
竹内　千夏様邸 見積番号： 日付：W201345-01 (UB93752) 2020年09月07日

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

画像はイメージです

サザナ　ＨＴシリーズ  Ｓタイプ
１６１６（１坪サイズ）
うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］

Selected Color 注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは２枚目をご覧ください

ﾎﾜｲﾄ(ﾗｸﾞ調) ﾎﾜｲﾄ ｸﾚｱﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ

床 カウンター 壁：アクセントパネル 壁：周辺パネル 浴槽 浴槽エプロン

HTV1616USX1**
KNR6N VML2W IKJN1 SRN38 YAUC1 YJA01

お掃除ラクラクほっカラリ床

入った瞬間から心地よく、
親水パワーでお掃除ラクラク。

ゆるリラ浴槽

「気持ちいい」を科学したら、
このカタチになりました。

コンフォートシャワーバー

高さも、角度も自由自在。

浴槽

ゆるリラ浴槽：ＦＲＰバス(ﾎﾜｲﾄ)(ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ排水栓)

魔法びん浴槽

魔法びん浴槽あり

ふろふた

ﾗｸかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたﾌｯｸ付(ﾎﾜｲﾄ)

カウンター

お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー

コンフォートシャワーバー

洗い場水栓

スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］(一般地仕様)

シャワーホースフック

シャワーホースフック（メタル調）

照明

ｼｰﾘﾝｸﾞ照明 1灯(LEDﾗﾝﾌﾟ)

換気

換気暖房乾燥機(1室換気100V) ﾋｶﾙﾘﾓｺﾝ(ﾒﾀﾙ調)なし



竹内　千夏様邸 見積番号： 日付：W201345-01 (UB93752) 2020年09月07日

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

天井

平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH2150）

タオル掛け

タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡

お掃除ﾗｸﾗｸ 縦長ﾐﾗｰ(W298×H1175)

収納

収納棚 W260･側面2段(ﾎﾜｲﾄ)

ドア

ｽｯｷﾘﾄﾞｱ折戸(W800･H2000･ﾎﾜｲﾄ)

手すり（浴槽横）

I型ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰ:L=600(ホワイト)

ランドリーパイプ

ランドリーパイプ１本、ホルダー４個（ホワイト）

窓枠

フリーサイズ窓枠750×910×200(ホワイト)

Color Variation ※ はお見積りカラーです

■床

ﾎﾜｲﾄ(ﾗｸﾞ調) ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾗｸﾞ調) ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾗｸﾞ調) ﾌﾞﾗｳﾝ(ﾗｸﾞ調) ﾎﾜｲﾄ(ﾀｲﾙ調) ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾀｲﾙ調) ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾀｲﾙ調)

ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ(ﾀｲﾙ調) ｺｰﾗﾙ(ﾀｲﾙ調) ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ(ﾀｲﾙ調) ﾌﾞﾗｯｸ(ﾀｲﾙ調) ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

■カウンター

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭN ﾌﾞﾗｯｸ

■壁：アクセントパネル

ﾃｨﾝﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ ﾛﾌﾞｽﾄｸﾞﾚｰ ﾘﾌﾙﾎﾜｲﾄ ﾘﾌﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾏﾙｷｰﾅｸﾞﾚｰ ﾙﾃｨｼｭﾋﾟﾝｸ ﾌｧｾｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾌｧﾙﾃｨｳｯﾄﾞ ﾀﾙｼｱﾍﾞｰｼﾞｭ ﾉﾙﾃﾞｨｸﾞﾚｰｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰ ﾄﾞﾚｰﾌﾟｺｰﾗﾙ ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏｸﾞﾘｰﾝ ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏﾋﾟﾝｸ

ｾｲﾗﾝ ｸﾚｱﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｸﾚｱﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

■壁：周辺パネル

ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ

■浴槽

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭN ﾋﾟﾝｸN ｱｸｱN

■浴槽エプロン

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟﾝｸN ｱｸｱN ﾌﾞﾗｯｸ















































1 / 2御見積書
見積番号 W201345-01
2020年09月07日

希望小売金額（税抜） ¥1,735,400

※必ず詳細でご確認下さいますようお願い申し上げます。

納入予定時期

運        賃

荷   造   代

見積有効期限

消 費 税 等

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

３０日

別途

現   場   名 竹内　千夏様邸 捺  印  欄

受渡し 場所

御支 払方法

※「注○週」は受注生産品です。ＴＯＴＯにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。

品　　　　番
品　　　　名

数量 希望小売単価 希望小売金額 受後納期
(税抜) (税抜)

システムバスルーム一式（№：UB93752）  1  1,081,050

＊詳細は別紙にてご確認下さい。

＊＊＊　セット計　＊＊＊  1  1,081,050  1,081,050

オクターブ一式（№：LSA4812）  1  313,100

＊詳細は別紙にてご確認下さい。

＊＊＊　セット計　＊＊＊  1  313,100  313,100

ＮＪ１

CES998#NW1  1  232,000  232,000 注２週001

ウォシュレット一体形便器ＮＪ１

セット小計  232,000

＊＊＊　セット計　＊＊＊  1  232,000  232,000

レストルームおすすめプラン（№：RX65235）  1  109,250

＊詳細は別紙にてご確認下さい。
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2 / 22020年09月07日

W201345-01見積番号

※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※「注○週」は受注生産品です。ＴＯＴＯにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。

品　　　　番
品　　　　名

数量 希望小売単価 希望小売金額 受後納期
(税抜) (税抜)

＊＊＊　セット計　＊＊＊  1  109,250  109,250

＊＊＊＊＊＊　希　望　小　売　金　額　合　計　＊＊＊＊＊＊ ¥1,735,400

・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なることがございます。
・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
・◆マークは、ＴＯＴＯがおすすめする高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。
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システムバスルーム
御見積書

見積番号 W201345-01
2020年09月07日

UB93752（ ）

希望小売金額（税抜） ¥1,081,050

※必ず詳細でご確認下さいますようお願い申し上げます。

納入予定時期

運        賃

荷   造   代

見積有効期限

消 費 税 等

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

３０日

別途

現   場   名 竹内　千夏様邸 捺  印  欄

受渡し 場所

御支 払方法

※「注○週」は受注生産品です。ＴＯＴＯにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。

受後納期品　　　　番
品　　　　名

数量 希望小売金額
(税抜) (税抜)

希望小売単価

システムバスルーム　１坪　一式

■本体・セレクト

HTV1616USX1CH  875,000 875,000 1001

サザナ　ＨＴシリーズ　Ｓタイプ

KNR6N  16,300 16,300 1002

手すり

VML2W  17,800 17,800 1003

窓枠

IKJN1  135,800 135,800 1004

換気

SRN38  8,350 8,350 1005

シャワー

YAUC1  14,700 14,700 1006

追焚加工

YJA01  13,100 13,100 1007

追焚受け皿

■備考

セレクトの金額は本体価格に対する差額です。単品は2019年10月1日以降の価格が表示されております。

■仕様

「納期はバスルーム本体、※※納期※※
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2 / 32020年09月07日

W201345-01見積番号

）（ UB93752

※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※「注○週」は受注生産品です。ＴＯＴＯにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。

受後納期品　　　　番
品　　　　名

数量 希望小売金額
(税抜) (税抜)

希望小売単価

セレクト・オプション共に約２週間です※※納期※※

（スライドチェアのみ４週間）」※※納期※※

天井・壁断熱なし／床断熱あり断熱

お掃除ラクラクほっカラリ床床

ホワイト（ラグ調）床

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）床

なし床ワイパー

正面／クレアライトグレーアクセントパネル

周辺パネル／プリエホワイト周辺パネル

収納棚／Ｗ２６０／側面／２段カウンター上収納棚

ホワイト上収納棚カラー

カウンター下収納棚なしカウンター下収納棚

スッキリドア／折戸／Ｗ８００／Ｈ２０００スッキリドア

ホワイトドアカラー

★三乾王／１室換気換気

（抗菌・防カビ仕様）換気

ＡＣ１００Ｖ／浴室内リモコン無し換気

ランドリーパイプ１本付き／ホワイト換気

平天井２分割（壁高さＨ＝２１５０）天井

（抗菌・防カビ仕様）天井

スッキリ棚水栓（棚Ｗ２１５）洗場水栓

エアインクリックシャワー（メタル調）シャワーヘッド

基本仕様はバス水栓なしです。バス水栓

お湯張り機能付給湯機をセットして頂くか、バス水栓

バス水栓をセレクトして下さい。バス水栓

ＦＲＰ浴槽材質

ゆるリラ浴槽浴槽仕様

ワンプッシュ排水栓浴槽排水栓

浴槽内ステップ付浴槽仕様

ホワイト浴槽カラー

ハンドグリップなし浴槽仕様

ホワイト浴槽エプロン

魔法びん浴槽浴槽保温

魔法びん浴槽はＪＩＳ高断熱浴槽の基準を浴槽保温

満たしています（ブローバスＳＸⅡ付除く）浴槽保温

お掃除ラクラクカウンターカウンター

ホワイトカウンターカラー

シルバー水栓棚

お掃除ラクラク鏡鏡

縦長ミラーＷ２９８×Ｈ１１７５鏡

シーリング照明／ＬＥＤ／電球色照明

コンフォートシャワーバースライドバー

タオル掛け／ホワイトタオル掛け

ドア外タオル掛けなしタオル掛け

ラクかるふろふた２枚割ふろふた

フック／３点留め／ホワイトふろふた

(セレクト)
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3 / 32020年09月07日

W201345-01見積番号

）（ UB93752

※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※「注○週」は受注生産品です。ＴＯＴＯにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。

受後納期品　　　　番
品　　　　名

数量 希望小売金額
(税抜) (税抜)

希望小売単価

KNR6N  　浴槽横I型ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰ(L=600)ﾎﾜｲﾄ手すり

VML2W  　ﾌﾘｰｻｲｽﾞ窓枠750X910X200  (窓枠:ﾎﾜｲﾄ)窓枠

IKJN1  　★三乾王1室換気100V ﾘﾓｺﾝなし(抗菌・防ｶﾋﾞ仕様)換気

SRN38  　ｴｱｲﾝｸﾘｯｸｼｬﾜｰ(ﾒﾀﾙ調)シャワー

YAUC1  　ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ位置:浴槽側面 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ+ｺﾞﾑﾎｰｽ付追焚加工

YJA01  　追焚循環ｱﾀﾞﾌﾟﾀ水受けﾄﾚｲｾｯﾄ追焚受け皿

セット小計  1,081,050

＊＊＊　セット計　＊＊＊  1  1,081,050  1,081,050

＊＊＊参考組立費計＊＊＊  1  0

＊＊＊ セット合計 ＊＊＊  1  1,081,050 ¥1,081,050

・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なることがございます。
・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
・◆マークは、ＴＯＴＯがおすすめする高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。
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