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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 アンダーシンク

PRS650-440DAN

段（DAN) タイプ

３６,１２０円 ３４,４００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Ｅ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ６８０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＥ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS650-440DAN

（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

PRS650-520GRM-R/L

凸型グルメ タイプ

４１,０５５円 ３９,１００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Ｂ

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

(付属品）2,625円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S 12,285円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MT-254W 6,825円

カッティングボード PRS250

-20MN 15,750円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。Ｌタイプ・Ｒタイプを選択してください。

■外形寸法 ６８４（Ｗ）Ｘ５５４（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．７ｍｍ 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＢ

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK(付属品）2,625円 水切りプレート（ステ

ンレス製）PRS-MT-250S 12,285円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W 6,825円 カッティングボード PRS250-20MN 15,750円

オプション

PRS650-520GRM-R/L

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はRタイプです

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

 PRS650-520OFL/R

デッキ タイプ

５２,３９５円 ４９,９００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Ｈ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ６８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．８mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-ＯA（ジャバラ）・S-ＯB（直管）

■静音処理 SLT-セットＨ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS650-520OFL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS650-520POL/R

デッキ タイプ

５６,３８５円 ５３,７００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Ｈ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ６８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．８mm 梨地・№4プレス仕上 ポケット部/樹脂

■排水部品 S-ＰＯＡ（ジャバラ）・S-ＰＯB（直管）

■静音処理 SLT-セットＨ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS650-520POL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS800-520POL/R

デッキ タイプ

６２,０５５円 ５９,１００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Ｇ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．８mm 梨地・№4プレス仕上

■排水部品 S-ＰＯＡ（ジャバラ）・S-ＰＯB（直管）

■静音処理 SLT-セットＧ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS800-520POL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS800-440DAN

段（DAN） タイプ

４２,４２０円 ４０,４００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Ｄ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＤ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS800-440DAN

（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

PRS800-520GRM

凸型グルメ タイプ

４２,８４０円 ４０,８００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Ａ

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

(付属品）2,625円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S 12,285円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MT-254W 6,825円

カッティングボード PRS250

-20MN 15,750円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３４（Ｗ）Ｘ５５４（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＡ

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK(付属品）2,625円 水切りプレート（ステ

ンレス製）PRS-MT-250S 12,285円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W 6,825円 カッティングボード PRS250-20MN 15,750円

オプション

PRS800-520GRM

（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

PRS800-520GRM-POL/R

凸型グルメ タイプ

５４,２８５円 ５１,７００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Ａ

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

(付属品）2,625円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S 12,285円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MT-254W 6,825円

カッティングボード PRS250

-20MN 15,750円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３４（Ｗ）Ｘ５５４（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-ＰＯＡ-GRM（ジャバラ）・S-ＰＯB-GRM（直管）

■静音処理 SLT-セットＡ

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK(付属品）2,625円 水切りプレート（ステ

ンレス製）PRS-MT-250S 12,285円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W 6,825円 カッティングボード PRS250-20MN 15,750円

オプション

PRS800-520GRM-POL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

 PRS800-520OFL/R

デッキ タイプ

５８,９０５円 ５６,１００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Ｇ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚0.8mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-ＯA（ジャバラ）・S-ＯB（直管）

■静音処理 SLT-セットＧ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS800-520OFL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS950-440DAN

段（DAN） タイプ

４８,０９０円 ４５,８００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Ｃ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ９８０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ９５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-A（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＣ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS950-440DAN

（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

PRS950-520OFL/R

デッキ タイプ

６５,３１０円 ６２,２００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Ｆ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ９８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ９５０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．８mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-ＯA（ジャバラ）・S-ＯB（直管）

■静音処理 SLT-セットＦ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS950-520OFL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS950-520POL/R

デッキ タイプ

６８,３５５円 ６５,１００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Ｆ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ９８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ９５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．８mm 梨地・№4プレス仕上

■排水部品 S-ＰＯＡ（ジャバラ）・S-ＰＯB（直管）

■静音処理 SLT-セットＦ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS950-520POL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS650-520GRM-POL/R

凸型グルメ タイプ

４９,７７０円 ４７,４００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Ｂ

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

(付属品）2,625円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S 12,285円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MT-254W 6,825円

カッティングボード PRS250

-20MN 15,750円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ６８４（Ｗ）Ｘ５５４（Ｄ）Ｘ（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．７ｍｍ 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-ＰＯＡ-GRM（ジャバラ）・S-ＰＯB-GRM（直管）

■静音処理 SLT-セットＢ

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK(付属品）2,625円 水切りプレート（ステ

ンレス製）PRS-MT-250S 12,285円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W 6,825円 カッティングボード PRS250-20MN 15,750円

オプション

PRS650-520GRM-POL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS800-520L/R

デッキタイプ タイプ

５７,８５５円 ５５,１００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Ｇ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．８mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-A（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＧ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS800-520L/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＲタイプです

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

PRS950-520HC

デッキタイプ タイプ

６４,１５５円 ６１,１００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Ｆ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズのグルメ（凸型）シンクは段シボリにより水切りプレートやカッティングボードなどのオ

プションをご利用いただけます。

■外形寸法 ９８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ９５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．８mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 ジャバラ式Ｓ－Ａ・直管式Ｓ－Ｂ

■静音処理 SLT-セットＦ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS950-520HC

（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

PRS650-520HＣ

デッキタイプ タイプ

５１,３４５円 ４８,９００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Ｈ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ６８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＨ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS650-520HＣ

（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

PRS650-520GRM-OFL/R

凸型グルメタ タイプ

４３,１５５円 ４１,１００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Ｂ

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

(付属品）2,625円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S 12,285円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MT-254W 6,825円

カッティングボード PRS250

-20MN 15,750円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ６８４（Ｗ）Ｘ５５４（Ｄ）Ｘ（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４３０・５０５（Ｄ）Ｘ（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-ＯＡ－ＧＲＭ（ジャバラ）・S-ＯB-GRM（直管）

■静音処理 SLT-セットＢ

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK(付属品）2,625円 水切りプレート（ステ

ンレス製）PRS-MT-250S 12,285円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W 6,825円 カッティングボード PRS250-20MN 15,750円

オプション

PRS650-520GRM-OFL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS650-520L/R

デッキタイプ タイプ

５１,４５０円 ４９,０００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Ｈ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ６８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．８mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＨ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS650-520L/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＲタイプです

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

PRS800-520GRM-OFL/R

凸型グルメタ タイプ

４４,９４０円 ４２,８００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Ａ

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

(付属品）2,625円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S 12,285円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MT-254W 6,825円

カッティングボード PRS250

-20MN 15,750円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３４（Ｗ）Ｘ５５４（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-ＯＡ－ＧＲＭ（ジャバラ）・S-ＯB-GRM（直管）

■静音処理 SLT-セットＡ

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK(付属品）2,625円 水切りプレート（ステ

ンレス製）PRS-MT-250S 12,285円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W 6,825円 カッティングボード PRS250-20MN 15,750円

オプション

PRS800-520GRM-OFL/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＬタイプです

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

PRS800-520HC

デッキタイプ タイプ

５７,７５０円 ５５,０００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Ｇ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．８ｍｍ 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＧ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS800-520HC

（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

PRS950-520L/R

デッキタイプ タイプ

６４,２６０円 ６１,２００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Ｆ

ステンレスワイヤーバスケット

OLF730K 15,015円

カッティングボード PRS320

-15MN 19,950円

水切りプレート（抗菌剤入樹脂

製）PRS-MP-300P 11,130円

水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MP-320S 10,920円

アンダーカウンターキッチンシ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 ９８０（Ｗ）Ｘ５５０（Ｄ）Ｘ１９７（Ｈ）

■内形寸法 ９５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．７mm 梨地・ＢＡ仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＦ

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

PRS320-15MN 19,950円 水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）PRS-MP

-300P 11,130円 水切りプレート（ステンレス製）PRS-MP-320S 10,920

オプション

PRS950-520L/R

（表示価格は消費税を含みます。）

排水部品

画像はＲタイプです

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

PRS800-520GRM

凸型グルメタ タイプ

４２,８４０円 ４０,８００円

寸法図

標準小売価格 （税別 ）

関連商品(オプション)

排水部品ジャバラ式Ｓ－Ａ・直管

式Ｓ－Ｂ

PRSシリーズは２段しぼり加工を施したカッティングボートや水切りプレートをセットできる段シンク

の機能を併せ持ったキッチンシンクです。

■外形寸法 834(W)Ｘ554(D)Ｘ190(H)

■内形寸法 800(W)X430・505(D)X180(H)

■仕様・材質 ＳＵＳ３０４ 厚０．７ｍｍ

■排水部品 ジャバラ式Ｓ－Ａ・直管式Ｓ－Ｂ

■静音処理

■アクセサリー

オプション

PRS800-520GRM

（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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