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リニューアル関連部材一覧

２

１

幅６０cm用

②
台
輪

①
置
台

現地組立て方式

品 番

寸 法

希　望
小売価格

品 番

タイプ
品 名

寸 法

希　望
小売価格

品 番

タイプ

品 名

寸 法

希　望
小売価格

品 番

寸 法

希　望
小売価格

品 番

寸 法

希　望
小売価格

②台輪

台輪

飾り板（同梱品）

置台（キャビネット）

排気口ふた

AD-KZ036H
5,500円（税抜5,000円）

台輪：（約）幅６００×奥行４８９×高さ５０mm（金具部含み８０mm）　飾り板：（約）幅６００×高さ１１０ mm

現地組立方式（全面天板有り） 組立完成品（前から１３cm天板有り）
両開扉タイプ 両開扉タイプ スライド扉タイプ

両開扉タイプ 両開扉タイプ スライド扉タイプ

幅７５cm、９０cmの一体型
フロアキャビネット対応

KFタイプで幅７５cmまたは９０cmの一体型キャビネットの場合、
下記作業が必要になります。
①旧キャビネットのトビラとヒンジを外す
②旧キャビネットのテンイタをガワイタの
　内側から切断し、取り外す
③置台（キャビネット）AD‐SKK60AK
　または AD‐SKK60AWの取り付け

キッチン
高さ
８０cm

キッチン
高さ
８５cm

21,340円（税抜19,400円）

（約）幅５９４×奥行５１２×
高さ５１５mm

22,000円（税抜20,000円）
（約）幅６００×奥行５４１（取っ手除く）×高さ５７５mm

2,200円（税抜2,000円）

（約）幅６００×奥行５０×高さ２０mm

間口幅６０cm用

幅６０cm用

AD‐SKK60AK
（扉：ブラック）

AD-SKK60AW
（扉：ホワイト）

AD‐GFE01A

AD-KZ039HK2（扉：ダークグレー）
AD-KZ039HW2（扉：ホワイト）

AD-KZ039HK2（扉：ダークグレー）
AD-KZ039HW2（扉：ホワイト）

22,000円（税抜20,000円）

（約）幅６００×奥行５４１（取っ手除く）×高さ５７５mm

26,400円（税抜24,000円）

AD-KZ6D80Z1HK（扉：ダークグレー）
AD-KZ6D80Z1HW（扉：ホワイト）

（約）幅６００×奥行５４０（取っ手除く）×高さ５７５mm

30,800円（税抜28,000円）

AD-KZ6S80Z1HK（扉：ダークグレー）
AD-KZ6S80Z1HW（扉：ホワイト）

26,400円（税抜24,000円）

AD-KZ6D85Z1HK（扉：ダークグレー）
AD-KZ6D85Z1HW（扉：ホワイト）

（約）幅６００×奥行５４０（取っ手除く）×高さ６２５mm

30,800円（税抜28,000円）

AD-KZ6S85Z1HK（扉：ダークグレー）
AD-KZ6S85Z1HW（扉：ホワイト）

※台輪は現地組立方式のみ組み合せ可能です。

下面両面テープ付

テンイタの前ハリ部とガワイタは、
ビスで固定されています。
切断時は、金ノコをご使用ください。

注 意

テンイタ

ヒンジ
トビラ

全
体
姿
図（
①
②
）

タイプ

※②の台輪と一緒に
　ご使用ください。

パナソニック リビング（株）
システム部材開発センター扱い

（06）6942-6202

姿 図
前パネル 品　番 寸　法 希望小売価格 対応機種

リニューアル関連部材一覧

（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ２１mm 4,400円
（税抜4,000円）AD-KZ043-25（ブラック）（２５mm用）

（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ２１mmAD-KZ043S-25（シルバー）（２５mm用）
（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ４６mmAD-KZ043-50（ブラック）（５０mm用）
（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ４６mmAD-KZ043S-50（シルバー）（５０mm用）
（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ７６mmAD-KZ043-80（ブラック）（８０mm用）
（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ７６mmAD-KZ043S-80（シルバー）（８０mm用）

高さ寸法
（約）

対応機種

品 名

品 番

品 名

AD-KZ045D（ブラック）

3,300円（税抜3,000円）

24mm

吸気口カバー※2

ワークトップ前垂れ部下と機器本体正面
上とのすき間対応部材：前面吸気機種用

前飾り枠※2

ワークトップ前垂れ部下と機器
本体正面上とのすき間対応部材

AD-KZ045C（ブラック）

3,300円（税抜3,000円）

24mm

AD-KZ044-25（ブラック）（２５mm用）（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ２１mm

AD-KZ044S-25（シルバー）（２５mm用）（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ２１mm

AD-KZ044-50（ブラック）（５０mm用）（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ４６mm

AD-KZ044S-50（シルバー）（５０mm用）（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ４６mm

AD-KZ044-80（ブラック）（８０mm用）（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ７６mm

AD-KZ044S-80（シルバー）（８０mm用）（約）幅５９４×奥行４７.５×高さ７６mm

品 番

品 名

寸 法

タイプ
支持金具セット

トッププレート幅７５cm専用
AD-KK75BS-A

22,000円（税抜20,000円）希　望
小売価格

希　望
小売価格

・コンロ支持金具：
 （約）幅９５×奥行４２０×高さ１１０mm
・化粧パネル支持金具：
 （約）幅９０×奥行７５×高さ１９５mm
・化粧パネルU：
 （約）幅７１×奥行１５※×高さ１６９mm
　※（位置決めピン・マグネットキャッチ部を除く）

間口寸法
750mm

開口穴
横幅寸法
710mm

キャビネット
前面（扉前面）

支持金具セット取り付け可能なワークトップ開口部周辺の寸法

開口穴奥行寸法
460mm

ワークトップ

キャビネット側板（左右）※

間口は750mmあるが、扉裏から
奥で750mm幅より内側に側板が
出ているキャビネット

取り付けできない例
※支持金具セット取り付けの
ため、キャビネットの左右側
板間の内寸法（間口寸法）
750mmは、キャビネット
前面から背板まで必要。

姿 図

KZ-G33XST・G32EST・
G32AST・G32AS・
G32AK・G22CL3

※1 掲載機種以外の装着可能機種はパナソニック リビング（株）システム部材開発センターまでお問い合わせ願います。
※2 Aシリーズ・Yシリーズ・Bシリーズ・YSシリーズ・XJシリーズ・W1タイプ・KZ-G33XST・G32シリーズ・KZ-G22CL3吸気口カバー・前飾り枠の標準装備
　　（本体同梱）は、10mmです。
●ワークトップ前垂れ部下と機器本体正面上とのすき間対応部材としては旧機種用に『前飾り枠（AD-KZ045B、AD-KZ046B』があります。対応機種・対応
　高さ等の詳細はパナソニック リビング（株）システム部材開発センターまでお問い合わせ願います。
☆掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

化粧
パネルU

既存
キャビネット

コンロ支持金具

化粧パネル
支持金具

間口寸法
750mm

キャビネット扉

側板 背板

KZ-AN77K・AN77S・AN76S・AN57S・
AN56S・AN37S・AN36S・AN27S・AN26S・
CA77NK・CA77NS・CA76NS・CA57NS・
CA56NS・CA37NS・CA36NS・CA27NS・
CA26NS・PA77NS・PA76NS・PA57NS・
PA56NS・RA37NS・RA36NS・YP77S・
YP77K・YP76S・YP57S・YP56S・YP37S・
YP36S・YP27S・YP26S・YG57S・CY77PS・
CY77PK・CY76PS・CY57PS・CY56PS・
CY37PS・CY36PS・CY27PS・CY26PS・
PY77PS・PY76PS・PY57PS・PY56PS・
RY37PS・RY36PS・BNF37S・BNF36S・
BN37S・BN36S・YSF37S・YSF36S・YS37S・
YS36S・XJ26DST・XJ26DS・W173S・W163S

KZ-W173S・W163S KZ-G33XST・G32EST・
G32AST・G32AS・
G32AK・G22CL3

AD-KZ045E（ブラック）

8,140円（税抜7,400円）

24mm

KZ-AN77K・AN77S・AN76S・AN57S・AN56S・AN37S・
AN36S・AN27S・AN26S・CA77NK・CA77NS・CA76NS・
CA57NS・CA56NS・CA37NS・CA36NS・CA27NS・
CA26NS・PA77NS・PA76NS・PA57NS・PA56NS・
RA37NS・RA36NS・YP77S・YP77K・YP76S・YP57S・
YP56S・YP37S・YP36S・YP27S・YP26S・YG57S・
CY77PS・CY77PK・CY76PS・CY57PS・CY56PS・
CY37PS・CY36PS・CY27PS・CY26PS・PY77PS・PY76PS・
PY57PS・PY56PS・RY37PS・RY36PS・BNF37S・BNF36S・
BN37S・BN36S・YSF37S・YSF36S・YS37S・YS36S・
XJ26DST・XJ26DS

パナソニック リビング（株）
システム部材開発センター扱い

（06）6942-6202

（ （（ （

☆掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

4,620円
（税抜4,200円）

4,620円
（税抜4,200円）

4,840円
（税抜4,400円）

4,510円
（税抜4,100円）

4,730円
（税抜4,300円）

4,400円
（税抜4,000円）

4,620円
（税抜4,200円）

4,620円
（税抜4,200円）

4,840円
（税抜4,400円）

4,510円
（税抜4,100円）

4,730円
（税抜4,300円）




