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クチーナのキッチンは、お客様のさまざまなご要望をお聞きしながら製作する、カスタマイズフリーという方法をとっています。

規格化されて、完成形が見えるシステムキッチン、ゼロから特注製作するオーダーメイドキッチン。その両方の良さを持ち合わせ、

具体的な提案や仕上がりを確認しながら、プランを進めていけるのが CUCINAブランドのキッチンの最大の特徴です。

静岡県浜松市にあるクチーナの工場では、扉や、キャビネットの裁断、加工から塗装、組み立てまでを一括管理しています。

ジャパンメイドにこだわり続けて40年。最高の材料と、最良のデザインで、世界に2つとないキッチンをお届けいたします。

オーダーメイドではありません、システムでもありません。
カスタマイズフリーのクチーナだからこそできることがあります。

どこまでもフレキシブルに。
カスタマイズフリーのCUCINAキッチン。

CUCINA philosophy
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FACE DESIGN
DES I G N DOOR：框扉など意匠をこらした扉シリーズ
CUSTOM DOOR：扉材と把手のデザインを自由に組み合わせることのできるシリーズ

扉バリエーションのご紹介



DESIGN DOOR
框扉など意匠をこらした扉シリーズ。
それぞれの扉のデザインに合わせて把手やカラーバリエーションを厳選してご用意しております。

AAA

AA

AA

スノーホワイト

ホワイト グレーダーク

ナチュラル

EMBLEM
エンブレム

ウレタン樹脂系エナメル塗装  鏡面磨き仕上

タモ材

ヨーロピアンオーク材

ウォールナット材

ホワイトオーク材

ウレタン樹脂系エナメル塗装  鏡面仕上

精緻な装飾と丁寧に磨き上げた鏡面仕上が織りなす優雅なフォルムが、
キッチンを煌びやかに演出します。

SAZANAMI
サザナミ

塗装で木目を際立たせた力強さと奥行きを感じさせる扉。
木の個性を生かして一つ一つ丹念に色を与えられたタモ材が、キッチンを誇らしいものに仕立てます。

ナチュラル ホワイト

TRACCIA
トラッチャ

あえて加えた鋸の刃跡から生まれる立体感で、天然の質感を存分に引き出した扉です。
使い込む程に味わいの深まるヨーロピアンオークの素材感を堪能して下さい。

A

A

アースグレイ シーグレイ

FRESCO PROVANCE
フレスコ　プロヴァンス

ホワイトオーク材の木目に白染色風の仕上げを施しました。
フランスプロヴァンス地方を感じさせるような、のどかで暖かみのある印象の扉です。

ホワイト ブラック

ローズグレイ

WAVE
ウェーブ

打ち寄せる波をモチーフにした扉材。
高い加工技術により、水の流れを思わせる陰影のラインが美しく描かれています。

AA

ウォールナット

N PRO DEEP
エヌプロ ディープ

ウォールナットを贅沢に使った框扉。框と把手が一体となったスマートなデザインです。
家族の集うダイニングキッチンのシンボルにふさわしい重厚感と存在感ある佇まいです。

AAA AA A B C D E＞ ＞ ＞ ＞ ＞ ＞※ 内アルファベットは価格グループを表します。
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DESIGN DOOR

タモ材

框：ウォールナット材　中板：メラミン材

ハードメープル材

グリーン/ ブルー / ナチュラル：ハードメープル材
ホワイト：ウレタン樹脂系エナメル塗装／グレインホワイト：ホワイトオーク材

ホワイト：ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上
フレッシュアーモンド/クレイブラウン/ ナイトブラック：ウレタン樹脂系エナメル塗装 マット仕上

ウレタン樹脂系エナメル塗装  マット仕上

A

ブルーブラック レッドブラック

NERO
ネロ

ブラックを基調としたシックな色合いと、扉の端にエッジを効かせたスタイリッシュなデザインの扉。
表面は木目を強調する特殊な加工を施し、シンプルながらも要所に光るこだわりがスマートな表情をのぞかせます。

A

B

B

グリーンラスト

CORNICE
コルニーチェ

錆色の中板と、鈍いゴールドのハンドル、落ち着いた色味のウォールナットの框が、
アンティーク品のような風格を感じさせる扉です。

カルチェ ビアンコ グリージェ

ネロ

NOSTALGIE
ノスタルジア

艶やかで優しい木目のメープル材扉。どこか懐かしく、穏やかな雰囲気を醸し出すノスタルジアのキッチンは、
そこに暮らす人に普遍的な心地良さをもたらしてくれます。

ホワイト グレインホワイト

グリーンブルー ナチュラル

FRESCO
フレスコ

優雅な四方框扉をシンプルでありながらクラフト的な印象に仕上げました。
カントリー調のカラーリングを配色した味わい深い扉デザインです。

B

B

ホワイト フレッシュアーモンド クレイブラウン

ナイトブラック

QUILT
キルト

ダイヤ柄のキルティングデザインとリング状のハンドルが、ブティックに並ぶハンドバッグを連想させるアーバンな雰囲気の
扉です。フラットな扉の一部にアクセントとしてお使い頂くのもおすすめ。キッチンを上品にドレスアップしてくれます。

アイボリーマット ダークグレーマット

CLIMA
クライマ

繊細で気品ある框デザインとマットな質感のクライマは、
アンティーク調でありながら、都会的でスタイリッシュなキッチンシーンを演出します。
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DESIGN DOOR

ウォールナット材

ウレタン樹脂系エナメル塗装 鏡面仕上げ  象嵌部：サテンウォールナット材ホワイトオーク材

ホワイトオーク材

ホワイトオーク材

B

ブラウン

COLLAGE
コラージュ

ウォールナット突板の様々な木目部分をランダムに貼りあわせ、扉に仕上げました。
リズム感ある表情豊かな木目をお楽しみください。

節ありオーク材B

ナチュール ブラン トープ

KNOTTY OAK
ノッティ オーク

永い時間をかけて自然が創り出した節をいかして、
触りたくなる素材感と味わいのあるヴィンテージ感が魅力の扉に仕上げました。

BB

ホワイト サンド

BOSSA NOVA
ボサノバ

「新しい潮流・感覚」に由来するボサノバ。
コントラストを効かせた、他にはないデザインは毎日に心地よい新しさを与えてくれます。

ホワイト グレー

SORRISO
ソリッソ

素直でやさしいオークの木目と角アールを取ったやわらかいディティールの框で仕上げました。
あたたかみがある色展開が特徴的な扉です。

B

B

ラテ ナチュラル

CLASSIC OAK ADVANCE
クラシックオーク　アドバンス

クラシカルで優しさのあるディティールを残しつつ、現代風に仕上げた扉。
シンプルでありながら、どこか懐かしさを感じさせるデザイです。

ラテ ナチュラル

CLASSIC OAK
クラシックオーク

オーク材が持つ、おおらかな表情と丁寧に描いたアールを実現する高い加工技術が
優しさの中にも気品を感じさせるネオクラシックデザインです。
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D

シャローラバ&オーク ミッドラバ&オーク ディープラバ&ウォールナット

セラーブラウン&オーク セラーブラック&ウォールナット

※ご要望に応じて変更できます

DIMA
ディーマ

石目やセラミック調の扉は、生活感を感じさせず、気取りすぎないラフな空間を演出します。
扉の開閉時に見える突板の木目が小粋なアクセントです。

ディーマ オプションハンドル

オプションハンドルは、より質感のある真鍮鋳物のハンドルを使用しており、
使い込むうちに風合いが変化いたします。

※扉の価格に別途料金がかかります。

DESIGN DOOR

AGRAND
グランド

本来クラシカルな框形状に直線的なデザインを加えて、高級感あるモダンな印象の扉に仕上げました。
豊富な色対応が可能な扉シリーズです。各色、鏡面仕上とマット仕上からお選びいただけます。
全 32 色（※詳細は P.17 のブライトマットペイントで御確認下さい）

DAME
デイム

曲線的でやわらかな印象の框デザイン。装飾性豊かで繊細なディティールの扉デザインです。
豊富な色対応が可能な扉シリーズです。各色、鏡面仕上とマット仕上からお選びいただけます。
全 32 色（※詳細は P.17 のブライトマットペイントで御確認下さい）

LOA
ロア

空気のようにさりげなく軽いラインでデザインされたシンプルな框は、個性を放ちつつもリビングダイニングのインテリアとの
調和もとりやすい飽きのこない扉です。豊富な色対応が可能な扉シリーズです。各色、鏡面仕上とマット仕上からお選び
いただけます。全 32 色（※詳細は P.17 のブライトマットペイントで御確認下さい）

鏡面仕上 Bマット仕上

A鏡面仕上 Bマット仕上

B鏡面仕上 Cマット仕上

ブラック ゴールド

ウレタン樹脂系エナメル塗装  マット仕上C

ホワイト グレイッシュグリーン ブラック

RANDOM
ランダム

有機的な光と影をキッチンにまとわせる扉。
ながめる向きによって変わる陰影が、美しいキッチンを演出します。
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CUSTOM DOOR
扉材と把手のデザインを自由に組み合わせることのできるシリーズです。
まず、基本デザインを以下の 4 種類からお選びいただき、
それに合わせてお好みの素材、カラーをお選び頂けます。

CRAFT J

扉の上部に掘り込み加工を施したシンプルな引手デザインです。
身体が扉に触れても衣服等に引っかからないので作業性も抜群。

CRAFT S

シンプルな引手を美しくデザインした、シャープな印象の扉。
逆転の発想による掘り込み引手は、扉に新しい表情を与えます。

LAURO

扉材と金属の引き手がなめらかに融合した扉は、確かな技術の証。
個性的なデザインと、使い勝手の良さを併せ持った引手です。

SELECTION HANDLE

イメージに合わせて、お好みのハンドルを自由に選べる扉です。
豊富な扉素材やカラーバリエーションとの組み合わせは無限大。
P. 2 0～21 に掲載のハンドルの中から、お好みのものをお選び
ください。
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AAAAAAAAA AA AA AA

E

D

D D D D D

D D D D

AA A（     ） A B（     ） A B（     ） A B（     ） A B（     ）

A B（     ）A B（     ）

A B（     ）

B C（     ） B C（     ）

B C（     ）
C D（     ）

B C（     ）

B C（     ）B C（     ）

B C（     ）

B C（     ）

A B（     ） A B（     ） A B（     ） A B（     ） A B（     ）

B C（     ）
C D（     ）

CRAFT J SELECTION HANDLE

天然木突板 一本一本表情の異なる表情豊かな天然木を丁寧に扉に仕上げました。
見る角度によって変化する色の移り変わりも味わっていただける「木」本来の表情が美しい扉です。

バンピーホワイト バンピーブラウン シダーライン ラフウッド

アンティークオーク カフィーウォールナット ハニーウォールナット ブラックチェリー ブリスクティネオ

ホワイトミスト ペールミスト クレイミスト ダークミスト

ラスターホワイト ラスターパール ラスターフロー ラスタークレスト ラスターローズ

カームナチュラル カームグレー フラリックウッド

メラミン 表面硬度が高く、メンテナンス性に優れたメラミン材を使用した扉シリーズです。

サテンウッド チークウッド ビターウッド チョコラウッド ミルキーウッド

アルベロホワイト アルベロブラウン アルベログレー アルベロディープブラウン

アルベロ・ウッド 環境にも優しく、上質感ある木目調の扉です。木口にウレタン塗装を施した天然木突板で化粧することにより、意匠性と耐久性を上げています。

バーズアイ ナチュラル バーズアイ オーカー バーズアイ ブラウン オリーブ サペリ ユーカリスモーク

天然木突板 鏡面仕上げ 希少な天然銘木突板を高い技術で鏡面に仕上げた高級感ある贅沢な仕様の扉です。

10 series

40 series

BASIC COLOR

ゴールド シルバー カッパー チャコール ネービー

塗装扉 トィンクル 加工工程を重ねることで、美しいジュエルパールの輝きを表現した上品な塗装扉です。

塗装扉 ブライト・マットペイント
熟練した塗装職人の技術が成す滑らかで美しい塗装扉です。
インテリアになじみのいい BASIC COLOR と差し色にも最適な ACCENT COLOR。
各色ブライト（鏡面仕上）とマットペイント（つや消し仕上）のご用意がございます。

ローズウッド

※（   ）はSELECTION HANDLEにした時の価格グループです

※上段はブライト、下段はマットペイントの価格グループ、
　（   ）はSELECTION HANDLEにした時の価格グループです

※（   ）はSELECTION HANDLEにした時の価格グループです

ウォールナットコディア ウォールナットフリジア ウォールナットフォクス リーセントオリーブ

リーセントサペリ ユーカリスモークリーセント

アメリカンチェリー

ランダムオーク イーストオーク シティオーク

クリアオーク タモナチュラル クリアアッシュ

シルバーハート

ホワイト ミルクホワイト フローラルホワイト シェルホワイト ノーブルホワイト

グラシアグレー シャークグレー

ヘイジーブラウン

フィールグレー

ディープシー

グレー

シルキッシュアイボリー フレッシュアーモンド グレイッシュグリーンサンド ベージュ

ソイルブラウン クレイブラウン ダークオリーブ

ディムグレー

ナイトブラック ブラック

グレイッシュブルー

オリーブイエロー エンジュ

メローワインウィローグレー ホワイトラベンダー

ムーンイエロー ブラウンレッドレッド

ローズ

ACCENT COLOR

AAA AA A B C D E＞ ＞ ＞ ＞ ＞ ＞※ 内アルファベットは価格グループを表します。16 / 17   カスタムドア



B B B

BA A

A

B B B

AA A A A A

A A A A A

B

C

B

C

CRAFT SLAURO

天然木突板 一本一本表情の異なる表情豊かな天然木を丁寧に扉に仕上げました。
見る角度によって変化する色の移り変わりも味わっていただける「木」本来の表情が美しい扉です。

ゴールド シルバー カッパー チャコール ネービー

トィンクル 加工工程を重ねることで、美しいジュエルパールの輝きを表現した上品な塗装扉です。

※上段はブライト、下段はマットペイントの価格グループです

ローズウッド ウォールナットコディア ウォールナットフリジア ウォールナットフォクス リーセントオリーブ

リーセントサペリ ユーカリスモークリーセント

アメリカンチェリー

ランダムオーク イーストオーク シティオーク

クリアオーク タモナチュラル

シルバーハート

ホワイト ミルクホワイト フローラルホワイト シェルホワイト ノーブルホワイト

グラシアグレー シャークグレー

ヘイジーブラウン

フィールグレー

ディープシー

グレー

シルキッシュアイボリー フレッシュアーモンド グレイッシュグリーンサンド ベージュ

ソイルブラウン クレイブラウン ダークオリーブ

ディムグレー

ナイトブラック ブラック

グレイッシュブルー

オリーブイエロー エンジュ

メローワインウィローグレー ホワイトラベンダー

ムーンイエロー ブラウンレッドレッド

ローズ

BASIC COLOR  22 色

ACCENT COLOR  10色

塗装扉 ブライト・マットペイント
熟練した塗装職人の技術が成す滑らかで美しい塗装扉です。
インテリアになじみのいい BASIC COLOR と差し色にも最適な ACCENT COLOR。
各色ブライト（鏡面仕上）とマットペイント（つや消し仕上）のご用意がございます。

クリアアッシュ
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グランド仕様 デイム仕様 クライマ仕様

共通ガラス扉［フロスト調ガラス］

エンブレム仕様
クリアガラス中枠付 クリアガラス中枠付 クリアガラス中枠付 クリアカットガラス

※中枠付はグランド・デイム・クライマのみの設定となります。専用ガラス扉［クリアガラス］

ガラス扉
スタンダードな形状のガラス扉の他、意匠に合わせた専用ガラス扉を設定しているシリーズもございます。
※コルニーチェ、ウェーブ、キルト、ボサノバ、トラッチャ、ネロ、ソリッソ、ディーマ、ロア、メラミン扉にはガラス扉の設定をしておりません。

様々な色や形、手触りのハンドルをご用意しております。
豊富な扉バリエーションとの組み合わせは無限大。お好みのハンドルをお選びください。

SELECTION HANDLE

MN
クローム
L=195mm
L=105mm

HY
ステンシルバー
L=175mm

BS
サテンニッケル
L=214.5mm

MN
サテンニッケル
L=195mm
L=105mm

VB
ダルクロム
L=300mm
L=200mm

VB
パールシルバー
L=300mm
L=200mm

GD
サテンニッケル

∅=30mm

標準ガラス扉 アルミフレーム扉FR
アイアンシルバー
L=140mm

MN
ゴールド
L=195mm
L=105mm

CU
シルバー
L=273mm
L=173mm

GD
ゴールド

∅=30mm

CR
アンティーク
ゴールド
L=130mm

NO
サテンシルバー
L=244mm

MN
ダークアンバー
L=195mm
L=105mm

CU
ブラック
L=273mm
L=173mm

UN
クローム
□=23mm

SP
ブラック
L=244mm

ZN
マットブラック
L=260mm
L=160mm

MN
ピアノブラック
L=195mm
L=105mm SZ

サテンブラック
L=200mm
L=100mm

NT
サテンニッケル
L=160mm

LO
サテンニッケル
L=50mm

TW
サテンニッケル
L=194mm
L=114mm

MN
マットブラック
L=195mm
L=105mm

WF
サテンニッケル
L=187mm

ES
ゴールド
L=160mm
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扉 価格グループ一覧

DESIGN DOOR

AAA

AA

A

B

C

D

E

AAA

AA

A

B

C

D

E

CUSTOM DOOR

■天然木突板

トィンクル

ブライト・マットペイント

■塗装扉

フレスコ
プロヴァンス

グランド
［鏡面仕上］

クラシックオーク
アドバンス

ディーマ

ランダム

エンブレム

サザナミ

ウェーブ デイム
［鏡面仕上］

ソリッソノッティオーク

トラッチャ

ネロ

ノスタルジア

エヌプロ
ディープ

コルニーチェ

フレスコ キルト クライマ コラージュ ボサノバクラシック
オーク

※グランド・デイム
　マット仕上の場合
　はBグループ

※ロア
　マット仕上の場合
　はCグループ

ロア
［鏡面仕上］

バーズアイ
ナチュラル

バーズアイ
オーカー

バーズアイ
ブラウン

オリーブ サペリ ユーカリ
スモーク

ローズウッド

ウォールナット
コディア

ウォールナット
フリジア

ウォールナット
フォクス

リーセント
オリーブ

リーセント
サペリ

ユーカリ
スモーク
リーセント

アメリカン
チェリー

ランダム
オーク

イースト
オーク

シティ
オーク

クリア
オーク

クリア
アッシュ

タモ
ナチュラル

シルバー
ハート

ゴールド シルバー カッパー チャコール ネービー

サテン
ウッド

チーク
ウッド

ビター
ウッド

チョコラ
ウッド

ミルキー
ウッド

アルベロ
ホワイト

アルベロ
ブラウン

アルベロ
グレー

アルベロ
ディープブラウン

バンピー
ホワイト

バンピー
ブラウン

シダーライン ラフウッド アンティーク
オーク

カフィー
ウォールナット

ハニー
ウォールナット

ブラック
チェリー

ブリスク
ティネオ

ホワイト
ミスト

ペールミストクレイミスト ダークミスト ラスター
ホワイト

ラスター
パール

ラスター
フロー

ラスター
クレスト

ラスター
ローズ

カーム
ナチュラル

カーム
グレー

フラリック
ウッド

■アルベロ・ウッド ■メラミン

■メラミン

40シリーズ

10シリーズ

※標準はAグループですが
　SELECTION HANDLEを選択した場合は
　Bグループになります

※標準はAAグループですが
　SELECTION HANDLEを選択した場合は
　Aグループになります

※標準はBグループですが
　SELECTION HANDLEを選択した場合は
　Cグループになります

※ブライトの標準はBグループですがSELECTION HANDLEを
　選択した場合はCグループになります
※マットペイントの標準はCグループですがSELECTION HANDLEを
　選択した場合はDグループになります
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STANDARD SPEC
キャビネットの基本仕様のご紹介



クチーナキャビネットの基本仕様

細部にこだわった快適な使い心地のキャビネット
キャビネットの仕様や形状は、使い勝手の要となります。
クチーナのキャビネットは品質にこだわり、注文をお受けしてから自社工場で1つ1つ丁寧に生産されています。
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レール

ウッドブラックウッドホワイト ウッドブラウンウッドナチュラルエンボスホワイト

ホワイト グレーブラック

ホワイト

グレー アルミ

扉同色

チャコールグレー

引き出しレールは、余計な要素のないシンプルなデザインのホワイト・ブラックと、形状違いでグレーをご用意しております。
重い引き出しも軽く開閉ができ、ブルモーション機能付で勢い良く閉めても静かに閉まる設計になっています。
一番後ろまで引き出せるフルエクステンションレールですので奥のものの出し入れも容易です。

キャビネット材

キャビネットは、メンテナンス性に優れた化粧材を使用。
色柄は単色のエンボスホワイトと4色の木目柄の計5種類をご用意しております。
キャビネットの小口はご要望に応じて、防虫パッキンのホワイト/ダークブラウンを付けることもできます。

丁番

開き扉には、閉まるときの音や衝撃を緩和する
ソフトクローズ機構を内蔵したヒンジを標準採用しており、
金具周りがすっきりしています。
ソフトクローズ機構のオン・オフはワンタッチで切り替え可能です。

棚ダボ

可動式の棚板を支える棚ダボは、すっきりとした形状の金属製です。
抜け落ち防止の仕様になっていますので、棚がずれる心配がありません。

耐震ラッチ

地震時にキャビネット内部にある収納物の落下を防止するために、
震度約4強にて感知してロックが掛かります。
ウォール・ミドル・トールキャビネットの開き扉に標準設定しております。

巾木材

巾木は、各扉同色/チャコールグレー/アルミをご用意しております。
お好みのイメージでキッチンを演出して頂けます。

防虫ホワイト

小口オプション

防虫ブラウン

※引き出し内に収納するものの重さの目安は、１段あたり15ｋｇになります。棚板の積載荷重の目安は
　１枚あたり15kgになります。（W90cmのウォールキャビネットの棚板を基準としております）

※キッチン用のレール耐荷重は、30kgと50kg、洗面用は、30kgとなります。（一部レールを除く）
　引き出しに収納する重さ（積載荷重）の目安は、1段あたり15kgになります。



KITCHEN CABINET
キッチンキャビネットのご紹介



ベースキャビネット
カウンター下に設置するキャビネット。
サイズ展開の豊富な引き出しや、開き扉といったベーシックなキャビネットに加え、
スパイスラック、米びつなど、プランに合わせたキャビネットを
多彩なバリエーションでご用意しております。

引き出し3段キャビネット
小物の整理に便利な樹脂トレー付。
（W30・45・60cmの場合）
引き出し4段もご用意しております。

根野菜用キャビネット
根野菜のストック用に
通気性に考慮した扉になっています。
底板ステンレス貼（最上段を除く）
※一部扉シリーズには設定がございません。

引き出し1段キャビネット
トールキャビネットの下や、
アイランドカウンターのバックヤードなど
多彩にアレンジできるキャビネットです。
上に同じ幅のキャビネットを積んでください。

スライド式キャビネット
インセット引き出し1段タイプなので、
背の高いものの収納におすすめです。
引き出し底板ステンレス貼（最上段を除く）

スライド式キャビネット
見た目のすっきりとした、大きなスライド式の扉
のキャビネット。中にインセット引き出しが2段
組み込まれており、用途に応じて収納できます。
引き出し底板ステンレス貼（最上段を除く）

開き扉キャビネット
奥のものまで見渡せる開き扉タイプ。
棚板は収納品のサイズに合わせて
高さ調節できます。可動棚1枚付

開き扉キャビネット
上段1段引き出しタイプ。
引き出しに小物、開き扉内に大きなものと、
使い分けに便利です。可動棚1枚付

フロアストッカーキャビネット
巾木部分を引出し収納として有効活用
できます。保存食や洗剤などのストックの
収納に最適です。

スライド式ボトルラック
背の高い一升瓶も収納可能です。
バスケットは高さ移動ができます。
積載荷重：全体で約12kg

スライド式スパイスラック
調理をしながらの出し入れも簡単で、
コンロ脇にぴったりのキャビネットです。
アルミラックは可動式です。　
積載荷重：約4kg/1段

スライド式スパイスラック
ラックサイドがアクリル仕様で機能性と
デザイン性を備えたラックです。
積載荷重：約6kg/1段

スライド式レードルラック
スパイスの他、レードルなどの調理器具を
かけて見やすく収納できます。
アルミラック・フックは可動式です。
積載荷重：全体で約8kg　

スライド式トレーラック
トレー・鍋蓋・まな板や、背の高い調味料の
収納に最適です。
積載荷重：全体で約8kg

スライド式ライサーキャビネット
計量式米びつ、幅15cmタイプ。
スライド式で出し入れも容易です。
容量：お米約10kg

蒸気排出ユニット付キャビネット
蒸気のでる家電を収納したまま使用可能です。
必要な時だけ引き出せるスライド棚と
2口コンセント付です。
スライド棚積載荷重：約20kg
コンセント消費電力：2口で1500Wまで。

コーナー用キャビネット
手前に引き出せる2段の回転棚で、
回転棚底板はノンスリップ加工です。
デッドスペースになりやすいコーナー部分を
有効に使えます。
積載荷重：約20kg/1段

クックトップ用キャビネット
背の高い調理機器も収納可能です。
インセット引き出し付のタイプもございます。
転倒防止のギャラリーパイプがついています。
底板ステンレス貼

クックトップ用キャビネット
調味料を調理中にさっと取り出すことが
できる上段小引き出し付です。
底板ステンレス貼（小引き出しを除く）

シンク用キャビネット
開き扉タイプ。大きな調理器具の収納に
便利です。縦型包丁ラック付。
底板ステンレス貼（配管スペースを除く）

シンク用キャビネット
引き出しタイプ。上段には、ワイヤーラックが
付属しており、ラップ類の収納に便利です。
ワイヤーラック積載荷重：約4kg
包丁トレー付。底板ステンレス貼

シンク用キャビネット
引き出しタイプ。上段の幅いっぱいに
樹脂トレーがついており、調味料や、
調理器具などの整理に便利です。
横型包丁ラック付。
底板ステンレス貼（下段のみ）

※ご紹介の他にも様々な形状、サイズのバリエーションをご用意しております。
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開き扉ウォールキャビネット
可動式棚板付のベーシックなタイプ。
用途に応じて様々な高さをご用意しています。
積載荷重： 棚板　約15kg/1段、底板約20kg
※W寸法90cmタイプを基準

フラップアップウォールキャビネット
扉が上部にあがるため開けた時に扉が
邪魔にならず、収納物の出し入れが快適です。
扉は任意のところで止めることができます。

フォールドアップウォールキャビネット
上下の扉が折れて上がるので、
高さのあるウォールキャビネットの扉も
開口部を広く使えます。

ソフトダウンラック付ウォールキャビネット
昇降式ユニット付で、
高い所の収納もアイレベルまで降ろして
楽に出し入れできます。
積載荷重：約15kg

開き扉ストッカーキャビネット
ベーシックなストッカーは、オプションの
インセット引き出しも取付可能です。
固定棚1枚・可動棚4枚付

開き扉ストッカーキャビネット
スライド棚7段タイプ。
奥の物も見やすく、取り出しも快適です。
積載荷重：約15kg/1段
スライド棚底板 ステンレス貼

開き扉ストッカーキャビネット
中のものが見えやすく、出し入れのしやすい
引き出し式のバスケットがついています。
スライド棚3段・バスケット3段タイプ。
積載荷重：約15kg/1段
スライド棚底板 ステンレス貼

連動式スライド棚付キャビネット
扉に連動して中の棚が手前にでてきます。
積載荷重：ドア側ラック全体で約25kg・
スライド棚全体で約60kg

スライドストッカーキャビネット
奥の物もスライドさせて楽に取り出せます。
バスケット5段は可動式です。
積載荷重：全体で約30kg

サイドスイングキャビネット
扉が横にスイングして開くので、
開けたままでも快適に作業できます。
固定棚1枚・可動棚4枚付

トールガラス扉キャビネット
高級感ある、グレーのガラスに黒塗装で
枠取りをした開き扉キャビネットです。
お気に入りの食器を美しく見せます。
固定棚1枚・可動棚4枚付

薄型LEDライト付ウォールキャビネット
底面にLEDダウンライト付で、
ワークトップを照らせます。
消費電量：4.5W/1灯
定格寿命：40000時間

フリッパー収納ミドルキャビネット
開けた扉をサイドに収納できるので、
使用時に全開のままにしても、
作業の邪魔にならず、便利です。

ガラス扉ミドルダウンライトキャビネット
（グランド・デイム・クライマ中枠付ガラス扉専用キャビネット）

上部からのダウンライトでキャビネット内を照らす
キャビネットです。棚板はガラス棚になっており、
お気に入りの食器類等を美しく飾っていただけま
す。ウォールキャビネットの設定もございます。

開き扉ミドルキャビネット
可動棚付でカップボードにも最適です。
通常の扉の他、ガラス扉タイプもございます。

蒸気排出ユニット付ミドルキャビネット
蒸気のでる家電を収納したまま使用可能です。
必要な時だけ引き出せるスライド棚と
2口コンセント付です。
スライド棚積載荷重：約20kg
コンセント消費電力：2口で1500Wまで。

収納庫ミドルキャビネット
使う時だけ引出せるスライド棚付。
普段は扉で隠して、すっきり収納できます。
上の扉はスイングアップ下の扉は
フラップダウンです。
スライド棚積載荷重：約20kg

扉クローズ時

ミドルキャビネット
ベースキャビネットの上に設置するキャビネット。
楽に出し入れできる高さにくるキャビネットですので、
普段使いの食器や、調理家電の収納に便利です。
専用のオーブンを組み込むこともできます。

ウォールキャビネット
上部壁面に設置するキャビネット。
ベーシックな開き扉に加えて、
フラップアップやフォールドアップなど
開き方も使用環境に応じてお選び頂けます。

トールキャビネット
大きな開口が特徴のトールキャビネットは、
収納物を一目で見渡せます。
食器棚や食品のストッカーとしての使用に便利です。

※ご紹介の他にも様々な形状、サイズバリエーションをご用意しております。

トールガラス扉 標準ハンドル

CU ブラック
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1966（艶有） 1805（艶有） 1759（艶有）

ソフトテクスチャー

6200（艶有） 0006（マット）

1758（艶有）

ストーン

シングルカラー

6000（艶有）

※柄の方向性があります。

インセット引き出し
開き扉キャビネットなどに
取り付けることができます。

スライドバスケット
開き扉キャビネットなどに
取り付けることができます。
積載荷重：約15kg/1段

ディバイダー
引き出しサイドのギャラリーパイプに
取り付けて使用する、
間仕切り用のパーツです。

コーナー回転棚
片開きコーナーキャビネットに
取り付けできる樹脂製回転トレー。
1段ずつ回転します。
積載荷重：20kg/1段

コーナー回転棚
両開きコーナーキャビネットに
取り付けできる樹脂製回転トレー。
2段一緒に回転します。
積載荷重：20kg/1段

整理トレー
樹脂製のトレー。
奥行55cmレールの引き出し、
W30/45/60cmタイプにぴったり収まる
サイズがございます。

木製カトラリートレー
天然木を使用した質感のあるカトラリートレー。
オプションで、端のフィラー材を
つけることもできます。

仕切り板・キッチンマット
アルミ製の仕切り板は収納物に合わせて
組み合わせ可能です。マットは開閉時の
収納物のズレを軽減できます。

包丁トレー
引き出し式のシンクキャビネットなどに
設置できる置き式の樹脂製包丁トレーです。

包丁ラック
引き出し式のシンクキャビネットなどに
取り付けできます。手前で出し入れができ、
スペースも効率的に使用できます。

巾木引き出し
巾木部分に収納できる引き出しです。
ストッパー機能付レールを使用しています。
積載荷重：約20kg

巾木付折りたたみ脚立
折りたたんで巾木部分に
収納できる脚立です。
踏み台までの高さ35cmです。

置式計量米びつ
置き式の計量米びつです。
シンク用開き扉キャビネット等に設置できます。
容量：お米約10kg

ダストボックス
2分別タイプスライド式です。
シンク用開き扉キャビネット等に設置できます。
容量：15L×2

ダストボックス
置き式のダストボックス。
スライド式キャビネットに収納できます。
容量：17L

ダストボックスワゴン
2分別タイプです。
扉付オープンスペースキャビネット等に
設置できます。
容量:26.5L×2

パネル付ダストボックスワゴン
3分別タイプです。前面にパンチングの
化粧パネルのついたワゴンです。
幅90cmのオープンキャビネットに設置できます。
容量:26.5L×3

ボックスサイド
引き出しのレールとギャラリーパイプの
間を埋めるパーツです。
キャビネット材5色からお選び頂けます。、
細かな収納物の横からの落下を防ぎます。

パイプハンギングシステム
ベースとなるパイプをキッチンの壁に固定し、
フック・マルチラックなど、そこに掛ける様々
なパーツをお選び頂くことができます。

キッチンパネル
キッチン壁面を保護する不燃化粧材。
熱や汚れに強く、油ハネも簡単に拭き取れるので、壁面を清潔に保つことができます。
キッチンやお部屋のイメージに合わせて色柄をお選びいただけます。

オプション

キャビネットや壁面にプラスすることで、

より理想のキッチンへ近づけることのできるオプションパーツ。

何かと道具の多いキッチンを、すっきり効率よく使える様々なパーツを揃えました。

※ご紹介の他にも様々なオプションをご用意しております。
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WASH BASIN CABINET
洗面キャビネットのご紹介



ベースキャビネット ウォールキャビネット

オプション

引き出し1段キャビネット
上段は引き出し、
下段は開き扉になっています。　

引き出し2段キャビネット
深めの引き出しが2段ついたキャビネットです。

スライドランドリーキャビネット
スライドレール付ワイヤーバスケット。
積載荷重：約3.5kg（下段）

スライド2段引き出しキャビネット
扉を引くと、2段引き出しが一緒にでてきます。
積載荷重：約4.5kg/1段

スライドワイヤーラックキャビネット
扉を引くと、一体式ワイヤーラックが
一緒にでてきます。
積載荷重：約3.5kg/1段

ミドルキャビネット
ミラー貼り扉もお選びいただけます。
棚板積載荷重：約5kg/1段

ミラー貼り扉 手元灯・ミラー付キャビネット
ミラー・照明付のキャビネット
LEDライト：消費電力5.5W（3000K電球色） 
ミラー：防曇膜コーティング

サイドキャビネット
下部は前からの引き出し、
上部はオープンラックです。
積載荷重：約4.5kg

開き扉キャビネット
奥のものを見渡せる開き扉の
キャビネットです。

3段引き出しキャビネット
下部は引き出し3段、
上部は開き扉のキャビネットです。

4段引き出しキャビネット
下部は引き出し4段、
上部は開き扉のキャビネットです。

開き扉キャビネット
ベーシックなウォールキャビネット。
積載荷重： 棚板　約15kg/1段

薄型LEDライト付キャビネット
底面にLEDライト付です。
消費電量：4.5W/1灯・定格寿命40000時間

上置きキャビネット
トールキャビネットの上に
さらに積み上げられるキャビネット。

スライドバスケット
スライドレール付のバスケットです。
積載荷重：約5kg/1段

ランドリーバスケット
置き式の持ち運び可能なバスケット。
積載荷重：約4kg

照明コーニス
薄型LEDライト付コーニス
消費電量：4.5W/1灯
定格寿命：40000時間

シェルフボックス
トップは強化ガラス6mmを使用。
裏面はホワイトとシルバーのカラーが
選べます。前面は扉カラーから選べます。

ヘルスメーター収納キャビネット
巾木部分に体重計を収納できます。
体重計別途 W32.5×D30×H6.5cm 
3kg以下の体重計に対応

一面鏡
完全防湿ミラー、厚み5mm、
下地合板9mm（小口ABS樹脂ホワイト）付
オプションで防曇ヒーター取付可能

一面鏡
簡易防湿ミラー、厚み5mm
下地枠四方アルミエッジ
オプションで防曇ヒーター取付可能

※ミラーに関して
ミラーをカウンタートップから直にセットす
る場合には、完全防湿型ミラーをおすすめし
ます。三面鏡のセンター部などに設置する
60cm幅のミドルキャビネット専用開きミラ
ー扉は、鏡の表面に防曇膜コーティングを
施した曇りにくい鏡を使用しています。

トールキャビネット

ミドルキャビネット
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※ご紹介の他にも様々な形状、サイズの
　バリエーションをご用意しております。



WORK TOP
天板形状・天板種類のご紹介



※天板材により、形状の詳細は異なります。

TOP VARIATION

厚みおよそ4cm程度のフラットな天板形状
バランスのとれた落ちついた印象です。

ジュエルブラック ジュエルシルバー サンディヘイズ ローズティー アーモンドファッジ シュガーロック

ホワイトプラネット クランベリーソルト ミスティブラック クッキークランチ クラシックブラウニー

01

シイタケ

コーラルクレイ

ミンク クラムシェルユーコン チグリスサンド アーデンブルー

02

ビアンコドリフト コースタルグレー ウッドランズアルピナホワイト

チャコールソープストーン スタチュアリオ ブランコオリオン

03

天然のクォーツ（水晶）を粉砕したものとポリエステル系樹脂を圧縮硬化させ、高い硬度と粘り強さを複合させた人造石です。
人造石ならではの、洗練された豊富な色柄からお選びいただけます。
天然大理石・御影石と比較しても圧倒的に表面硬度が高いため、
傷や摩耗に強く、耐久性、耐汚染性にも優れており衛生的です。

クオーツエンジニアドストーン

スタンダード
スタンダード

キッチン

スタンダードよりも薄い見附の天板形状です。
軽やかでモダンな印象です。

スリム

ライジング

段をつけて下駄をはかせることにより、
天板が浮いたように見える形状です。
天板と扉の間にできた陰影がキッチンの意匠をより高めます。

ライジング

スリム スタンダード

洗面

ハイ

TOP VARIATIONキッチン 天板形状

洗面 天板形状

厚みおよそ3cm程度のフラットな天板形状
バランスのとれた落ちついた印象です。

スタンダード

厚みおよそ10ｃｍの厚い見附。
ホテルライクなラグジュアリーな印象です。

ハイ
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ホワイト スーパーホワイト スノー シルクホワイト フロスティホワイト

ホワイト ライトウォールナット ウォールナット ルフトアッシュ

ヘアライン

バイブレーション

スパークエンボス

アイガーグレー

カダム エドラ シリウス ベガ ダナエ

ベージュ ブラングレー ココア ブラック

シラスホワイト レインクラウド ホワイトリプル ウィッチヘーゼル クラムシェル

アクリル系の人工大理石です。美しさはもちろんのこと、衝撃や熱にも強く耐久性も兼ね備えています。
また、均質な無垢材で、耐水性にも優れ、メンテナンスも容易な素材です。大きなカウンターなど、
現場ジョイントが必要な場合にもシームレス加工が可能で、継ぎ目跡の見えにくい美しい仕上げができ、
加工性もよいのでキッチンプランの自由度が広がります。

人工大理石

モデスト

ケリヤ

コーリアン

※柄の方向性があります。キッチンカウンターの奥行きが65cmを超えると柄の連続性がなくなります。

磁器素材（セラミック）にガラス質と天然鉱物を融合させた新素材。
衛生的で熱や、キズに強く、しっとりと落ち着いた素材感が特徴です。

ウルトラセラミック

ステンレス

紙に熱硬化性樹脂を含浸させ、高温・高圧で成形した化粧カウンター。
天板トップから前木口にかけて1枚の材で成形しておりますので、
水にも強く意匠性の優れた素材です。

メラミンポストフォーム

※スタンダードには天板手前に
　水返しのついた形状もございます。

スタンダード

スリム

スタンダード

キッチン

ライジングスリム

TOP VARIATION

スタンダード

キッチン

スリム

TOP VARIATION

スタンダード

キッチン

スリム

TOP VARIATION

スタンダード

キッチン

スリム

TOP VARIATION

キッチン
TOP VARIATION

SUS304（18 -8ステンレス）仕様、
お掃除もしやすい耐久性の高いカウンタートップです。
※スタンダードは、水返しのついた形状もございます。見附形状詳細は別途お問い合わせください。
※表面仕上げは天板形状により異なります

スタンダード

洗面

ハイ
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ワークトップ 価格帯一覧

ホワイト ライト
ウォールナット

ウォールナット ルフトアッシュ

※天板価格帯は、スタンダード形状時の比較です。
　サイズや形状により表記と異なる場合がありますので目安としてご覧ください。

カダム エドラ シリウス ベガ ダナエケリヤ

ジュエル
ブラック

ジュエル
シルバー

サンディヘイズ ローズティー アーモンド
ファッジ

シュガーロック ホワイト
プラネット

クランベリー
ソルト

チャコール
ソープストーン

スタチュアリオ ブランコオリオン

ミスティ
ブラック

クッキー
クランチ

クラシック
ブラウニー

シイタケ ミンク クラムシェル ユーコン チグリスサンド アーデンブルー

ビアンコ
ドリフト

コースタル
グレー

ウッドランズ アルピナ
ホワイト

ホワイト スーパーホワイト スノー シルクホワイト フロスティ
ホワイト

アイガーグレー ベージュ ブラングレー ココア ブラック

シラスホワイト レインクラウド ホワイトリプル ウィッチ
ヘーゼル

クラムシェル

■人工大理石／コーリアン

■ウルトラセラミック

■人工大理石／モデスト

■クオーツエンジニアドストーン

■メラミンポストフォーム

コーラルクレイ

price
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自社工場での受注生産だからこそできる細やかな対応
クチーナキッチンは、カタログ掲載品以外にもお客様のご要望に応じてカスタムメイドでの対応も承っております。
下記でカスタムメイド品参考例をご紹介いたします。
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職人の手仕事でつくる特別注文のシンクを設置することも可能です。
手作業だからこそできる、角のシャープさや、多段式・一体の
洗剤ボックスなどの形状対応の豊富さも魅力的な美しいシンクです。

手板金シンク

木製カウンター

高級感と重厚感のある天然石を天板に使用したキッチン・洗面も製作可能です。
取り扱える石種につきましては、時期によっても異なります。

天然石

家具とも相性の良い柔らかい雰囲気の集成材カウンターは、
用途に合わせたデザイン・サイズで製作できます。

キッチンのデザインに合わせて無垢材の一枚板を使用した
贅沢なカウンターも特別注文にて承っております。
サイズ・樹種ともに一点物となります。

熟練の職人の厳しい感性が
CUCINAの確かな品質を支えます。



TOKYO YOKOHAMA NAGOYA

OSAKA KOBE FUKUOKA

OKINAWA SENDAI souks

〒150 - 0035 
東京都渋谷区鉢山町15 -1  
TEL:03 -3496 -1003（ショールーム直通）
TEL:03 -5458 -5500（代）

E-mail：mcss＠cucinastyle .jp
営業時間／9：30～17：30  
定休日／水曜日（年末年始・ＧＷ・お盆）

東京ショールーム

〒220 - 0004 
神奈川県横浜市西区北幸2-10 -39 日総第5ビル1F
TEL:045 -548 - 6400（ショールーム直通）
TEL:045 -323 - 6670（代）

E-mail：yokohama＠cucinastyle .jp
営業時間／9：30～17：30
定休日／火曜日・水曜日（年末年始・ＧＷ・お盆）

横浜ショールーム

〒460 - 0011 
愛知県名古屋市中区大須2-1-7
TEL:052 -209 -9191（代）

E-mail：nagoya＠cucinastyle .jp
営業時間／9：00～17：30
定休日／水曜日（年末年始・お盆）

名古屋ショールーム

〒550 - 0015 
大阪府大阪市西区南堀江１-７-１
TEL:06 - 6533 -3461（ショールーム直通）
TEL:06 - 6538 -3461（代）

E-mail：o -mssr＠cucinastyle .jp
営業時間／10：00～19：00
定休日／水曜日（年末年始・お盆）

大阪ショールーム

〒650 - 0044 
兵庫県神戸市中央区東川崎町１-８-５ 
umie立体駐車場１F
TEL:078 -361-2311（代）

E-mail：kobe＠cucinastyle .jp
営業時間／9：00～17：30（平日）
　       　 10：00～17：30（日曜・祝祭日）
定休日／年中無休（年末年始・ＧＷ・お盆を除く）

こうべショールーム

〒812 - 0018 
福岡県福岡市博多区住吉2-2 -1 
井門博多ビルイースト1F  
TEL:092 -262 -7717（代）

E-mail：fukuoka＠cucinastyle .jp
営業時間／9：00～18：00  
定休日／水曜日（年末年始・ＧＷ・お盆）

福岡ショールーム

〒901-2223 
沖縄県宜野湾市大山６-２５-６
TEL:098 -942 -9125（代）

E-mail：okinawa＠cucinastyle .jp
営業時間／9：00～18：00（平日）
　       　 10：00～18：00（日曜日）
定休日／年中無休（年末年始・ＧＷ・お盆を除く）

沖縄ショールーム

〒980 - 0021 
宮城県仙台市青葉区中央4-8 -3
ラ・シール仙台ビル3F
TEL:022 -716 - 6755（予約制）

E-mail：sendai＠cucinastyle .jp
営業時間 / 10：00～17：00
定休日 / 水曜・日曜日（年末年始・GW・お盆）

仙台ショールーム

〒152 - 0004 
東京都目黒区鷹番1-2 - 6
TEL:03 -5773 - 0722（ショールーム直通）

E-mail：info＠souks .jp
営業時間／10：30～19：30
定休日／水曜日（年末年始・お盆）

（スーク）

クチーナの使い心地や素材感・雰囲気を肌で感じて頂くために、9 カ所のショールームを開設しています。
多彩な商品をご覧頂くだけでなく、専任のアドバイザーによるコンサルティングやプランニングも承っております。

■ このカタログの内容は、2018年7月現在のものです。

■ 本カタログ掲載の仕様・外観・形状・寸法・カラー・価格は改廃等により、予告なく変更する場合や、品切れの発生する場合もございますので予めご了承下さい。

■ 本カタログ掲載の色柄写真は、部分画像です。イメージが異なることや、印刷物のため実際の色柄とは多少異なる場合がございます。現物サンプル等にて必ず確認して下さい。

■ クチーナの製品は、シックハウス対策の一環として、住宅部材表示ガイドラインに基づく使用面積制限を受けない

「F☆☆☆☆等級」の低ホルムアルデヒド仕様にて内装仕上材とも、ご提供しております。

お客様お一人お一人にきめ細やかなご対応をさせていただきたいと存じます。

ご案内、ご相談やお打ち合わせをご希望の際には、事前に各ショールームにお電話等にてご予約をお願いいたします。

ショールームにお越しの際は

SHOW ROOM

※輸入品がメインの家具セレクトショップになります

 INFORMATION

180701 KO
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http://www.cucinastyle.jp

produced by CUCINA

system kitchen & furniture 
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