
YME Series




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

YME370-370S

スタンダード 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Ｑ ￥2,331

オーバーカウンターシンク

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 ３７０（Ｗ）Ｘ３７０（Ｄ）Ｘ１５０（Ｈ）

■内形寸法 ３００（Ｗ）Ｘ３００（Ｄ）Ｘ１３５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚1.0㎜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

YME370-370S

（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

YME370-415S

デッキ タイプ

４５,４６５円 ４３,３００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Ｑ ￥2,331

オーバーカウンターシンク

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ３７０（Ｗ）Ｘ４１５（Ｄ）Ｘ１５０（Ｈ）

■内形寸法 ３００（Ｗ）Ｘ３００（Ｄ）Ｘ１３５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚1.0㎜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

YME370-415S

（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

YME500-390S

スタンダード タイプ

４４,６２５円 ４２,５００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Ｒ ￥2,468

オーバーカウンターシンク

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ５００（Ｗ）Ｘ４３０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■内形寸法 ４３０（Ｗ）Ｘ３２０（Ｄ）Ｘ１６９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.6㎜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Ｒ ￥2,468

■アクセサリー

オプション

YME500-390S

（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

YME500-440S

デッキ タイプ

４７,９８５円 ４５,７００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Ｒ ￥2,468

オーバーカウンターシンク

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ５００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１８４（Ｈ）

■内形寸法 ４３０（Ｗ）Ｘ３２０（Ｄ）Ｘ１６９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.6㎜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Ｒ ￥2,468

■アクセサリー

オプション

YME500-440S

（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

YME600-530S

デッキ タイプ

５２,７１０円 ５０,２００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Ｋ ￥4,169

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA(1/2) ￥11,025

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA￥17,325

オーバーカウンターシンク

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ６００（Ｗ）Ｘ５３０（Ｄ）Ｘ１９４（Ｈ）

■内形寸法 ５３０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.6㎜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￥17,325/OLF360TSA(1/2)

￥11,025

オプション

YME600-530S

（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

YME710-410K

水切りデッキ 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Ｒ ￥2,468

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA(1/2) ￥11,025

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA￥17,325

オーバーカウンターシンク

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ７１０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９４（Ｈ）

■内形寸法 ４３０（Ｗ）Ｘ３２０（Ｄ）Ｘ１７９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.6㎜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Ｒ ￥2,468

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケットOLF360TSA￥17,325/OLF360TSA(1/2)

￥11,025

オプション

YME710-410K

（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

YME720-590S-POR

デッキ タイプ

９０,７２０円 ８６,４００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Ｈ ￥6,741

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

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

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ７２０（Ｗ）Ｘ５９０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１６８（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.8㎜№4プレス

■排水部品 ジャバラ式Ｓ－POA￥8,873 ・直管式Ｓ－POＢ￥7,938

■静音処理 SLT-セットＨ ￥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

YME720-590S-POR

（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

YME800-530S

デッキ タイプ

６１,１１０円 ５８,２００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

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ５３０（Ｄ）Ｘ１９４（Ｈ）

■内形寸法 ７３０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.6㎜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

YME800-530S

（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

YME850-500K

水切りデッキ タイプ

５５,３３５円 ５２,７００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Ｋ ￥4,169

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA(1/2) ￥11,025

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA￥17,325

オーバーカウンターシンク

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ８５０（Ｗ）Ｘ５００（Ｄ）Ｘ１９４（Ｈ）

■内形寸法 ５３０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.6㎜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￥17,325/OLF360TSA(1/2)

￥11,025

オプション

YME850-500K

（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

YME850-510W

ダブル（２槽） タイプ

７１,５０５円 ６８,１００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Ｌ ￥2,898×2

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA(1/2) ￥11,025

ステンレスワイヤーバスケット

OLF360TSA￥17,325

オーバーカウンターシンク

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ８５０（Ｗ）Ｘ５１０（Ｄ）Ｘ１９４（Ｈ）

■内形寸法 360/360（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７９（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.6㎜ＢＡ

■排水部品 【別売】W-SA（ジャバラ）￥8,621 ・W-SB（直管）￥6,720

■静音処理 SLT-セットＬ ￥2,898×2

■アクセサリー ステンレスワイヤーバスケットOLF360TSA￥17,325/OLF360TSA(1/2)

￥11,025

オプション

YME850-510W

（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

YME870-590S-GRM

凸型グルメ タイプ

８９,４６０円 ８５,２００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A ￥6,689

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

￥2,625

水切りプレート（ステンレス製）

PRS-MT-250S ￥12,285

水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W￥6,825

カッティングボード PRS250-20MN

￥15,750

オーバーカウンターシンク

ステンレス製洗剤カゴ（あみかご）がセットになっています。

■外形寸法 ８７０（Ｗ）Ｘ５９０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１６５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス 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A ￥6,689

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK￥2,625 /水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S ￥12,285 （抗菌剤入樹脂製）PRS-MT-254W

￥6,825/ カッティングボード PRS250-20MN ￥15,750

オプション

YME870-590S-GRM

（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

YME870-590S-GRM-POL/Ｒ

凸型グルメ タイプ

９６,８１０円 ９２,２００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A ￥6,689

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

￥2,625

水切りプレート（ステンレス製）

PRS-MT-250S ￥12,285

水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W￥6,825

カッティングボード PRS250-20MN

￥15,750

オーバーカウンターシンク

ステンレス製洗剤カゴ（あみかご）がセットになっています。

■外形寸法 ８７０（Ｗ）Ｘ５９０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１６５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.7㎜№4プレス

■排水部品 ジャバラ式Ｓ－POA(GRM)￥8,978 ・直管式Ｓ－POＢ(GRM)￥8,043

■静音処理 SLT-セットA ￥6,689

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK￥2,625 /水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S ￥12,285 （抗菌剤入樹脂製）PRS-MT-254W

￥6,825/ カッティングボード PRS250-20MN ￥15,750

オプション

YME870-590S-GRM-POL/Ｒ

（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

YME870-590S-POR

デッキ タイプ

９８,３８５円 ９３,７００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Ｇ ￥8,862

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

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

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 ８７０（Ｗ）Ｘ５９０（Ｄ）Ｘ２００（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７８（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.8㎜№4プレス

■排水部品 ジャバラ式Ｓ－POA￥8,873 ・直管式Ｓ－POＢ￥7,938

■静音処理 SLT-セットＧ ￥8,862

■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

YME870-590S-POR

（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

YME1020-590S-POR

デッキ タイプ

１０７,３１０円 １０２,２００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 ￥10,952

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

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

トップ厚0.8mm市松エンボスタイプのシンクです。

■外形寸法 １０２０（Ｗ）Ｘ５９０（Ｄ）Ｘ２００（Ｈ）

■内形寸法 ９５０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７８（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.8㎜№4プレス

■排水部品 ジャバラ式Ｓ－POA￥8,873 ・直管式Ｓ－POＢ￥7,938

■静音処理 SLT-セットＦ ￥10,952

■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

YME1020-590S-POR

（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

YME720-590S-GRM

凸型グルメ タイプ

８６,３１０円 ８２,２００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B ￥6,405

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

￥2,625

水切りプレート（ステンレス製）

PRS-MT-250S ￥12,285

水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W￥6,825

カッティングボード PRS250-20MN

￥15,750

オーバーカウンターシンク

ステンレス製洗剤カゴ（あみかご）がセットになっています。

■外形寸法 ７２０（Ｗ）Ｘ５９０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１６５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス 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B ￥6,405

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK￥2,625 /水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S ￥12,285 （抗菌剤入樹脂製）PRS-MT-254W

￥6,825/ カッティングボード PRS250-20MN ￥15,750

オプション

YME720-590S-GRM

（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

YME720-590S-GRM-POL

凸型グルメ タイプ

９０,３００円 ８６,０００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B ￥6,405

樹脂製あみかご PRS288-95PAK

￥2,625

水切りプレート（ステンレス製）

PRS-MT-250S ￥12,285

水切りプレート（抗菌剤入樹脂製）

PRS-MT-254W￥6,825

カッティングボード PRS250-20MN

￥15,750

オーバーカウンターシンク

ステンレス製洗剤カゴ（あみかご）がセットになっています。

■外形寸法 ７２０（Ｗ）Ｘ５９０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■内形寸法 ６５０（Ｗ）Ｘ４３０・５２０（Ｄ）Ｘ１６５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 トップ厚0.8㎜市松エンボス ボウル厚0.7㎜№4プレス

■排水部品 ジャバラ式Ｓ－POA(GRM)￥8,978 ・直管式Ｓ－POＢ(GRM)￥8,043

■静音処理 SLT-セットB ￥6,405

■アクセサリー 樹脂製あみかご PRS288-95PAK￥2,625 /水切りプレート（ステンレス

製）PRS-MT-250S ￥12,285 （抗菌剤入樹脂製）PRS-MT-254W

￥6,825/ カッティングボード PRS250-20MN ￥15,750

オプション

YME720-590S-GRM-POL

（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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