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www.e-kitchen.biz

株式会社ユー・アーキ

Kitchen Sink



キッチンシンク オーバーシンク

HLm/m1140-520W

ダブル（２槽） タイプ

９３,７６５円 ８９,３００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

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TL ￥17,325

ステンレス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

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

■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 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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 ステンレスワイヤーバスケットOLF360TL ￥17,325 / OLF360TL(1/2)

￥11,025

オプション

HLm/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

HLm/m1070-530S

デッキ タイプ

７９,６９５円 ７５,９００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

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

■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 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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OLF360TSB ￥15,015

オプション

HLm/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

HLm/m1050-565S

デッキ タイプ

８７,８８５円 ８３,７００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C ￥10,973

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K￥15,015

カッティングボードPRS320-15MN

￥19,950

水切りプレートPRS-MP-320S（ス

テンレス）￥10,920

水切りプレートPRS-MP-300P（プ

ラスティック）￥11,130

オーバーカウンターシンク

まな板、トレーが使用できるＮＥＷシリーズです。

■外形寸法 １０５０（Ｗ）Ｘ５６５（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ９５０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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C ￥10,973

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF730K ￥15,015/ カッティングボード

PRS320-15MN ￥19,950/水切りプレートPRS-MP-320S（ステンレス）

￥10,920/PRS-MP-300P（プラスティック）￥11,130

オプション

HLm/m1050-565S

（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

HLm/m970-530K

水切りデッキ タイプ

７３,３９５円 ６９,９００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M ￥5,534

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TL￥17,325

ステンレス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

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

■外形寸法 ９７０（Ｗ）Ｘ５３０（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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OLF360TL ￥17,325 / OLF360TL(1/2)

￥11,025

オプション

HLm/m970-530K

（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

HLm/m935-520W

ダブル（２槽） タイプ

８０,３２５円 ７６,５００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N  ￥4,169 +SLT-

セットP ￥2,468

ステンレスワイヤーバスケット

OLF255TL ￥15,015

オーバーカウンターシンク

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

■外形寸法 ９３５（Ｗ）Ｘ５２０（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ５５０・２５５（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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N  ￥4,169 +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OLF255TL ￥15,015

オプション

HLm/m935-520W

（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

HLm/m900-565S

デッキ タイプ

７７,８０５円 ７４,１００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D ￥9,345

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K￥15,015

カッティングボードPRS320-15MN

￥19,950

水切りプレートPRS-MP-320S（ス

テンレス）￥10,920

水切りプレートPRS-MP-300P（プ

ラスティック）￥11,130

オーバーカウンターシンク

まな板、トレーが使用できるＮＥＷシリーズです。

■外形寸法 ９００（Ｗ）Ｘ５６５（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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D ￥9,345

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF730K ￥15,015/ カッティングボード

PRS320-15MN ￥19,950/水切りプレートPRS-MP-320S（ステンレス）

￥10,920/PRS-MP-300P（プラスティック）￥11,130

オプション

HLm/m900-565S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像は○勝手です。

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

HLm/m530-345S

スタンダード タイプ

４９,５６０円 ４７,２００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

オーバーカウンターシンク

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

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 ５３０（Ｗ）Ｘ４５０（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ４４０（Ｗ）Ｘ３６０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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

オプション

HLm/m530-345S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

90度、180度反転可能

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

HLm/m530-450S

デッキ タイプ

５２,６０５円 ５０,１００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S ￥2,856

オーバーカウンターシンク

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

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 ５３０（Ｗ）Ｘ４５０（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ４４０（Ｗ）Ｘ３６０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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S ￥2,856

■アクセサリー

オプション

HLm/m530-450S

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

90度、180度反転可能

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

HLm/m635-530S

デッキ タイプ

５６,４９０円 ５３,８００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K ￥4,169

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA(1/2) ￥11,025

オーバーカウンターシンク

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

■外形寸法 ６３５（Ｗ）Ｘ５３０（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ５３０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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K ￥4,169

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケットOLF360TSA(1/2) ￥11,025

オプション

HLm/m635-530S

（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

 HLm/m750-565S

デッキ タイプ

６８,５６５円 ６５,３００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E ￥6,741

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K ￥15,015

カッティングボードPRS320-15MN

￥19,950

水切りプレートPRS-MP-320S（ス

テンレス）￥10,920

水切りプレートPRS-MP-300P（プ

ラスティック）￥11,130

オーバーカウンターシンク

まな板、トレーが使用できるＮＥＷシリーズです。

■外形寸法 ７５０（Ｗ）Ｘ５６５（Ｄ）Ｘ１９９（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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E ￥6,741

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケット OLF730K ￥15,015/ カッティングボード

PRS320-15MN ￥19,950/水切りプレートPRS-MP-320S（ステンレス）

￥10,920/PRS-MP-300P（プラスティック）￥11,130

オプション

HLm/m750-565S

（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

HLm/m850-530S

デッキ タイプ

６３,６３０円 ６０,６００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

OLF360TSB￥15,015

オーバーカウンターシンク

シンクトップ1㎜厚ヘアラインはロングランシリーズ。

■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 トップ厚1.0㎜ヘアライン/ボウル厚0.7㎜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OLF360TSB￥15,015

オプション

HLm/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






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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