
コープおきなわ様イベント特価商品
会社名：

見積番号： 日付： 担当者：

ＴＯＴＯ九州販売（株） 本社

T885365-02 (SKK2459) 2022年03月07日 山口　幸訓

●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。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

画像はイメージです。商品に床などの写り込みがあります。

ザ・クラッソ
Ｉ型　基本プラン　食洗機　

キッチンカウンター高さ／850mm

イメージ画像扉カラー

ルフレブルー（ＲＡＣ）

Color Variation ※ はお見積りカラーです

RAA
ﾙﾌﾚｽﾉｰﾎﾜｲﾄ

RAB
ﾙﾌﾚﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

RAC
ﾙﾌﾚﾌﾞﾙｰ

RAD
ﾙﾌﾚﾚｯﾄﾞ

RAE
ﾙﾌﾚﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ

ND1
ﾙｯｿﾍﾞｰｼﾞｭ

ND2
ﾙｯｿｷｬﾒﾙ

ND3
ﾙｯｿﾌﾞﾗｳﾝ

KPT2550SASRAC1LN__
HAFRH　CSHRH　SJG1S　DWB08　GAA34　FSL2S　BSM02　BDL03　BJK02　PUW01
BKT01　TFT01　XB001　BRR03　LCB01

キッチンに透明感を

すりガラスの様な仕上げで、
なめらかな手触り。

デザインと機能を融合

先端のタッチスイッチと幅広シャワー
が洗い物をスムーズに。

キッチンを清潔に保つ

気になるときに、
ポンと押すだけでお手軽きれい。

レンジフード

ゼロフィルターフードｅｃｏ(扉材前幕板)：シルバー

シンク

スクエアすべり台シンク(クリスタル)／クリスタルスノー

カウンター

クリスタルカウンター／ＲＨ：クリスタルスノー

調理機器

ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ両面焼きｺﾝﾛH／換気連動:ｼﾙﾊﾞ-

水栓

クロムめっき

ﾀｯﾁｽｲｯﾁ 水ほうき(浄水)＋「きれい除菌水」

フロアキャビネット

2段引き出し(上段･下段ｽﾗｲﾄﾞﾄﾚ-付き):ｽﾃﾝﾚｽ底板

ウォールキャビネット

ミドルウォールキャビネット

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機R(ﾌﾛﾝﾄｵ-ﾌﾟﾝ･通いかご･扉材)：ｼﾙﾊﾞ-

キャビネット仕様

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄｶﾗ-ﾎﾜｲﾄ／ｽﾃﾝﾚｽ底板／KF取っ手








 


 












 

 





























  

 

 

 








 
 















































 








 
 





















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 








 
 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

   

   

   















 








 
 

















































