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株式会社ユー・アーキ

Kitchen Sink

RaS Series



キッチンシンク アンダーシンク

 RAS800-410

スタンダードタ 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Ⅰ

水切りトレー RaS250-442MT：

17,325円

カッティングボード RaS250

-442MN：17,010円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットⅠ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-442MT：17,325円 カッティングボード RaS250

-442MN：17,010円

オプション

RAS800-410

（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

RAS800-510GRM

凸型グルメタ タイプ

１７１,５７０円 １６３,４００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Ａ

水切りトレー RaS250-434MT：

16,905円

カッティングボード RaS250

-434MN：17,640円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ５４０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■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 水切りトレー RaS250-434MT：16,905円 カッティングボード RaS250

-434MN：17,640円

オプション

RAS800-510GRM

（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

RAS216-524-510DAN-L/R

ダブル（２槽） タイプ

１７５,５６０円 １６７,２００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Ｘ

水切りトレー大 RaS250-504MT：

18,480円

水切りトレー小 RaS250-434MT：

16,905円

カッティングボード大 RaS250

-504MN：18,795円

カッティングボード小 RaS250

-434MN：17,6400円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ５４０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ２１６・５２４（Ｗ）Ｘ４００・４７０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｗ－Ａ（ジャバラ）・Ｗ－B（直管）

■静音処理 SLT-セットＸ

■アクセサリー 水切りトレー大 RaS250-504MT：18,480円

水切りトレー小 RaS250-434MT：16,905円

カッティングボード大 RaS250-504MN：18,795円

オプション

RAS216-524-510DAN-L/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

RAS800-460

スタンダードタ タイプ

８１,７９５円 ７７,９００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

水切りトレー RaS250-492MT：

18,060円

カッティングボード RaS250

-492MN：18,585円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４９０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４６０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットⅠ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-492MT：18,060円 カッティングボード RaS250

-492MN：18,585円

オプション

RAS800-460

（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

RAS800-460GRM

凸型グルメタ タイプ

１６７,５８０円 １５９,６００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Ｚ

水切りトレー RaS250-384MT：

15,540円

カッティングボード RaS250

-384MN：16,590円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４９０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ３５０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＺ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-384MT：15,540円 カッティングボード RaS250

-384MN：16,590円

オプション

RAS800-460GRM

（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

RAS800-460DAN

段（DAN）タイ タイプ

１０５,７３５円 １００,７００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Ｖ

水切りトレー RaS250-454MT：

17,745円

カッティングボード RaS250

-454MN：17,640円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４９０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４２０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＶ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-454MT：17,745円 カッティングボード RaS250

-454MN：17,640円

オプション

RAS800-460DAN

（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

 RAS216-524-460DAN-L/R

ダブル（２槽） タイプ

１７１,５７０円 １６３,４００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Ｘ

水切りトレー大 RaS250-454MT：

17,745円

水切りトレー小 RaS250-384MT：

15,540円

カッティングボード大 RaS250

-454MN：17,640円

カッティングボード小 RaS250

-384MN：16,590円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４９０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ２１６・５２４（Ｗ）Ｘ３５０・４２０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｗ－Ａ（ジャバラ）・Ｗ－B（直管）

■静音処理 SLT-セットＸ

■アクセサリー 水切りトレー大 RaS250-454MT：17,745円

水切りトレー小 RaS250-384MT：15,540円

カッティングボード大 RaS250-454MN：17,640円

オプション

RAS216-524-460DAN-L/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

 RAS800-410DAN

段（DAN）タイ タイプ

１０１,７４５円 ９６,９００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Ｖ

水切りトレー RaS250-404MT：

16,485円

カッティングボード RaS250

-404MN：16,170円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ３７０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＶ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-404MT：16,485円 カッティングボード RaS250

-404MN：16,170円

オプション

RAS800-410DAN

（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

RAS800-510KD-SPL/R

デッキタイプ タイプ

１７９,５５０円 １７１,０００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Ｙ

水切りトレー RaS250-434MT：

16,905円

カッティングボード RaS250

-434MN：17,640円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ５４０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 １００・６４０（Ｗ）Ｘ４７０・４００（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｓ－ＰＯＡ（ジャバラ）・Ｓ－ＰＯＢ（直管）

■静音処理 SLT-セットＹ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-434MT：16,905円 カッティングボード RaS250

-434MN：17,640円

オプション

RAS800-510KD-SPL/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

RAS800-460KD-SPL/R

デッキタイプ タイプ

１７５,５６０円 １６７,２００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Ｙ

水切りトレー RaS250-384MT：

15,540円

カッティングボード RaS250

-384MN：16,590円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４９０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 １００・６４０（Ｗ）Ｘ４２０・３５０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 Ｓ－ＰＯＡ（ジャバラ）・Ｓ－ＰＯＢ（直管）

■静音処理 SLT-セットＹ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-384MT：15,540円 カッティングボード RaS250

-384MN：16,590円

オプション

RAS800-460KD-SPL/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

RaS800-440

スタンダードタ タイプ

７９,８００円 ７６,０００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Ｄ

水切りトレー RaS250-472MT：

17,955円

カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円

ワイヤーバスケット OLF250TBK：

15,015円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■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 水切りトレー RaS250-472MT：17,955円 カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円 ワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円

オプション

RaS800-440

（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

 RaS800-440HC

スタンダードタ タイプ

７９,８００円 ７６,０００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Ｄ

水切りトレー RaS250-472MT：

17,955円

カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円

ワイヤーバスケット OLF250TBK：

15,015円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１９５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■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 水切りトレー RaS250-472MT：17,955円 カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円 ワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円

オプション

RaS800-440HC

（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

RaS800-450DAN

段（DAN）タイ タイプ

１０３,７４０円 ９８,８００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Ｖ

水切りトレー RaS250-444MT：

17,325円

カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＶ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-444MT：17,325円 カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円 ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 ワイ

ヤーバスケット OLF360TSA(1/2)：11,025円

オプション

RaS800-450DAN

（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

 RaS800-450DAN-HC

段（DAN）タイ タイプ

１０３,７４０円 ９８,８００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Ｄ

水切りトレー RaS250-444MT：

17,325円

カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■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 水切りトレー RaS250-444MT：17,325円 カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円 ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 ワイ

ヤーバスケット OLF360TSA(1/2)：11,025円

オプション

RaS800-450DAN-HC

（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

RaS800-450DAN-KDL/R

デッキタイプ タイプ

１４９,６２５円 １４２,５００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５１

水切りトレー RaS250-444MT：

17,325円

水切りトレー RaS250-374MT：

15,120円

カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円

カッティングボード RaS250

-374MN：16,380円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セット５１

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-444MT：17,325円

水切りトレー RaS250-374MT：15,120円

カッティングボード RaS250-444MN：17,010円

オプション

RaS800-450DAN-KDL/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

 RaS800-700-3WAY-L/R

スタンダードタ タイプ

１６７,５８０円 １５９,６００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５２

水切りトレー RaS250-434MT：

16,905円

カッティングボード RaS250

-434MN：17,640円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ７３０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ７００（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セット５２

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-434MT：16,905円

カッティングボード RaS250-434MN：17,640円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円

オプション

RaS800-700-3WAY-L/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

RaS800-700-3WAY-DAN-L/R

段（DAN）タイ タイプ

１８７,５３０円 １７８,６００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５２

水切りトレー RaS250-442MT：

17,325円

カッティングボード RaS250

-442MN：17,010円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ７３０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ６６０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セット５２

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-442MT：17,325円 カッティングボード RaS250

-442MN：17,010円 ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 ワイ

ヤーバスケット OLF360TSA(1/2)：11,025円

オプション

RaS800-700-3WAY-DAN-L/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

RAS800-440

スタンダードタ タイプ

７９,８００円 ７６,０００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Ⅰ

水切りトレー RaS250-472MT：

17,955円

カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円

ワイヤーバスケット OLF250TBK：

15,015円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットⅠ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-472MT：17,955円 カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円 ワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円

オプション

RAS800-440

（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

RAS800-440HC

スタンダードタ タイプ

７９,８００円 ７６,０００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Ｄ

水切りトレー RaS250-472MT：

17,955円

カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円

ワイヤーバスケット OLF250TBK：

15,015円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４７０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ４４０（Ｄ）Ｘ１９５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■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 水切りトレー RaS250-472MT：17,955円 カッティングボード RaS250

-472MN：17,955円 ワイヤーバスケット OLF250TBK：15,015円

オプション

RAS800-440HC

（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

 RAS800-450DAN

段（DAN）タイ タイプ

１０３,７４０円 ９８,８００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Ｖ

水切りトレー RaS250-444MT：

17,325円

カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セットＶ

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-444MT：17,325円 カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円 ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 ワイ

ヤーバスケット OLF360TSA(1/2)：11,025円

オプション

RAS800-450DAN

（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

RAS800-450DAN-HC

段（DAN）タイ タイプ

１０３,７４０円 ９８,８００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Ｄ

水切りトレー RaS250-444MT：

17,325円

カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１８０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■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 水切りトレー RaS250-444MT：17,325円 カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円 ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 ワイ

ヤーバスケット OLF360TSA(1/2)：11,025円

オプション

RAS800-450DAN-HC

（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

RAS800-450DAN-KDL/R

デッキタイプ タイプ

１４９,６２５円 １４２,５００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５１

水切りトレー RaS250-444MT：

17,325円

水切りトレー RaS250-374MT：

15,120円

カッティングボード RaS250

-444MN：17,010円

カッティングボード RaS250

-374MN：16,380円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ４８０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ４１０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セット５１

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-444MT：17,325円

水切りトレー RaS250-374MT：15,120円

カッティングボード RaS250-444MN：17,010円

オプション

RAS800-450DAN-KDL/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

RAS800-700-3WAY-L/R

スタンダードタ タイプ

１６７,５８０円 １５９,６００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５２

水切りトレー RaS250-434MT：

16,905円

カッティングボード RaS250

-434MN：17,640円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ７３０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ８００（Ｗ）Ｘ７００（Ｄ）Ｘ１９０（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セット５２

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-434MT：16,905円 カッティングボード RaS250

-434MN：17,640円 ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 ワイ

ヤーバスケット OLF360TSA(1/2)：11,025円

オプション

RAS800-700-3WAY-L/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

RAS800-700-3WAY-DAN-L/R

段（DAN）タイ タイプ

１８７,５３０円 １７８,６００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５２

水切りトレー RaS250-442MT：

17,325円

カッティングボード RaS250

-442MN：17,010円

ワイヤーバスケット OLF360TSB：

15,015円

ワイヤーバスケット OLF360TSA

(1/2)：11,025円

アンダーカウンターキッチンシンク

最小の6Rで造形する直線的フォルムのシンク。プレス加工のステンレスシンクでは不可能なフォ

ルムを実現。

■外形寸法 ８３０（Ｗ）Ｘ７３０（Ｄ）Ｘ２１３（Ｈ）

■内形寸法 ７６０（Ｗ）Ｘ６６０（Ｄ）Ｘ１７５（Ｈ）

■仕様・材質 SUS304 厚１．０ｍｍ ヘアライン仕上

■排水部品 S-Ａ（ジャバラ）・S-B（直管）

■静音処理 SLT-セット５２

■アクセサリー 水切りトレー RaS250-442MT：17,325円 カッティングボード RaS250

-442MN：17,010円 ワイヤーバスケット OLF360TSB：15,015円 ワイ

ヤーバスケット OLF360TSA(1/2)：11,025円

オプション

RAS800-700-3WAY-DAN-L/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






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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