
A1m/m Series




www.e-kitchen.biz

株式会社ユー・アーキ

Kitchen Sink



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m255-440

スタンダードタ タイプ

２８,１４０円 ２６,８００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットP ￥2,468

ステンレスワイヤーバスケット

OLF255K ￥15,015

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

サブシンクとして利用できるサイズのパーティシンク。

■外形寸法 285(W)Ｘ470(D)Ｘ150(H)

■内形寸法 255(W)X440(D)X135(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-SA（ジャバラ）￥4,000 ・S-ＳB（直管）￥3,360

■静音処理 SLT-セットP ￥2,468

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF255K ￥15,015

オプション

A1m/m255-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

90°回転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m255-440（ＯＦ）

スタンダードタ タイプ

３０,２４０円 ２８,８００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットP ￥2,468

ステンレスワイヤーバスケット

OLF255K ￥15,015

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

サブシンクとして利用できるサイズのパーティシンク。

■外形寸法 285(W)Ｘ470(D)Ｘ150(H)

■内形寸法 255（W）Ｘ440（D）Ｘ135（H）

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-ＳOA（ジャバラ）￥8,453 ・S-ＳOB（直管）￥7,928

■静音処理 SLT-セットP ￥2,468

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF255K ￥15,015

オプション

A1m/m255-440（ＯＦ）

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

90°回転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m300-300

スタンダードタ タイプ

２６,７７５円 ２５,５００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットQ ￥2,331

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

サブシンクとして利用できるサイズのパーティシンク。

■外形寸法 330(W)Ｘ330(D)Ｘ150(H)

■内形寸法 300(W)Ｘ300(D)Ｘ135(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-SA（ジャバラ）￥4,000 ・S-ＳB（直管）￥3,360

■静音処理 SLT-セットQ ￥2,331

■アクセサリー

オプション

A1m/m300-300

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m360-440

スタンダードタ タイプ

３１,６０５円 ３０,１００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットO ￥2,898

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360K ￥17,325

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

サブシンクとして利用できるサイズのパーティシンク。

■外形寸法 390(W)Ｘ470(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 360(W)Ｘ440(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-SA（ジャバラ）￥4,000 ・S-ＳB（直管）￥3,360

■静音処理 SLT-セットO ￥2,898

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF360K ￥17,325

オプション

A1m/m360-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m360-440（ＯＦ）

スタンダード タイプ

３３,７０５円 ３２,１００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットO ￥2,898

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360K ￥17,325

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

サブシンクとして利用できるサイズのパーティシンク。

■外形寸法 390(W)Ｘ470(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 360(W)Ｘ440(D)X180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-ＳOA（ジャバラ）￥8,453 ・S-ＳOB（直管）￥7,928

■静音処理 SLT-セットO ￥2,898

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF360K ￥17,325

オプション

A1m/m360-440（ＯＦ）

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m550-440

スタンダード タイプ

３６,３３０円 ３４,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットN ￥4,169

ステンレスワイヤーバスケット

OLF255K ￥15,015

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360K ￥17,325

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 580(W)Ｘ470(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 550(W)Ｘ440(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-A（ジャバラ）￥6,930 ・S-B（直管）￥5,796

■静音処理 SLT-セットN ￥4,169

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF255K ￥15,015 / OLF360K

￥17,325

オプション

A1m/m550-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m550-440（ＯＦ）

スタンダード タイプ

３８,４３０円 ３６,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットN ￥4,169

ステンレスワイヤーバスケット

OLF255K ￥15,015

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360K ￥17,325

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 580(W)Ｘ470(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 550(W)Ｘ440(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-OA（ジャバラ）￥9,167 ・S-OB（直管）￥8,033

■静音処理 SLT-セットN ￥4,169

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF255K ￥15,015 / OLF360K

￥17,325

オプション

A1m/m550-440（ＯＦ）

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m650-440

スタンダード タイプ

４０,５３０円 ３８,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットM ￥5,534

ステンレスワイヤーバスケット

OLF255K ￥15,015

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360K ￥17,325

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 680(W)Ｘ470(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 650(W)Ｘ440(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-A（ジャバラ）￥6,930 ・S-B（直管）￥5,796

■静音処理 SLT-セットM ￥5,534

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF255K ￥15,015 / OLF360K

￥17,325

オプション

A1m/m650-440

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m650-440（ＯＦ）

スタンダード タイプ

４２,６３０円 ４０,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットM ￥5,534

ステンレスワイヤーバスケット

OLF255K ￥15,015

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360K ￥17,325

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 680(W)Ｘ470(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 650(W)Ｘ440(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-OA（ジャバラ）￥9,167 ・S-OB（直管）￥8,033

■静音処理 SLT-セットM ￥5,534

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF255K ￥15,015 / OLF360K

￥17,325

オプション

A1m/m650-440（ＯＦ）

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m730-410

スタンダード タイプ

４１,５８０円 ３９,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットJ ￥5,534

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K ￥15,015

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 760(W)Ｘ440(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 730(W)Ｘ410(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-A（ジャバラ）￥6,930 ・S-B（直管）￥5,796

■静音処理 SLT-セットJ ￥5,534

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF730K ￥15,015

オプション

A1m/m730-410

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m730-410（ＯＦ）

スタンダード タイプ

４３,６８０円 ４１,６００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットJ ￥5,534

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K ￥15,015

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 760(W)Ｘ440(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 730(W)Ｘ410(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-OA（ジャバラ）￥9,167 ・S-OB（直管）￥8,033

■静音処理 SLT-セットJ ￥5,534

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF730K ￥15,015

オプション

A1m/m730-410（ＯＦ）

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m930-410

スタンダード タイプ

４９,８７５円 ４７,５００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットI ￥8,148

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K ￥15,015

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 960(W)Ｘ440(D)Ｘ195(H)

■内形寸法 930(W)Ｘ410(D)Ｘ180(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-A（ジャバラ）￥6,930 ・S-B（直管）￥5,796

■静音処理 SLT-セットI ￥8,148

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF730K ￥15,015

オプション

A1m/m930-410

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク アンダーシンク

A1m/m930-410（ＯＦ）

スタンダード タイプ

５１,９７５円 ４９,５００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットI ￥8,148

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K ￥15,015

アンダーカウンターキッチンシ

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 960(Ｗ)Ｘ440(Ｄ)Ｘ195(Ｈ)

■内形寸法 930(Ｗ)Ｘ410(Ｄ)Ｘ180(Ｈ)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-OA（ジャバラ）￥9,167 ・S-OB（直管）￥8,033

■静音処理 SLT-セットI ￥8,148

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF730K ￥15,015

オプション

A1m/m930-410（ＯＦ）

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク オーバーシンク

A1m/m1140-520W

ダブル（２槽） タイプ

１０３,６３５円 ９８,７００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットM ￥5,534

SLT-セットO ￥2,898

ワイヤーバスケット OLF360TＬ

￥17,325

ワイヤーバスケット OLF360TL

(1/2) ￥11,025

オーバーカウンターシンク

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 1140(W)x520(D)x199(H)

■内形寸法 360・650(W)x440(D)x184(H)

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ トップヘアライン ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】Ｗ-A（ジャバラ）￥11,760 ・Ｗ-B（直管）￥10,626

■静音処理 SLT-セットM ￥5,534  SLT-セットO ￥2,898

■アクセサリー ワイヤーバスケット OLF360TＬ ￥17,325 / OLF360TL(1/2) ￥11,025

オプション

A1m/m1140-520W

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

左右反転可能

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク オーバーシンク

A1m/m1070-530S

デッキ タイプ

８６,６２５円 ８２,５００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットI ￥8,148

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSB ￥15,015

オーバーカウンターシンク

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 １０７０（Ｗ）Ｘ５３０（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ９３０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ トップヘアライン ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-A（ジャバラ）￥6,930 ・S-B（直管）￥5,796

■静音処理 SLT-セットI ￥8,148

■アクセサリー ワイヤーバスケット OLF360TSB ￥15,015

オプション

A1m/m1070-530S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク オーバーシンク

A1m/m850-530S

デッキ タイプ

７３,２９０円 ６９,８００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットJ ￥5,534

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSB ￥15,015

オーバーカウンターシンク

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

■外形寸法 ８５０（Ｗ）Ｘ５３０（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ７３０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ トップヘアライン ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-A（ジャバラ）￥6,930 ・S-B（直管）￥5,796

■静音処理 SLT-セットJ ￥5,534

■アクセサリー ワイヤーバスケット OLF360TSB ￥15,015

オプション

A1m/m850-530S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

www.e-kitchen.biz 株式会社ユー・アーキ



キッチンシンク オーバーシンク

A1m/m360-360S

スタンダード タイプ

４６,６２０円 ４４,４００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットQ ￥2,331

オーバーカウンターシンク

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

サブシンクとして利用できるサイズのパーティシンク。

■外形寸法 ３６０（Ｗ）Ｘ３６０（Ｄ）Ｘ１５１（Ｈ）

■内形寸法 ３００（Ｗ）Ｘ３００（Ｄ）Ｘ１３６（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ トップヘアライン ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-SA（ジャバラ）￥4,000 ・S-ＳB（直管）￥3,360

■静音処理 SLT-セットQ ￥2,331

■アクセサリー

オプション

A1m/m360-360S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品
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キッチンシンク オーバーシンク

A1m/m360-410S

デッキ タイプ

４８,１９５円 ４５,９００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

SLT-セットQ ￥2,331

オーバーカウンターシンク

A1ｍ/ｍシリーズは１０００ton能力を持つ高圧プレスで肉厚１ｍｍに成型されたスーバーグレード

のキッチンシンクです。

サブシンクとして利用できるサイズのパーティシンク。

■外形寸法 ３６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１５５（Ｈ）

■内形寸法 ３００（Ｗ）Ｘ３００（Ｄ）Ｘ１３６（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚1.0㎜ トップヘアライン ボウルＢＡ

■排水部品 【別売】S-SA（ジャバラ）￥4,000 ・S-ＳB（直管）￥3,360

■静音処理 SLT-セットQ ￥2,331

■アクセサリー

オプション

A1m/m360-410S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品
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株式会社  ユー・アーキ
〒221-0812　
神奈川県横浜市神奈川区平川町 13-21
TEL  045-482-2155  FAX 045-482-2156
http://www.e-kitchen.biz/

お問合せは
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