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モデーロが一番大切にしていること。

人が自然に触れて五感で感じた幸せな気持ち。

しばらくその空気に包まれていたいという心地よさ。

モデーロのキッチンで過ごす人々に

そんな感動を届けたい。

心に響くキッチンを目指して・・・



「いいものをつくりたい」というシンプルな思い
永く愛されたいという願いのもと、モデーロのキッチンは届けられています。

同じ商品が大量に作られていく量産商品とは違い
オーダーメイドで一品一品

その道に誇りを持った職人たちの手により完成します。

確かな品質が信頼を育み、商品には1 0年保証というかたちとなりました。



「リビングに置く家具のようなキッチン」モデーロが追及してきたこと。

当たり前のようですがモデーロにはシステム化されたものはなく、
デザインを起こすベースとなるものが一切ありません。

建物の間取りや使い勝手などの細かな要望はもちろん、
リビングからの視線も意識したデザインを提案しています。







キッチンに求められる要素は時代と共に
常に変化しています。近年では、単なる
作業スペースではなく「魅せるキッチン」
が求められています。モデーロでは、コ
ンパクトで静かなレンジフードの開発や
雑多な生活用品を楽に収納できるカップ
ボードなど、独自のアイテムを用いた提案で
「魅せるキッチン」を実現させています。



家族でも食事の時間帯がバラバラといった

ライフスタイルが、近年少なくありません。

そのためか、″アイランドキッチンで簡単に

食事がとれるようにしたい″とのご要望を

よくお聞きします。しかし、キッチンの高さ

は H800 ～ H900 程度と様々です。そこで

食事となるとダイニングチェアとは異なる

高さの椅子が必要となります。モデーロでは、

使うときに跳ね上げるタイプのフラップテー

ブルをご提案しています。テーブルを持ち

上げると簡単にロックがかかり、閉じるとき

はボタン一つでロックの解除ができます。耐

荷重 80 ㎏と安心設計です。テーブルを閉じ

ている時には、デザインの一部となりスリッ

トに入る間接照明がより空間に彩りを与え

てくれます。

デザインと機能性を兼ね備えた

フラップテーブル

FLAP TABLE

14



キッチンは生活感のある家電製品や食品

など雑多な物が非常に多く集まる場所です。

モデーロでは、そういった生活感のあるもの

を収納できるご提案をしています。引き戸の

収納は開け放していても扉が邪魔になりま

せん。開け放して普段使われる時のデザイン

も考慮しており、収納を開けるとキッチンが

全く違う表情に変化するなど、オーダーなら

ではの遊び心が、使い始めてからの楽しみと

なります。

生活感のある家電製品は使いやすく

使わないときは隠せる収納ですっきりと

収納の中は大胆な遊び心で全く違う表情に

STORAGE
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機能性　　収納内部は、ご要望に合わせたデザインをい
たします。フライパンや調味料だけでなくキッチンペーパ
ーやミトン等も収納でき、お客様だけの使いやすさを追
求した収納スペースにすることが可能です。

引き戸/フラット仕様　　扉を閉じると表面がフラットに
なる引き戸収納です。扉の素材を自由にお選びいただけ
ますので、デザインのポイントにすることも可能です。

アイランドキッチンの普及により誕生したモデーロ発の新しい収納の形。クローズキッチンではフライパンや
使用頻度の高い調理道具を壁に掛け、立った姿勢のままでの作業が可能でした。ところがアイランドキッチン
ではカウンター下に収納するしかなく、姿勢を変えて出し入れしなければなりません。この収納は調理中に
必要な物にすぐ手が届く今までにない利便性を実現しています。



オープンキッチンの場合、レンジフードの存在

はお部屋全体の雰囲気を大きく左右します。

そこでモデーロはコンパクトで高性能なオリ

ジナルレンジフードを開発しました。機種はコ

ンロがアイランド側に位置している場合の下引

き排気仕様、コンロが外壁に面している場合の

壁抜き排気仕様をご用意しています。各フード

とも通常の3倍の風量の換気扇を使用し、コン

ロに近い位置で排気するため、一般的なレン

ジフードでは排出できない調理時のにおいま

でも吸い出してくれます。排気力が高いと気に

なるのは使用時の音ですが、モデーロオリジナ

ルレンジフードは、本体の換気扇が外部にあ

りますので室内は風を吸う音のみで大変静か

です。

ORIGINAL HOOD

圧迫感のないシンプルなデザイン

強力な排気力なのに音はとっても静か
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お手入れ　　本体はオールステンレスで、ツバの部分、
ガラリの部分は簡単に取り外しができ、全て分解すること
が可能です。吸い込み口本体も丸ごと抜けますので、屋外
で丸洗いしていただけます。

イメージ　　天井の高いLDKの大空間で悩ましいのが
レンジフードです。天井から下げるとなると、とても長い
ダクトが必要となり見た目にもあまり美しいとは言えま
せん。オリジナルフードは天井の高い空間を活かすのに
も最適です。

下引き排気　　アイランドキッチンの場合は、外部の換
気扇本体までダクトが床下を通ります。キッチンの片側が
外壁に面しているペニンシュラの場合は、キャビネット内
部をダクトが通ります。

調理時の煙は、上に上がるほど広がります。そのためアイランドキッチンに用いられる天井からのフードは
幅が大きくなっています。また、頭を打たないように身長より高い位置に設置するため、時としてお部屋への
圧迫感もでてきます。オリジナルフードはコンパクトなデザインで天井部分がすっきりとし、部屋に広がりを
出すことができます。



お手入れ　　吸い込み口となるガラリの部分は引き抜く
ことができ、丸洗いしていただけます。

イメージ　　上部に収納を設けることができますので調
味料などすぐに手元から取出せ大変便利です。

壁抜き排気　　コンロが外壁に面している場合に、直接
排気口を設けるタイプです。油汚れは煙が冷えて油となり
壁に付着したものです。普通のフードと比べ排気力の高
いオリジナルフードは壁や天井への油汚れも抑える効果
があります。

オープンキッチンで『厨房』という印象を一番に受ける要因はレンジフードと言っても過言ではありません。
壁抜きのオリジナルフードが室内に見えるのはスリムな吸い込み口だけです。さらにオリジナルフードの中
で最も吸い込み口と換気扇との距離が近く排気力が高い機種となり、機能性とデザイン性に非常に優れた
アイテムです。





キッチンのデザイン、形を司るカウンター
や扉の素材。カウンターも扉も見た目の
印象だけでなくその使い勝手も種類によ
って様々です。厳選されたそれぞれの素
材が持つ特性を活かしたデザインをご提
案しています。



どの素材を使用し、どのような厚みにするか。あるいはカウンターだけでなく、キッチンのサイドも同じ素材
で仕上げるなど、カウンターはデザインの要になる事もあります。使い勝手やデザインのお好みをお伺いし
ご提案しています。

ステンレス　　職人がひとつひとつ丁寧に仕上げる板金
タイプは重厚感があり、シャープな仕上がりがよりデザイ
ン性を高めます。傷が目立ち難いバイブレーション仕上
げ、シャープな印象のヘアライン仕上げからお選びいた
だけます。

クォーツ系人造石　　天然クォーツ（水晶）と天然石の砕
いたものを樹脂で固めた素材で、汚れが染み込みにくい
のが特徴です。耐衝撃性に優れ傷が付きにくく、メンテナ
ンスも非常に容易です。天然石より扱いやすいうえ、同様
の質感や風合いで高級感を演出できます。

人工大理石　　染みや反り・黄ばみなどクレームの原因
とされているポリ系素材は一切使用せず、アクリル系の
デュポン社製のみを使用。お手入れはクレンザーでお掃
除していただくと新品の状態がいつまでも保てます。

天然石　　基本的に御影石は汚れが染み込む心配がな
く、大理石に関しては汚れの染み込みを防ぐ撥水処理用
のワックスなどが開発されています。数ある中からお好み
の石をお選びいただき、大きな原石からカットすることも
可能です。



モデーロでは組み込む機器のメーカーを特に指定しておりません。メーカーは国産・輸入品を問わずお選
びいただけます。シンクの選択肢も豊富で、既製品でご満足いただけない方は特注でお作りすることも可
能です。

人工大理石シンク　カウンター
とのつなぎ目がない一体成型
が美しいシンク。アクリル系の
人工大理石のシンクは基本的
に白色なので、カウンターの色
も白っぽい色で統一するとより
一体感が増します。人工大理
石のカウンター同様クレンザー
でのお手入れで新品の状態が
保てます。

設備機器　　コンロ・食洗機・
フード・水栓金具などの設備
機器は、国産・輸入品問わず
各種取り揃えており、商品をご
説明した上でお客様の生活ス
タイルに合った商品をお選び
いただけます。フルオーダー
なのでどのメーカーの機器も
組み込むことが可能です。

ステンレスシンク ステン
レスシンクには、板金仕様・既
製品・セラミック塗装タイプが
あります。板金仕様の場合は、
水切りプレートやまな板を置
くステップバーをご要望に応
じて設けることができ、形状も
ミリ単位で自由な形にお作り
できます。



お部屋全体の印象は、オープンキッチン・クローズキッチンに関わらず扉によって変化します。モデーロで
はお好みやお部屋の雰囲気、建物に合わせて自由にお選びいただけます。カラー扉の種類には塗装扉・高
圧メラミン化粧扉があり、いずれの扉も豊富なお色目を取り揃えております。

高圧メラミン化粧扉　　最も傷に強く、お手入
れをしやすい素材です。熱や湿気による変質
もほとんどありません。メラミンの扉には他の
扉ではできない扉のふちまわりに表と異なる
色をお選びいただくことができます。これはモ
デーロ独自の技術が可能にしており、メラミン
扉特有のふちまわりのはがれやすさ等の欠点
を補い強固なものにしています。扉を開けた
時にだけ自分の好きな色が見えてくるという
さりげない演出が可能です。色や模様は、単色
・抽象柄・木目柄等、非常に表情豊かで種類の
多いメラミンメーカーのサンプル帳からお選
びいただけます。

塗装扉　　UVエナメル鏡面仕上げは、職人の
手作業での磨き上げによって実現する鏡のよ
うな輝きとやわらかい美しさが魅力です。鏡面
仕上げの中でも最も傷に強く、テーブルにも使
用される塗装です。ウレタンエナメル塗装半ツ
ヤ仕上げは、主張することなくどのようなイン
テリアにもなじみやすいソフトな表情が特徴
です。数万色あるカラーサンプルからお選びい
ただけます。



アルミ アルマイト仕上げ　　家具に用いた場合同じ金属
でもステンレスとは異なる優しい印象を与えてくれます。
モデーロではゴールドやブラック等様々な色目をご用意
しています。また、バイブレーションや和紙の風合いを持
つ素材等もあり、個性的な仕上がりが楽しめます。

天然木は木の種類からお選びいただけ、建具や床、家具に合わせた着色を施すことが可能です。他にも個
性的な表情を持つ鏡面メタリックエナメル塗装扉やアルミ扉などをご用意しています。

鏡面メタリックエナメル塗装　　金粉・銀粉を混ぜ、あえ
て色の濃淡をまだらにし、金属の風合いを表現。高級感
のある落ち着いた金錆・銀錆は、キッチン業界初のモデー
ロオリジナルの塗装です。

天然木扉　　木の種類によって木目の模様は様々です。
木目の模様のみで和風に感じたりモダンに感じたり、また
それを縦目に使うのか横目に使うのかで、全く違った表
情を見せてくれます。加工性に優れた木は框組にすると、
クラシックな印象にも仕上がります。白木のオークやメー
プル、木本来に色を持つチェリー・ウォールナット・チーク
等多くの種類の中からお選びいただけます。





キッチンにはデザイン性だけでなく、使
い心地も重要です。特に使い心地に関し
ては、限られたスペースに何をどう収納
するかなどの作業効率が影響します。モ
デーロでは物の種類や量など細かなヒア
リングをもとにお客様にぴったりの機能
的なキャビネットをご提案しています。
また、洋服の裏地部分にあたる扉のふち
まわりや引出しの底にもお好きな色をお
選びいただけ、さりげないデザインが使
い心地を向上させています。



引き戸内部　　引き戸内部には大きな空間を確保でき
るため、生活感の出てしまう冷蔵庫やワインセラーなどの
大きな家電製品も収納することができます。プランの自由
度の高さから、キッチン以外の生活用品やちょっとしたパ
ソコンスペースまで隠してしまうことも可能です。

引き戸内部　　ひとえに家電収納と言っても人それぞれ
お手持ちの家電製品の数は様々です。使用頻度や使いや
すい高さなどを考慮し、収納内部をデザインしていきます。

オープンスタイルが主流となった近年では、生活感のあるものは全て収納して隠したいとのご要望を多く
お聞きします。中でも引き戸による収納方法は人気が高く、その扉にはインテリア全体を考えると赤や黄色
を用いることはためらってしまいます。モデーロはオーダーキッチンである特性を活かし引き戸内部や、扉
に好きな色を入れる事で表とは全く違った表情をお楽しみいただいております。



モデーロのキッチンには使われる方への細かな気遣いが多く隠れています。例えば、家電製品を乗せた
スライドテーブルを収納する際にコードが挟まって完全に閉まらないといった小さなストレスを感じない
よう後ろに少し隙間を開けるなど、使ってみて初めて分かるモデーロのキッチンならではの良さを是非
感じてみてください。

引出しの底　　お皿や調理用品などを収納すると少しし
か見えない箇所ではありますが、その分キッチン全体の
デザインを損ねることなく個性を出して大胆な色を入れ
ることもできます。

スライドテーブル　　 引き戸内部に収納した家電製品を
引出して使用したり、オーブンから取り出したものを一旦
置くちょっとした作業台として使用したりすることができ
ます。

コンセント　　コンセントを設けにくいアイランドキッチ
ンにも取り付けが可能です。目立たないカウンターと扉
の間にある手がかりの部分や足元に取り付ければ、キッ
チンのデザインを損なうこともありません。

ハンガーパイプ　　一般的に収納外部に取り付けるハン
ガーパイプですが、写真のように収納内部にも取り付け
ることもできます。ミトンやエコバッグ等を人目につかな
い状態で整理するのに非常に便利です。





オープンキッチンが主流となり、キッチ
ンには家具のような要素が求められつつ
あります。キッチン本体を形作る木材も、
しっかりとした構造の材料を使うことで
高い品質を実現しています。それは使い
勝手のみならず、キッチンが家具として
感じるためにも大変重要なことなのです。
モデーロのキッチンには目に見えないと
ころにまでこだわる質の高いものづくり
の理念が息づいています。一見家具のよ
うな色目使いのキッチンも近くで見ると
設備の域から脱しないのは家具の方がよ
り繊細な作りが求められているからです。



反り止めボルト　　扉は木で
できています。 大きな扉は、
エアコンの風などの影響で反
る事も考えられます。そこでモ
デーロでは、大きな扉には上
から下まで反り止めボルトを
埋め込んでいます。大きな扉
を用いたデザインには、この
反り止めが欠かせません。こ
のボルトは扉が反ってしまっ
た場合でも後から反りを戻す
調節機能が備わっています。

棚ダボ　　ピンに棚板を乗せ
るだけの棚ダボは、食器など
重量のある物を収納すると、
時間と共に棚板がたわんでし
まいます。モデーロが使用す
る棚ダボは、はめ込むタイプ
で、棚板に荷重がかかると側
板を引き付け可動板が固
定棚のような働きをし、た
わむことのない強い構造と
なる棚ダボです。

丁番　　丁番には扉を左右・
上下・奥行方向と調節ができ
る性能がついています。位置
を合わせた後ビスで固定する
物が一般的ですがモデーロで
はビスで固定せず時計のよう
なギア式を採用。長年お使い
いただいても狂うことがあり
ません。ソフトクローズ仕様で
閉める際もゆっくり閉まります。

住宅の中で最も酷使される場所であるキッチンに10年間保証をおつけしているのは、品質に対する確かな
自信と、お客様に永く快適にお使いいただきたいという思いからです。例えばキッチン本体に使用する丁番
や引出しレールなどの金物、棚ダボひとつに至るまで厳選した最高級品のみを使用しています。



無垢の集成材　　繊維の方向を揃え、接着した材料を集
成材と言います。この集成材を互い違いにそろえた板で
挟むことにより、あらゆる方向からの衝撃に耐えうる素材
となります。この素材を使用しているからこそ10年使って
いただいても狂いやひずみが発生しないのです。

パーティクルボード  　木片を接着剤と熱圧で押し固めて
形成された材料で、主に廃材や建築解体材をリサイクル
して生産されます。経済的な材料で量産に向いており、キ
ッチン業界では当たり前に使用しています。ところが水分
や湿気、外部からの衝撃に弱いため、キッチンの材料とし
ては本来向いていません。モデーロではこれらを一切使
用していません。

「目に見えないところにまでこだわる質の高いものづくりの理念」キャビネットの構造材はまさに人目には
全く触れない部分の材料です。モデーロではこの部分にもこだわり抜いた素材を使用しています。この見え
ないこだわりが家具として緻密に作りこむための大切な要素となっています。

一般的なキッチンの素材モデーロで使用している素材







キッチンを家具として捉え追求してきた
モデーロでは、テレビボードや洗面化粧
台、下足などの家具も空間に合わせてト
ータルでお作りすることができます。各
家庭によりライフスタイルは様々で、そ
の生活に家具は密接に関わっています。
しかし気づかないうちに既製品にスタイ
ルを合わせていることも少なくありませ
ん。モデーロでは使い勝手を突き詰めて
いくことでより生活に寄り添ったものを
ご提案しています。一流の職人が作る上
質な家具は高級感があり、使い心地も抜
群です。





最後までご覧いただきありがとうございます。もしこのカタログでモデーロのキッチンに魅力を感じていた
だけたなら幸いです。写真と実物では印象が異なりますので是非一度ショールームへお越しくださいませ。
お客様一人一人にヒアリングを行うため、ショールームは全日予約制とさせていただいております。

キッチンショールーム　※予約制
〒564-0063　
大阪府吹田市江坂町 2-6-10　江坂 DA プラザ１F
TEL  06-6368-7152  
営業時間 /10:00 ～ 18:00　定休日 / 祝日
※ショールームのご予約は平日（月～金曜日）
9:00 ～ 18:00 の間にお電話くださいませ。

モデーロ　
〒564-0063　大阪府吹田市江坂町 2-6-10
TEL  06-6368-7152  FAX  06-6368-7153
営業時間 /10:00 ～ 18:00　
定休日 / 土曜日・日曜日・祝日
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