
施工会社名

アクセスコード

作成日

製品名 設置場所 提案 No.

お施主様名 様

アクセスコードを使って、プランの再選択ができます。ツールへのアクセスは上の QR コードから。

イメージCG カラー

パーツ

ウォールゼットエノーク2

竹内 株式会社　久木野工務店

NP8198525679シューズクローク

2020年9月8日

  1

収納量

メンズなら30足

レディースなら42足

ブーツ3足



施工会社名

アクセスコード

作成日

製品名 設置場所 提案 No.

お施主様名 様

アクセスコードを使って、プランの再選択ができます。ツールへのアクセスは上の QR コードから。

プラン図面

寸法単位：mm

ウォールゼットエノーク2

竹内 株式会社　久木野工務店

NP8198525679シューズクローク

2020年9月8日

  1

奥行：300mm

壁：両壁あり/右壁あり
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パイプフック



下記の通り、御見積申し上げます。

【 見　積　条　件 】 【 内　訳 】

納　　期　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

【 設計金額 】

有効期限　　：  見積日より３ヶ月間有効

設計金額 （税別） （プランセレクトツールで作成）

お施主様名： アクセスコード：

施工会社様：

御　　見　　積　　書

見積日：

【 特　記　事　項 】

御見積書に消費税は含まれておりません（税別）

金額は商品価格のみで、組立て代金、取付費、運賃は含みません

資材、副資材高騰の場合は、別途協議させて頂きます

現場の状況等により、内容、金額が変わる場合があります

ご注文の際は内容を必ずご確認頂き、見積書、明細書を添付し、

施工会社様・建材店様へご依頼ください

お問合せの際はアクセスコード、提案№をお申し付けください

取引条件　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

納入方法　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

納　　期 ： 施工会社様・建材店様へお問合せください

納入場所　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

/ 

竹内　様

株式会社　久木野工務店

2020年9月8日

NP8198525679

001 シューズクローク 109,900

1 2

\109,900

選択したプランに仕様変更となるパーツを含む場合がございます選択したプランに仕様変更となるパーツを含む場合がございます

内容については弊社ホームページか販売員にご確認ください内容については弊社ホームページか販売員にご確認ください



（プランセレクトツールで作成）

見　 積 　明 　細 　書

見積日：

お施主様名： アクセスコード：

施工会社様：

商品コード 商品名 サイズ 色柄 数量　単位 設計単価 設計金額

 /  / 

竹内　様

株式会社　久木野工務店

2020年9月8日

NP8198525679

001 シューズクローク 合計 109,900

2 2

Ａ面 小計 109,900

14901908 エノーク２　天板　Ｅ２ＴＴ－Ｄ３Ｗ１９－ＬＷ 20×300×1970 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 7,900 7,900

14901945 エノーク２　背壁桟木　Ｅ２ＳＳ－Ｗ１９－ＬＷ 20×60×1950 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 6,600 6,600

14902038 エノーク２側板　Ｅ２ＴＧ－Ｄ３Ｈ１９－２－ＬＷ－Ａ 20×295×1961 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 16,300 16,300

14902044 エノーク２仕切板　Ｅ２ＴＳ－Ｄ３Ｈ１９－ＬＷ－Ａ 20×295×1961 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 2 ｾｯﾄ 9,400 18,800

14901958 エノーク２　棚板　Ｅ２ＴＡ－Ｄ３Ｗ０６－ＬＷ 20×290×600 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 7 ｾｯﾄ 2,500 17,500

14901959 エノーク２　棚板　Ｅ２ＴＡ－Ｄ３Ｗ０８－ＬＷ 20×290×800 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 3,000 3,000

14901987 エノーク２樹脂棚板　Ｅ２ＴＪ－Ｄ３Ｗ０６－２－ＬＷ 12×290×598(600) ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 3 ｾｯﾄ 3,500 10,500

14901989 エノーク２樹脂棚板　Ｅ２ＴＪ－Ｄ３Ｗ０８－２－ＬＷ 12×290×798(800) ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 3 ｾｯﾄ 4,500 13,500

14902013 エノーク２　上吊ハンガーパイプ　Ｅ２ＵＰ－Ｌ０６ 531(600) ｼﾙﾊﾞｰ 1 ｾｯﾄ 3,400 3,400

14902020 エノーク２　ブーツハンガー　Ｅ２ＯＢ－１ 　 3 ｾｯﾄ 4,000 12,000

14902021 エノーク２　ハンガーパイプフック　Ｅ２ＰＦ 　 ﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 400 400



アクセスコードでお気に入りプランを呼び出す方法

提案書・図面・見積書に記載のアクセスコードを、ホームページ上で入力すると、プランを呼び出すことができます。
プランをお施主様または施工会社様がご覧になったり、別の端末で閲覧する際にご利用ください。

提案書 見積書図面

Copyright ©  NANKAI PLYWOOD CO. ,  Ltd.   Al l  R ights Reserved.    

提案書・図面・見積書のアクセスコードは全て同じものです。

ホームページ

ツールへのアクセスはこちらから

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


施工会社名

アクセスコード

作成日

製品名 設置場所 提案 No.

お施主様名 様

アクセスコードを使って、プランの再選択ができます。ツールへのアクセスは上の QR コードから。

イメージCG カラー

パーツ

ウォールゼットエノーク2

竹内 株式会社　久木野工務店

NP4425649039シューズクローク

2020年9月12日

  1

収納量

メンズなら24足

レディースなら32足

ブーツ0足



施工会社名

アクセスコード

作成日

製品名 設置場所 提案 No.

お施主様名 様

アクセスコードを使って、プランの再選択ができます。ツールへのアクセスは上の QR コードから。

プラン図面

寸法単位：mm

ウォールゼットエノーク2

竹内 株式会社　久木野工務店

NP4425649039シューズクローク

2020年9月12日

  1

奥行：300mm

壁：両壁あり/左壁あり/右壁あり

● ●
～840
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施工会社名

アクセスコード

作成日

製品名 設置場所 提案 No.

お施主様名 様

アクセスコードを使って、プランの再選択ができます。ツールへのアクセスは上の QR コードから。

イメージCG カラー

パーツ

ウォールゼットエノーク2

竹内 株式会社　久木野工務店

NP4425649039シューズクローク

2020年9月12日

  2

収納量

メンズなら24足

レディースなら32足

ブーツ0足



施工会社名

アクセスコード

作成日

製品名 設置場所 提案 No.

お施主様名 様

アクセスコードを使って、プランの再選択ができます。ツールへのアクセスは上の QR コードから。

プラン図面

寸法単位：mm

ウォールゼットエノーク2

竹内 株式会社　久木野工務店

NP4425649039シューズクローク

2020年9月12日

  2

奥行：300mm

壁：両壁あり/左壁あり/右壁あり

● ●
～840

●

●
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1

● ●
～800



下記の通り、御見積申し上げます。

【 見　積　条　件 】 【 内　訳 】

納　　期　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

【 設計金額 】

有効期限　　：  見積日より３ヶ月間有効

設計金額 （税別） （プランセレクトツールで作成）

お施主様名： アクセスコード：

施工会社様：

御　　見　　積　　書

見積日：

【 特　記　事　項 】

御見積書に消費税は含まれておりません（税別）

金額は商品価格のみで、組立て代金、取付費、運賃は含みません

資材、副資材高騰の場合は、別途協議させて頂きます

現場の状況等により、内容、金額が変わる場合があります

ご注文の際は内容を必ずご確認頂き、見積書、明細書を添付し、

施工会社様・建材店様へご依頼ください

お問合せの際はアクセスコード、提案№をお申し付けください

取引条件　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

納入方法　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

納　　期 ： 施工会社様・建材店様へお問合せください

納入場所　　：  施工会社様・建材店様へお問合せください

/ 

竹内　様

株式会社　久木野工務店

2020年9月12日

NP4425649039

001 シューズクローク 44,500
002 シューズクローク 44,500

1 3

\89,000

選択したプランに仕様変更となるパーツを含む場合がございます選択したプランに仕様変更となるパーツを含む場合がございます

内容については弊社ホームページか販売員にご確認ください内容については弊社ホームページか販売員にご確認ください



（プランセレクトツールで作成）

見　 積 　明 　細 　書

見積日：

お施主様名： アクセスコード：

施工会社様：

商品コード 商品名 サイズ 色柄 数量　単位 設計単価 設計金額

 /  / 

竹内　様

株式会社　久木野工務店

2020年9月12日

NP4425649039

001 シューズクローク 合計 44,500

2 3

Ａ面 小計 44,500

14901905 エノーク２　天板　Ｅ２ＴＴ－Ｄ３Ｗ０９－ＬＷ 20×300×900 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 5,300 5,300

14901943 エノーク２　背壁桟木　Ｅ２ＳＳ－Ｗ０９－ＬＷ 20×60×950 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 3,700 3,700

14902038 エノーク２　側板　Ｅ２ＴＧ－Ｄ３Ｈ１９－２－ＬＷ－Ａ 20×295×1961 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 16,300 16,300

14901959 エノーク２　棚板　Ｅ２ＴＡ－Ｄ３Ｗ０８－ＬＷ 20×290×800 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 3,000 3,000

14901990 エノーク２樹脂棚板　Ｅ２ＴＪ－Ｄ３Ｗ０８－８－ＬＷ 12×290×798(800) ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 16,200 16,200



（プランセレクトツールで作成）

見　 積 　明 　細 　書

見積日：

お施主様名： アクセスコード：

施工会社様：

商品コード 商品名 サイズ 色柄 数量　単位 設計単価 設計金額

 /  / 

竹内　様

株式会社　久木野工務店

2020年9月12日

NP4425649039

002 シューズクローク 合計 44,500

3 3

Ａ面 小計 44,500

14901905 エノーク２　天板　Ｅ２ＴＴ－Ｄ３Ｗ０９－ＬＷ 20×300×900 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 5,300 5,300

14901943 エノーク２　背壁桟木　Ｅ２ＳＳ－Ｗ０９－ＬＷ 20×60×950 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 3,700 3,700

14902038 エノーク２　側板　Ｅ２ＴＧ－Ｄ３Ｈ１９－２－ＬＷ－Ａ 20×295×1961 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 16,300 16,300

14901959 エノーク２　棚板　Ｅ２ＴＡ－Ｄ３Ｗ０８－ＬＷ 20×290×800 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 3,000 3,000

14901990 エノーク２樹脂棚板　Ｅ２ＴＪ－Ｄ３Ｗ０８－８－ＬＷ 12×290×798(800) ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ 1 ｾｯﾄ 16,200 16,200



アクセスコードでお気に入りプランを呼び出す方法

提案書・図面・見積書に記載のアクセスコードを、ホームページ上で入力すると、プランを呼び出すことができます。
プランをお施主様または施工会社様がご覧になったり、別の端末で閲覧する際にご利用ください。

提案書 見積書図面

Copyright ©  NANKAI PLYWOOD CO. ,  Ltd.   Al l  R ights Reserved.    

提案書・図面・見積書のアクセスコードは全て同じものです。

ホームページ

ツールへのアクセスはこちらから
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