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ル セ ット

K i t c h e n ×C u r t a i n
着替えるキッチン“ルセット”は、シンプル
なキャビネットに、カーテンで彩をそえるキッ
チンです。カーテンは、色×デザインでさま
ざまな表情をつくることができます。大好き
なあのシーンのようなファブリックを選んで、
“私らしい空間づくり”を楽しみましょう。
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About Recette

人工大理石カウンター

グースネック型水栓

清潔感があり、お手入れしやすく丈夫です。

高いデザイン性で人気があります。

まわりのインテリアによくなじみます。

背が高いためシンクを広く使えます。

オープンスペース

オープンタイプキッチン
+
カーテン

アイアン風レール

底面がオープンなので段差がなく、
モノの出し入れがスムーズです。

アイアン風の質感がインテリアの
アクセントになります。

キャビネットは、しまうものに合わせて
仕切りや引き出しを入れられ、
カーテンは開け閉めが自由です。
使う人によりアレンジしやすいキッチンです。

配管の見えない
スッキリデザイン
背面化粧パネルにより配管スペースを
隠すことができます。

27.75cm

オープンキャビネット

39cm

棚板が6cm間隔で3段階に高さを変えられ

39cm

〈ご注意ください〉
• カーテンには、安全上防炎性能のある生地をおす
すめいたします。
• 高層建築物（高さ31ｍ以上の集合住宅等）や防火
対象物では、コンロの種類（ガス・IH）や階数に
限らず防炎性能のある生地を使用するよう、消防
法で定められています。

Kitchen Type
■

165 タイプ（W165×D60×H85cm）
カーテンの仕上寸法：W170×H77cm

■

57cm(w165/w180)

44.8cm(w 165)

72cm(w210)

59.8cm(w 180/w210)

カーテンの仕上寸法：W215×H77cm

Equipment List （標準仕様）

Color Variations

■ 加熱機器

■ キャビネット

■ レンジフード／シロッコファン

■ 水栓金具／シングル
レバー混合水栓

（化粧パーチクルボード）

■ 棚板 2枚
■ 背面化粧パネル 1枚
■ アイアン風レール

180 タイプ（W180×D60×H85cm）
210 タイプ（W210×D60×H85cm）

59.25cm

スペースを有効に使えます。

28.5cm

ウォールナット メープル

カーテンの仕上寸法：W185×H77cm
■

6cm
6cm

グレー

（ブラック）

ホワイト

■ 人工大理石カウンター
2口ガスコンロ（ホワイト／ブラック）

（アクリル系）

※仕上寸法は、生地や縫製スタイル、リングランナー
によって異なります。

ホワイト
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ブラック

［オプション］
IHクッキングヒーター（ホワイト／ブラック）

深型レンジフード（ホワイト／ブラック）
グースネック型

［オプション］
［オプション］
浅型レンジフード・コンパクト型レンジフード
ストレート型
（各 ホワイト／ブラック／シルバーメタリック）
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カーテンは、情熱的な赤をセレクト。
鮮やかな赤が映えるよう、
キッチンは白にしました。
ギャザーを寄せた時の表情は、
Recipe

まるでフラメンコ衣装のようです。

Point

2.5倍ヒダのギャザーはウェーブのボリューム感をだし、
足元のフリルが華やかさと躍動感を生み出します。

Style
No.1

Andalusia Passion

ドレープ性がよい生地を選ぶと、なめらかなラインに仕上がります。
あえてシアーな柄物生地を選んだフリル部分は、
心躍るような軽やかさを出し、このスタイルのアクセントになっています。

情熱の街アンダルシアはフラメンコ発祥の地とも言われる。
彩られる赤とフリルが風になびく度に踊り出すようです。
友人を招いて、タパスをつまみながらおしゃべりを楽しんでみてはいかがでしょう。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）
仕上寸法

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左

■  

キャビネットカラー：ホワイト

■  

㊤100㎝巾／ポリエステル100％／リピート：無し／ 5m（横使い）
生地

㊦150㎝巾／ポリエステル100％／ 1.2m（横使い）
※お選びの生地により必要量が異なります。

人工大理石カウンターカラ―

■  

：ホワイト
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

ヒダ倍率

2.5倍

■  

レンジフード（シロッコファン）

吊元

ギャザーテープ仕様／芯地

：深型レンジフード／ホワイト

フック

ギャザーフック 24個

■  

水栓金具（シングルレバー混合水栓）

H5㎝

■  

：グースネック型

裾

フリル H10㎝／ウエイト共生地巻き

リングランナー
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24個

カーテンとキッチンをホワイトでコーディネートしました。
白い色はキッチン全体を明るくみせ、
清潔な印象をもたらします。
Recipe

光沢感のあるエレガントな花柄のカーテンは存在感があり、

Point

空間に華を添えてくれます。
1.3倍のゆるやかなウェーブは、

Style
No.2

カーテンならではの立体感や動きがありながらも

Happy Shower

美しい柄を楽しむことが出来るスタイルです。

色とりどりの花がまるでフラワーシャワーのようです。
エレガントな装いでサロンのようなキッチンが毎日迎えてくれます。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）
仕上寸法

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左

150㎝巾／ポリエステル100％／

キャビネットカラー：ホワイト

リピート：縦61㎝ 横75㎝／ 2.6m（縦使い）

■  
■  

生地

※お選びの生地により必要量が異なります。

人工大理石カウンターカラ―

■  

：ホワイト
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

■  

レンジフード（シロッコファン）

■  

：深型レンジフード／ホワイト
水栓金具（シングルレバー混合水栓）

※リピート60㎝程度までの生地がおすすめです。
ヒダ倍率

1.3倍

吊元

一つ山（ヒダ山高さ1.8㎝）／芯地

フック

アジャスターフック 18個

■  

：グースネック型

裾

ウエイト共生地巻き

リングランナー
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18個

H7.5㎝

穏やかな海と白い波をイメージした組合せです。
透明感のあるホワイト×ペールブルーの生地は光と風を通し、
部屋の中にいながらも、
Recipe

自然を感じられる空間にしてくれるでしょう。

Point

通常箱ヒダは前面にヒダ山が出てこない為フラットな印象ですが、
このスタイルでは上部のみミシン掛けを施すことで、

Style
No.3

吊元から裾に向かいふわりと広がるよう仕上げました。

Holiday Seaside

風にゆれ爽やかな装いです。

海岸から流れ込む風を感じる生活。
海や空の爽やかさを包み、波の音を聞きながら作る料理は格別な時間となります。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）
仕上寸法

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左

■  

キャビネットカラー：ホワイト

■  

150㎝巾／ポリエステル100％／
生地

※お選びの生地により必要量が異なります。

人工大理石カウンターカラ―

■  

：ホワイト
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

リピート：縦30.5㎝ 横15㎝／ 2.6ｍ（縦使い）

ヒダ倍率

1.5倍

■  

レンジフード（シロッコファン）

吊元

箱ヒダ／芯地

：深型レンジフード／ホワイト

フック

アジャスターフック 16個

■  

水栓金具（シングルレバー混合水栓）

H5㎝

■  

：グースネック型

裾

ウエイト共生地巻き

リングランナー
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16個

白いキッチンとスモーキーカラ―のカーテンが
プロヴァンス風の優しい雰囲気を醸し出します。
装飾性をもたせるため、ギャザー仕様にしました。
Recipe

美しいヒダ間隔を保てるよう、

Point

ギャザーテープの上下にミシン掛けを施しています。
吊元のギャザーが石畳を思わせる軽快なリズムを生み、

Style
No.4

黄色のボーダーがナチュラルな空間の中で

The Gifts from Provence

個性を引き立てるアクセントになっています。

プロヴァンスから届けられたミモザのようなオーガニックな世界。
優雅という花言葉がぴったりな生活を演出してくれるでしょう。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）
仕上寸法

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左

■  

キャビネットカラー：ホワイト

■  

㊤150㎝巾／ポリエステル100％／リピート：無し／2.5m（縦使い）
生地

：ホワイト
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

ヒダ倍率

■  

レンジフード（シロッコファン）

■  

：深型レンジフード／ホワイト
水栓金具（シングルレバー混合水栓）

㊦150㎝巾／ポリエステル100% ／リピート：無し／ 1ｍ（縦使い）
※お選びの生地により必要量が異なります。

人工大理石カウンターカラ―

■  

吊元
フック

2.0倍
ギャザーテープ仕様／芯地

H5㎝

※芯地上下ミシン掛けあり
ギャザーフック 20個

■  

：グースネック型

裾

ボーダー H10㎝／ウエイト共生地巻き

リングランナー
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20個

キッチンキャビネットを白いキャンバスに見立て、
大胆な柄のカーテンを飾りました。
ビビッドな色がちりばめられた生地は、
Recipe

感性をゆさぶるアーティスティックな空間を作ってくれます。

Point

スタイリッシュな生地は、
吊元のボリュームを抑えた箱ヒダにすることで

Style
No.5

パリッとした印象を与え、

Living with Art

住まう人の個性が光るスタイルに仕上げています。

アート要素をキッチンにも。
美しい作品やインテリアに囲まれながら、
そのままの気分で料理ができるのも幸せのカタチ。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）
仕上寸法

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左

■  

キャビネットカラー：ホワイト

■  

150㎝巾／ポリエステル100％／
生地

※お選びの生地により必要量が異なります。

人工大理石カウンターカラ―

■  

：ホワイト
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

リピート：縦60㎝ 横50㎝／ 2.4ｍ（縦使い）

ヒダ倍率

1.5倍

■  

レンジフード（シロッコファン）

吊元

箱ヒダ／芯地

：深型レンジフード／ホワイト

フック

アジャスターフック 16個

■  

水栓金具（シングルレバー混合水栓）

H5㎝

■  

：グースネック型

裾

ウエイト共生地巻き

リングランナー
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16個

カーテンの一般的な縫製スタイルですが、
形態安定加工をかけ、より美しいウェーブが出るよう仕上げました。
1.5倍ヒダのざっくりとしたウェーブと定番のチェック柄が、
カジュアルな雰囲気をつくり、
Recipe
Point

男性にも女性におすすめのスタイルです。
白いキッチンに合わせれば、ナチュラルに…

Style
No.6

黒いキッチンにあわせれば、クールに…

Friendly

キッチンの色との組み合わせで印象を様々に変え、
どんな空間にも合わせやすいのが魅力です。

可愛く親しみのあるチェック柄は、仲の良いお友達や家族の象徴です。
いつも愛らしい料理と過ごしてみませんか。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）
仕上寸法

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左

■  

キャビネットカラー：ホワイト

■  

150㎝巾／ ポリエステル80％・綿14％・麻6％／
生地

※お選びの生地により必要量が異なります。

人工大理石カウンターカラ―

■  

：ホワイト
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

リピート：縦25.7㎝ 横37.5㎝／ 2.6ｍ

ヒダ倍率

1.5倍

■  

レンジフード（シロッコファン）

吊元

ニつ山（ヒダ山高さ2㎝）／芯地

：深型レンジフード／ホワイト

フック

アジャスターフック 14個

■  

水栓金具（シングルレバー混合水栓）

■  

：グースネック型

裾

10㎝折り返し

リングランナー
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14個

H7.5㎝

花柄のレース生地はギャザー仕様で細かいウェーブを作り、
フェミニンな雰囲気に仕立てました。
ミシンで固定した規則的なギャザーヒダは
かわいらしさの中にも洗練された大人の表情をみせます。
Recipe

白いキッチンに合わせることで、

Point

ほんのり色づいたカーテンの色をより際立たせ、
やさしく、クラシックな雰囲気を演出します。

Style
No.7

Nostalgic

レースの向こうに透けて見えるお気に入りのアイテムが、
そこに住まう人のこだわりの空間を
さらに魅力的に見せてくれるでしょう。

歴史あるレースは、長きに渡り人々を癒し続けてきました。
そんなレースとセピア色が、しっとりと流れる時間を刻んでくれるでしょう。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）
仕上寸法

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左

■  

キャビネットカラー：ホワイト

■  

143㎝巾／ポリエステル100％／
生地

※お選びの生地により必要量が異なります。

人工大理石カウンターカラ―

■  

：ホワイト
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

ヒダ倍率

■  

レンジフード（シロッコファン）

■  

：深型レンジフード／ホワイト
水栓金具（シングルレバー混合水栓）

リピート：縦2.1㎝ 横2.7㎝／ 3m

吊元
フック

2.0倍
ギャザーテープ仕様／芯地
※芯地上下ミシン掛けあり
ギャザーフック 24個

■  

：グースネック型

裾

1㎝折り返し

リングランナー
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24個

H5㎝

Import Curtain Style

『特別な生地を楽しむためのスタイル』

海外からの輸入生地には特別な存在感とパワーがあります。
海外カーテンは、個性的なデザインや大胆な色づかい、繊細な織りなど「インテリア性」
デザイナーのフィオナ・ダグラスによって2009年に設立されたスコットランド発のブランドで、現

を追求しており、天然繊維を使用した生地が数多くあります。

地のフローラル・デザインのトレンドを牽引し続けています。フィオナ自らが描いた水彩画のフ

綿や麻で織り上げられた天然素材の生地は、化学繊維にはない優しい質感とぬくもりが

ローラル・デザインは、大胆かつ繊細、色鮮やかで爽やかであり、暖かく華やかに空間を演出し

ある空間を演出します。海外輸入生地の持つ魅力、他にはない特別な一枚であなただけ

ます。最先端の技術でプリントされたファブリックは、より手描きのフィーリングを感じられるよ

の空間を作りませんか。

う趣向を凝らされており、まさに他のファブリックでは得られない特別な感動を与えてくれます。

Style
No.8

Wisteria

(bluebellgray)

Style
No.9

Cameron

(bluebellgray)

パステルカラーで描かれたこの柄を見た時、心がぱっと明るくなった。

ブルーとグリーンで描かれた世界観は、私をすがすがしい気持ちにさせる。

私の空間に欲しかったのは、こんな色とりどりの花。

水彩画ならではの色の重なりが幻想的で、爽やかで落ち着いた時間を私に運ぶ。

カーテンに描かれた可愛らしい花達が、私を元気にしてくれる。

この空間で料理をするって、なんて素敵なんだろう。

さぁ今日も頑張ろう。

ここが私だけの特別な空間になる。
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Import Curtain Style
Style No.8 :

『特別な生地を楽しむためのスタイル』

Wisteria (bluebellgray)

Recipe
Point

Style No.9 :

Cameron (bluebellgray)

藤の花を中心にピンクの花、

色柄の美しさを生かすため、

緑の葉が水彩で生地いっぱいに描かれています。

ヒダ山の高さを限りなく低くした1.2倍の

デザインが映えるよう、フラットカーテンに近い1.2倍ヒダにし、

ゆるやかなウェーブにしました。

ヒダ山と裾の折返しも小さくしました。
ゆるやかなウェーブが花々に立体感をつくり、躍動感を与えました。

Recipe
Point

波打つ生地がランダムに重なりあう
ブルーとグリーンをよりいきいきとさせ、解放感がでます。

洗練された海外ファブリックは、

さらに、アクセントとしてトリムをつけ美しさだけでなく遊び心のある

アートのような存在感を放ち、

スタイルに仕上げました。カーテンを左右入れ替えると

ご褒美のような空間へと誘います。

トリム位置が変わり違った楽しみ方ができます。

Kitchen
仕様
間口寸法：W180㎝

■  

Curtain

Kitchen

縫製仕様（W180㎝の場合）

仕様

仕上寸法

■  

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

シンク位置：左
キャビネットカラー：ホワイト

生地

137㎝巾／リネン100％／リピート：縦50㎝ 横68.5㎝／ 3ｍ

人工大理石カウンターカラ―
加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

■  

レンジフード（シロッコファン）

■  

：深型レンジフード／ホワイト
水栓金具（シングルレバー混合水栓）

• 天然素材は、水に濡れると縮む性質があります
ので、クリーニング店でドライクリーニングを
してください。ただし、強い油汚れ等はドライク
リーニングでも落ちない可能性があります。
• 非防炎品のため、
加熱機器はIHをおすすめします。

キャビネットカラー：ホワイト

■  

生地

人工大理石カウンターカラ―

137㎝巾／ビスコース80％・リネン20％／
リピート：縦45㎝ 横34㎝／ 2.8ｍ

■  

ヒダ倍率

：ホワイト

1.2倍

吊元

一つ山（ヒダ山高さ1㎝）／芯地

フック

アジャスターフック 18個

■  

：グースネック型

W185㎝×総丈H77㎝／両開き／天井付

■  

■  

：ホワイト

仕上寸法

シンク位置：左

■  
■  

間口寸法：W180㎝

Curtain
縫製仕様（W180㎝の場合）

ヒダ倍率

1.2倍

加熱機器：2口ガスコンロ／ホワイト

■  

H7.5㎝

レンジフード（シロッコファン）

■  

：深型レンジフード／ホワイト
水栓金具（シングルレバー混合水栓）

吊元

一つ山（ヒダ山高さ1㎝）／芯地

フック

アジャスターフック 18個

■  

裾

ウエイト共生地巻き

リングランナー
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18個

：グースネック型
• 天然素材は、水に濡れると縮む性質があります
ので、クリーニング店でドライクリーニングを
してください。ただし、強い油汚れ等はドライク
リーニングでも落ちない可能性があります。
• 非防炎品のため、
加熱機器はIHをおすすめします。

裾

ウエイト共生地巻き

リングランナー
その他
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18個
トリムあり

H7.5㎝

