フレームセット（シンク・加熱機器用）
横フレームセット（調理用）
壁面固定金具
棚板セット オーク（シンク・加熱機器用）
棚板セット オーク（調理用）
ステンレスカウンター シンク部
ステンレスカウンター 加熱機器部
木製カウンター オーク 調理部※
木製スリットセット シンク前
木製スリットセット サイド用

本
体
部
分
セ
ッ
ト
内
訳

図は左シンクです。
右シンクでも同じ明細となります。

図は左シンクです。
右シンクでも同じ明細となります。

名称
縦フレームセット
横フレームセット（シンク・加熱機器用）
横フレームセット（食洗用）
横フレームセット（調理用）
壁面固定金具
棚板セット オーク（シンク・加熱機器用）
棚板セット オーク（食洗用）
棚板セット オーク（調理用）
ステンレスカウンター シンク部
ステンレスカウンター 加熱機器部
木製カウンター オーク 調理部※
木製スリットセット シンク前
木製スリットセット サイド用

本
体
部
分
セ
ッ
ト
内
訳

右シンク、左シンクのどちらを選択されても、必要部材は同じです。

frëmuno［フレームノ］
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2  キッチンのタイプ・サイズを選ぶ 3  設備機器を選ぶ

4  オプションを追加する

□ Ｗ2100タイプ □ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

□ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
¥564,200 ¥597,200 ¥576,200 ¥609,200 ¥589,200 ¥626,200 ¥601,200 ¥634,200 ¥616,200 ¥647,200

─

□ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

─ ─ □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
─ ─ ¥567,200 ¥600,200 ¥641,600 ¥678,600 ¥655,600 ¥688,600 ¥667,600 ¥698,600

■ 水栓

■ 合計価格

■ 加熱機器　※ガス種…品番A：12A、13A、L：LPG

■ 食器洗い乾燥機

■ シンクオプション

■ レンジフード

標準  のみをお選びいただいた場合の 3 の合計金額

食器洗い乾燥機なし　 ￥251,400
食器洗い乾燥機付き　￥378,400

品番：HDWS096 ￥9,800 品番：HDWS095 ￥10,800品番：HDWS097 ￥10,800 品番：HDWS098 ￥13,800
□ 水切りカゴ□ アンダーネット□ バット

□ メラミン鏡面調 （3mm厚）

□ アンダートレー

※アンダートレーをご使用の際は、リブの範囲内でお使いください。シンク端までは設置できませんのでご注意ください。
※アンダーネットをご使用の際は、シンク中央付近でのご利用をおすすめします。シンク端付近では設置できませんのでご注意ください。
※上記オプション品は、ウッドワンのパーツショップ（https://www.woodone-onlineservice.com/）でもご購入いただけます。

メタル

［ 参考価格 ］
一般的な間口2575mmのキッチンプランで、コンロ側壁面と、前面壁面にキッチンパ
ネルを貼付けする場合は、1.キッチンパネル（1枚組）5枚×¥36,000、2.取付け部品セッ
ト（接着剤・コーキング剤）3セット×¥5,600、3.スペーサー（３枚梱包）1セット×¥700、
4.見切り材（2本組）1セット×¥7,500／合計¥205,000（消費税別）をご用意ください。

国土交通大臣不燃認定番号：NM-1871（メタルタイプ）

2  キッチンのタイプ・サイズ

¥

3  設備機器

¥

4  オプション

¥
▼

セットプラン合計価格　¥

物件情報

□ 新築　　□ リフォーム

□ 戸建住宅　　□ マンション・アパート

キッチン施工予定時期

年　　　　　　月頃

ご依頼内容
□ 見積書

□ 商品図面

ご依頼日　　　　　年　　　　月　　　　日　　
提出ご希望日　　　　　年　　　　月　　　　日

W925 HWFC092T-AN-D ¥70,800 ×1

W925 HWFC092T-AN-D ¥70,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×4

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W925 HHAUW92-AN-K ¥34,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W925 HHBUW92F-A-B ¥45,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W925 HWFF092T-AN-B ¥39,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-AN-K ¥29,800 ×5

W900 HHASW90-AN-K ¥44,800 ×2
W450 HHAXW45-AN-K ¥32,800 ×1
W450 HHAUW45-AN-K ¥30,800 ×1

HHAK003-K ¥3,000 ×1
Ｗ９００ HHBSW90F-A-B ¥17,800 ×2
W450 HHBXW45F-A-B ¥13,800 ×1
W450 HHBUW45F-A-B ¥24,800 ×1
W900 HWFC090S-AN-D ¥145,000 ×1
W900 HWFC090H-AN-D ¥69,800 ×1
W925 HWFF092T-AN-B ¥39,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1

ハンドシャワー水栓 SUTTO

□［K8731JVWO］
品番 HDFS004-HH 
¥68,000

□［K8731JKWO］（寒）
品番 HDFS004-HW 
¥70,000

□ ドロップインコンロ グリルレスタイプ 
［RD640STSWO］
品番 HDGR048-6（Ａ/Ｌ）N-NS 
¥135,000

□ ブーツ型フード ブラック 
【本体】［BDR-3HL-9017BKWO］
品番 HDHF076-97N-K ¥41,800

【横幕板】 ［YMP30-345BKWO］
品番 HDMF083-Y7N-K ¥6,600

□ キュービックフード 「クーボ」 ステンレス
【本体】 ［CUBL-901SWO］
品番 HDHF080-97N-S ¥288,000

□ ブーツ型フード シルバー 
【本体】 ［BDR-3HL-9017SIWO］
品番 HDHF076-97N-V ¥42,600

【横幕板】 ［YMP30-345SIWO］
品番 HDMF083-Y7N-V ¥7,900

□ フィルターレスフード 「フェデリカ」 ブラック 
【本体】  ［FEDL-952TBKWO］       
品番 HDHF075-9NN-K ¥235,000

【ダクトカバー１】 総H550～700
［FED2D-515TBKWO］
品番 HDMF081-D-K ¥18,500

【ダクトカバー２】総H700～900
［FED2D-665TBKWO］
品番 HDMF082-D-K ¥19,500

□ フィルターレスフード 「フェデリカ」 ステンレス 
【本体】  ［FEDL-952SWO]       
品番 HDHF075-9NN-S ¥235,000

【ダクトカバー１】 総H550～700
［FED2D-515SWO］
品番 HDMF081-D-S ¥25,500

【ダクトカバー２】 総H700～900
［FED2D-665SWO］
品番 HDMF082-D-S ¥26,500

ハンドシャワー水栓

□［31095000WO］
品番 HDFG007-HH 
¥75,000

□［3109500CWO］（寒）
品番 HDFG007-HW 
¥78,000

浄水器一体型水栓

□［F426WO］
品番 HDFC009-SH 
¥35,000

□［F426KWO］（寒）
品番 HDFC009-SW 
¥35,000

シングルレバー水栓

□［K8741JVWO］
品番 HDFS005-GH 
¥45,000

□［K8741JKWO］（寒）
品番 HDFS005-GW 
¥45,000

標準

標準

□ W450 コンパクト型 普及タイプ 
【本体】  ［EW-45R1SMWO］       
品番 HDDM007-CHD-V ¥99,000

【扉面材】 ［オーク材 框組扉 クリア塗装］
品番 HSFD014J-D-B ¥28,000

□ W450 コンパクト型 高機能タイプ 
ステンレスフェイス

【本体】 ［RKW-404GPM3-STWO］       
品番 HDDR015-CHD-S ¥153,000

【扉面材】 ［オーク材 框組扉 クリア塗装］
品番 HSFD014J-D-B ¥28,000

標準

標準

DD

D D

□ ホーロートップコンロ 
（無水片面焼グリル付）
 ［RB32AM4H2SVWWO］
品番 HDGR043-6（A/L）N-VH ¥64,000DE

E E DE

□ ステンレストップコンロ 「+do」 
（無水両面焼グリル付）
［DW30F2JTKSTEWO］
品番 HDGH017-7（A/L）N-SS ¥238,000E

□ 3口IH グリルレスタイプ 
［CS-T34BFRWO］
品番 HDIM011-7N-NK ¥268,000

E

□ 2口IH+ラジエントヒーター 
（普及タイプ）
［HT-H6SWO］
品番 HDIH029-6N-VK ¥122,000D

E

E

■ キッチンパネル

E

※表示価格は税抜価格です。
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フレームキッチン  P型 　概算見積シート

2  キッチンのタイプ・サイズを選ぶ

□ Ｗ2100タイプ □ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

□ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
¥718,600 ¥761,600 ¥738,600 ¥778,600 ¥758,600 ¥800,600 ¥782,600 ¥825,600 ¥799,600 ¥853,600

─

□ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

─ ─ □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
─ ─ ¥725,600 ¥765,600 ¥834,800 ¥876,800 ¥857,800 ¥900,800 ¥873,800 ¥927,800

■ 食器洗い乾燥機なし

■ 食器洗い乾燥機付き

ご希望の選択肢にチェック □ を入れてください。

1  キッチン空間の情報
天井高さ □ （　　　　）mm　□ 不明

カウンター高さ □ 850mm
シンク位置 □ 右シンク　　　　　　　　□ 左シンク

ガス種 □ 12A、13A　□ LPG（ガスコンロの場合）

添付資料　□ 平面図　□ 立面図　□ その他（　　　　　）　□ なし

□ 新規見積　□ 変更見積（変更元見積 No.　　　　　）　□ 追加見積（追加元見積 No.　　　　　）

お施主様名（現場名）

工務店様・ハウスメーカー様名
ご担当者様名

販売店様名
ご担当者様名

お見積書ご提出先

□ 郵送　□ FAX　□ メール

ご提出宛先

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×2
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W300 HHAUW30-CN-K ¥32,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W300 HHBUW30F-C-B ¥28,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W300 HWFF030T-CN-B ¥16,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2
W300 HHDUW30F-B ¥18,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×2
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W450 HHAUW45-CN-K ¥34,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W450 HHBUW45F-C-B ¥36,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W450 HWFF045T-CN-B ¥24,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2
W450 HHDUW45F-B ¥20,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×2
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W625 HHAUW60-CN-K ¥35,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W625 HHBUW60F-C-B ¥45,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W625 HWFF060T-CN-B ¥32,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2
W625 HHDUW60F-B ¥22,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×2
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W775 HHAUW75-CN-K ¥38,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W775 HHBUW75F-C-B ¥55,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W775 HWFF075T-CN-B ¥41,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2
W775 HHDUW75F-B ¥24,800 ×1

W775 HWFC075T-CN-D ¥84,800 ×1W625 HWFC060T-CN-D ¥74,800 ×1ステンレスカウンター　調理部※ W450 HWFC045T-CN-D ¥64,800 ×1

ステンレスカウンター　調理部※ W300 HWFC030T-CN-D ¥59,800 ×1 W450 HWFC045T-CN-D ¥64,800 ×1 W625 HWFC060T-CN-D ¥74,800 ×1 W775 HWFC075T-CN-D ¥84,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×2
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W450 HHAXW45-CN-K ¥34,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W450 HHBXW45F-C-B ¥23,800 ×1

W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W450 HWFF045T-CN-B ¥24,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2

W450 HHDUW45F-B ¥20,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×3
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W450 HHAXW45-CN-K ¥34,800 ×1
W150 HHAUW15-CN-K ¥29,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W450 HHBXW45F-C-B ¥23,800 ×1
W150 HHBUW15F-C-B ¥19,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W625 HWFF060T-CN-B ¥32,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2
W150 HHDUW15F-B ¥16,800 ×1
W450 HHDUW45F-B ¥20,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×3
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W450 HHAXW45-CN-K ¥34,800 ×1
W300 HHAUW30-CN-K ¥32,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W450 HHBXW45F-C-B ¥23,800 ×1
W300 HHBUW30F-C-B ¥28,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W775 HWFF075T-CN-B ¥41,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2
W300 HHDUW30F-B ¥18,800 ×1
W450 HHDUW45F-B ¥20,800 ×1

※調理部カウンターをステンレスにする場合は■部分を下記品番に変更してください。

調理部カウンターをステンレスにする場合は■部分を下記品番に変更してください。

─

調理カウンター材質
本体部分セット合計

調理カウンター材質
本体部分セット合計

名称
縦フレームセット
縦フレームセット（左端用）
縦フレームセット（右端用）
横フレームセット（シンク・加熱機器用）
横フレームセット（調理用）
壁面固定金具
棚板セット オーク（シンク・加熱機器用）
棚板セット オーク（調理用）
ステンレスカウンター シンク部
ステンレスカウンター 加熱機器部
木製カウンター オーク 調理部※
木製スリットセット シンク前
木製スリットセット サイド用
木製スリットセット シンク・加熱機器部
木製スリットセット

本
体
部
分
セ
ッ
ト
内
訳

図は左シンクです。
右シンクでも同じ明細となります。

図は左シンクです。
右シンクでも同じ明細となります。

本
体
部
分
セ
ッ
ト
内
訳

名称
縦フレームセット
縦フレームセット（左端用）
縦フレームセット（右端用）
横フレームセット（シンク・加熱機器用）
横フレームセット（食洗用）
横フレームセット（調理用）
壁面固定金具
棚板セット オーク（シンク・加熱機器用）
棚板セット オーク（食洗用）
棚板セット オーク（調理用）
ステンレスカウンター シンク部
ステンレスカウンター 加熱機器部
木製カウンター オーク 調理部　
木製スリットセット シンク前
木製スリットセット サイド用
木製スリットセット シンク・加熱機器部
木製スリットセット
木製スリットセット W450

後面（スリット部）後面（スリット部）後面（スリット部）後面（スリット部）

後面（スリット部）後面（スリット部）後面（スリット部）

右シンク、左シンクのどちらを選択されても、必要部材は同じです。

frëmuno［フレームノ］
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2  キッチンのタイプ・サイズを選ぶ 3  設備機器を選ぶ

4  オプションを追加する

□ Ｗ2100タイプ □ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

□ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
¥718,600 ¥761,600 ¥738,600 ¥778,600 ¥758,600 ¥800,600 ¥782,600 ¥825,600 ¥799,600 ¥853,600

─

□ W2250タイプ □ W2425タイプ □ W2575タイプ □ W2725タイプ

─ ─ □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス □ オーク □ ステンレス
─ ─ ¥725,600 ¥765,600 ¥834,800 ¥876,800 ¥857,800 ¥900,800 ¥873,800 ¥927,800

■ 水栓

■ 合計価格

■ 加熱機器　※ガス種…品番A：12A、13A、L：LPG

■ 食器洗い乾燥機

■ レンジフード

標準  のみをお選びいただいた場合の 3 の合計金額

食器洗い乾燥機なし　 ￥379,500
食器洗い乾燥機付き　￥506,500

品番：HDWS096 ￥9,800 品番：HDWS095 ￥10,800品番：HDWS097 ￥10,800 品番：HDWS098 ￥13,800
□ 水切りカゴ□ アンダーネット□ バット

□ メラミン鏡面調 （3mm厚）

□ アンダートレー

※アンダートレーをご使用の際は、リブの範囲内でお使いください。シンク端までは設置できませんのでご注意ください。
※アンダーネットをご使用の際は、シンク中央付近でのご利用をおすすめします。シンク端付近では設置できませんのでご注意ください。
※上記オプション品は、ウッドワンのパーツショップ（https://www.woodone-onlineservice.com/）でもご購入いただけます。

メタル

［ 参考価格 ］
一般的な間口2575mmのキッチンプランで、コンロ側壁面と、前面壁面にキッチンパ 
ネルを貼付けする場合は、1.キッチンパネル（1枚組）×5枚×¥36,000、2.取付け部品セッ
ト（接着剤・コーキング剤）×3セット×¥5,600、3.スペーサー（３枚梱包）×１セット¥700、
4.見切り材（２本組）×１セット¥7,500／合計¥205,000（消費税別）をご用意ください。

2  キッチンのタイプ・サイズ

¥

3  設備機器

¥

4  オプション

¥
▼

セットプラン合計価格　¥

物件情報

□ 新築　　□ リフォーム

□ 戸建住宅　　□ マンション・アパート

キッチン施工予定時期

年　　　　　　月頃

ご依頼内容
□ 見積書

□ 商品図面

ご依頼日　　　　　年　　　　月　　　　日　　
提出ご希望日　　　　　年　　　　月　　　　日

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×2
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W925 HHAUW92-CN-K ¥39,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W925 HHBUW92F-C-B ¥62,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W925 HWFF092T-CN-B ¥45,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2
W925 HHDUW92F-B ¥29,800 ×1

W925 HWFC092T-CN-D ¥99,800 ×1

W925 HWFC092T-CN-D ¥99,800 ×1

品番 価格 数量
HHAT85-CN-K ¥34,800 ×3
HHAT85-CL-K ¥34,800 ×1
HHAT85-CR-K ¥34,800 ×1

W900 HHASW90-CN-K ¥50,800 ×2
W450 HHAXW45-CN-K ¥34,800 ×1
W450 HHAUW45-CN-K ¥34,800 ×1

HHAK001-K ¥1,000 ×1
W900 HHBSW90F-C-B ¥34,800 ×2
W450 HHBXW45F-C-B ¥23,800 ×1
W450 HHBUW45F-C-B ¥36,800 ×1
W900 HWFC090S-CN-D ¥148,000 ×1
W900 HWFC090H-CN-D ¥72,800 ×1
W925 HWFF092T-CN-B ¥45,800 ×1

HHDMW90F-B ¥8,800 ×1
W590 HHDYD59F-B ¥24,800 ×1
W900 HHDSW90F-B ¥27,800 ×2

W450 HHDUW45F-B ¥20,800 ×2

ハンドシャワー水栓 SUTTO

□［K8731JVWO］
品番 HDFS004-HH 
¥68,000

□［K8731JKWO］（寒）
品番 HDFS004-HW 
¥70,000

□ ドロップインコンロ グリルレスタイプ 
［RD640STSWO］

品番 HDGR048-6（Ａ/Ｌ）N-NS ¥135,000

□ サイドフード「バルケッタ」 ステンレス 
【本体】［SBARL-901（R/L）SWO］
品番 HDHF082-SP（R/L）-S ¥176,500

□ キュービックフード「クーボ」 ステンレス
（サイド・センター兼用）
【本体】［CCUBL-951SWO］
品番 HDHF081-CPN-S ¥348,800

□ フィルターレスサイドフード「フェデリカ」 ブラック
【本体】 ［SFEDL-952（R/L）TBKWO］ 
品番 HDHF078-SP（R/L）-K ¥283,000

□ フィルターレスサイドフード「フェデリカ」 ステンレス 
【本体】 ［SFEDL-952（R/L）SWO］
品番 HDHF078-SP（R/L）-S ¥294,000

□ フィルターレスセンターフード 「フェデリカ」 ステンレス
【本体】  ［CFEDL-952SWO］ 
品番 HDHF079-CPN-S ¥317,000

【ダクトカバー１】 総H600～680
［CDCH-115SWO］
品番 HDMF086-D-S ¥18,300

【ダクトカバー２】総H680～760
［CDCH-195SWO］
品番 HDMF087-D-S ¥20,300

□ フィルターレスセンターフード 「フェデリカ」 ブラック
【本体】  ［CFEDL-952TBKWO］ 
品番 HDHF079-CPN-K ¥317,000

【ダクトカバー１】 総H600～680
［CDCH-115TBKWO］
品番 HDMF086-D-K ¥12,100

【ダクトカバー２】総H680～760
［CDCH-195TBKWO］
品番 HDMF087-D-K ¥14,200

ハンドシャワー水栓

□［31095000WO］
品番 HDFG007-HH 
¥75,000

□［3109500CWO］（寒）
品番 HDFG007-HW 
¥78,000

浄水器一体型水栓

□［F426WO］
品番 HDFC009-SH 
¥35,000

□［F426KWO］（寒）
品番 HDFC009-SW 
¥35,000

シングルレバー水栓

□［K8741JVWO］
品番 HDFS005-GH 
¥45,000

□［K8741JKWO］（寒）
品番 HDFS005-GW 
¥45,000

標準

標準

□ W450 コンパクト型 普及タイプ 
【本体】  ［EW-45R1SMWO］       
品番 HDDM007-CHD-V ¥99,000

【扉面材】 ［オーク材 框組扉 クリア塗装］
品番 HSFD014J-D-B ¥28,000

□ W450 コンパクト型 高機能タイプ 
ステンレスフェイス

【本体】 ［RKW-404GPM3-STWO］       
品番 HDDR015-CHD-S ¥153,000

【扉面材】 ［オーク材 框組扉 クリア塗装］
品番 HSFD014J-D-B ¥28,000

標準

標準

DD

E

E

E

□ ホーロートップコンロ 
（無水片面焼グリル付）
 ［RB32AM4H2SVWWO］
品番 HDGR043-6（A/L）N-VH ¥64,000DE

E E DE

□ ステンレストップコンロ 「+do」 
（無水両面焼グリル付）
［DW30F2JTKSTEWO］
品番 HDGH017-7（A/L）N-SS ¥238,000E

E E

□ 3口IH グリルレスタイプ 
［CS-T34BFRWO］
品番 HDIM011-7N-NK ¥268,000

E

□ 2口IH+ラジエントヒーター 
（普及タイプ）
［HT-H6SWO］
品番 HDIH029-6N-VK ¥122,000D

E

後面（スリット部）

後面（スリット部）

■ シンクオプション

■ キッチンパネル
国土交通大臣不燃認定番号：NM-1871（メタルタイプ）

※表示価格は税抜価格です。
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