
お問い合わせ番号：

システムキッチン商品仕様書 500394827

一里山８期ＳＷモデル住宅
ご予算に合わせて、扉カラーをお選びいただけます。ご予算に合わせて、扉カラーをお選びいただけます。扉カラー参考価格扉カラー参考価格

金額 金額作成日付 シリーズ シリーズ2020年09月08日商品合計商品合計 -    ¥2,023,000    ¥2,023,000
 ¥2,074,000 ¥2,281,400                       プラン名 ｷｯﾁﾝ１ﾌﾟﾗﾝ／ﾗｸｴﾗ グランド (       )取付・設置費取付・設置費 -      ¥151,320      ¥151,320

            ¥1,949,000 ¥2,143,900            (       )見積番号 503134565 コンフォート現場配送費現場配送費 -       ¥10,000       ¥10,000
図面番号 (       )501210903  ¥1,912,000 ¥2,103,200                       シンシア商品総合計商品総合計 -   ¥2,184,320   ¥2,184,320

ご予算に合わせて、トップ材質をお選びいただけます。ご予算に合わせて、トップ材質をお選びいただけます。トップ材質参考価格トップ材質参考価格（税込　　　　　　　　　　（税込　　　　　　　　　　    　　  ））   ¥2,402,752   ¥2,402,752営業所 滋賀営業所
金額 金額トップ材質 トップ材質%%　消費税率　消費税率

※納品予定月に準じます。
※価格は税抜価格と、税込価格に分けて
　表示しています。

 10 10
営業担当 橋本　翔平

                                            

                                            ショールーム

納品予定月納品予定月 2020年10月                                             ショールーム担当

見積有効期限見積有効期限 3030日日

ご提案仕様ご提案仕様
シンク種類 ：アクリストンシンクＡＹシンク／ﾎﾜｲﾄ

商品シリーズ ： ：水栓金具 シャワーホース付水栓
：扉シリーズ グランド

食器洗い乾燥機 ：コンフォート あり
扉カラー ： 加熱調理機器 ：ラスティチャコール ガラストップコンロ　グリル：水無両面焼き　フェイス ：ブラック　トップ：ブラック　間口600mm

ガス種 ：アロマホワイト 未定
： ：キャビネットカラー アイボリー レンジフード

取手 吊戸棚/オプション ：： H=500mm/ショート吊戸棚バー取手（ブラック）
開放防止部品 ：キッチンレイアウト ： なしフラット対面I型(アイランド)

： ：壁パネルシンク勝手 左
： ：壁パネル部材間口/奥行き/高さ 263cm/80cm/85cm
：ワークトップ素材 アクリストン／クレマホワイト

：天井高さ 未確定（2400mm）フロアキャビネット ：スライド収納プラン
：サイレントレール（底板ステンレス なし）： ガラスタイプｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ(ｼﾝｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ)

※建築現場の状況に応じて、商品取付費および搬入費が加算される場合があります。
※建築工事、電気工事、設備工事は施工範囲外の別途工事となります。
※製品仕様及び金額を予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
※ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打ち合わせ願います。



お問い合わせ番号：500394827商品明細（内訳）書
見積番号： （       　   ）2020年09月08日503134565

一里山８期ＳＷモデル住宅 図面番号： （       　   ）2020年09月08日501210903

商品寸法番号 部番 機種名 機能名 品名 数量 単価 標準金額 備考
D HW

D80cmﾌﾗｯﾄ対面ｱｲﾗﾝﾄﾞﾜｰｸﾄｯﾌﾟ ECYBG263CAYL-XNFAアクリストンシンク（AYｼﾝｸ）  1  1 2630 800   0    1    ¥320,000    ¥320,000
水栓金具 ZZKM5031TCL-Eｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰｼｬﾜｰﾎｰｽ付水栓(一般地)  2  2    0   0   0    1     ¥54,000     ¥54,000
D80cmﾌﾗｯﾄ対面用ｻｲﾄﾞ化粧板 ECNE078HFCN-E5Hｼﾝｸ側/ｱｸﾘｽﾄﾝﾜｰｸﾄｯﾌ用゚  3  3    0 780 814    1     ¥17,000     ¥17,000
D65cmｼﾝｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ECS105HPPGN-E5HQNｽﾗｲﾄﾞ収納(ｻｲﾚﾝﾄﾚｰﾙ)  4  4 1050 640 830    1    ¥135,000    ¥135,000
D65cm食器洗い乾燥機用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ECB075HNNGL-E5HQNｽﾗｲﾄﾞ収納(ｻｲﾚﾝﾄﾚｰﾙ)食洗機(扉面材ﾀｲﾌﾟ)  5  5  750 640 830    1    ¥133,000    ¥133,000
食器洗い乾燥機 ZWPM45M18KDK-E扉面材ﾀｲﾌﾟ  6  6  448 627 450    1    ¥148,000    ¥148,000
D65cmｺﾝﾛｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(3口ｺﾝﾛ用) ECG075HBFGR-E5HQNｽﾗｲﾄﾞ収納(ｻｲﾚﾝﾄﾚｰﾙ)･ｺﾝﾛ横引出し前板ﾌﾞﾗｯｸ  7  7  750 540 830    1     ¥96,000     ¥96,000
調理機器(ガスコンロ・３口) ZGGVK6A18NKK-E水無両面焼(ﾌﾞﾗｯｸﾌｪｲｽ､ﾌﾞﾗｯｸ･ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ)  8  8  593 509 220    1    ¥193,000    ¥193,000
ﾌﾛﾝﾄｽｸﾘｰﾝ ZKQLPN-Eﾛｰﾀｲﾌﾟ/ﾌﾗｯﾄ対面用  9  9  835  50 300    1     ¥38,000     ¥38,000
ガス配管ガード ZKHKBN-E３口コンロ用 10 10    0   0   0    1      ¥5,000      ¥5,000
D80cmﾌﾗｯﾄ対面用ｻｲﾄﾞ化粧板 ECNE078HFGN-E5Hｺﾝﾛ側/ｱｸﾘｽﾄﾝﾜｰｸﾄｯﾌ用゚ 11 11    0 780 814    1     ¥17,000     ¥17,000
D80cmﾌﾗｯﾄ対面用化粧ｶﾊﾞｰ ECNQ255CFNN-A 12 12 2550 120  30    1     ¥14,000     ¥14,000
ﾌﾗｯﾄ対面用ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ ECNB090HFNN-E5H 13 13  900   0 825    1     ¥19,000     ¥19,000
ﾌﾗｯﾄ対面用ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ ECNB075HFNN-E5H 14 14  750   0 825    1     ¥16,000     ¥16,000
ﾌﾗｯﾄ対面用ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ ECNB090HFNN-E5H 15 15  900   0 825    1     ¥19,000     ¥19,000
専用ダクトカバー CDCKｰ115SI総高さH600̃H680 16 16 S     1     ¥13,000     ¥13,000
センターフード CMTRL-3AM-901V(L/R)SI同時給排ユニット付 17 17 S     1    ¥242,000    ¥242,000

  ¥1,479,000キ ッ チ ン 小 計

商品寸法番号 部番 機種名 機能名 品名 数量 単価 標準金額 備考
D HW

D45cm片面フロアカウンター ECXH255*Iメラミンカウンター 18 18 FF2550 450   0    1     ¥55,000     ¥55,000
サイド化粧板 ECNE047NHNN-E2A片面ハイフロアカウンター用 19 19   15 4701010    1     ¥22,000     ¥22,000
片面ハイフロアキャビネット ECH090HN3GN-E2ACN３段引出し（サイレントレール） 20 20  900 440 980    1     ¥91,000     ¥91,000
片面ハイフロアキャビネット ECH075HN3GN-E2ACN３段引出し（サイレントレール） 21 21  750 440 980    1     ¥87,000     ¥87,000

クリナップ株式会社



お問い合わせ番号：500394827商品明細（内訳）書
見積番号： （       　   ）2020年09月08日503134565

一里山８期ＳＷモデル住宅 図面番号： （       　   ）2020年09月08日501210903

商品寸法番号 部番 機種名 機能名 品名 数量 単価 標準金額 備考
D HW

片面ハイフロアキャビネット ECH090HNKVN-ETSNN家電収納庫ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ･蒸気排出ﾕﾆｯﾄ対応 22 22  900 415 980    1     ¥69,000     ¥69,000
蒸気排出ﾕﾆｯﾄ ZYSEZ090TEZ-E 23 23  900 383  80    1     ¥61,000     ¥61,000
サイド化粧板 ECNE047NHNN-E2A片面ハイフロアカウンター用 24 24   15 4701010    1     ¥22,000     ¥22,000
サイド化粧板 ECNE039SWBN-E2Aショート吊戸棚用 25 25   15 390 500    1     ¥11,000     ¥11,000
ショート吊戸棚 ECW090SBAAN-E2ANN取手レス仕様 26 26  900 370 500    1     ¥40,000     ¥40,000
ショート吊戸棚 ECW075SBAAN-E2ANN取手レス仕様 27 27  750 370 500    1     ¥35,000     ¥35,000
ショート吊戸棚 ECW090SBAAN-E2ANN取手レス仕様 28 28  900 370 500    1     ¥40,000     ¥40,000
サイド化粧板 ECNE039SWBN-E2Aショート吊戸棚用 29 29   15 390 500    1     ¥11,000     ¥11,000

    ¥544,000収 納 小 計

商品寸法番号 部番 機種名 機能名 品名 数量 単価 標準金額 備考
D HW

ﾗｸｴﾗﾄﾘﾂｹｾﾂﾁﾋ 30     1    ¥151,320    ¥151,320
    ¥151,320取 付 ・ 設 置 費 小 計

商品寸法番号 部番 機種名 機能名 品名 数量 単価 標準金額 備考
D HW

ｹﾞﾝﾊﾞﾊｲｿｳﾋ 31     1     ¥10,000     ¥10,000
     ¥10,000現 場 配 送 費 小 計

クリナップ株式会社



お問い合わせ番号：500394827商品明細（内訳）書
見積番号： （       　   ）2020年09月08日503134565

一里山８期ＳＷモデル住宅 図面番号： （       　   ）2020年09月08日501210903

※製品仕様及び金額を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

※ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打ち合わせ願います。 商品総合計
  ¥2,184,320

（         ）(税込み)   ¥2,402,752

クリナップ株式会社



■扉カラー 

グランド 

シリーズ 

オペラホワイト 

(EYE) 

オペラチェリー 

(E6X) 

グラセウッドホワイト 

(EWT) 

グラセウッドチャコール 

(EWZ) 

ラスティグレージュ 

(E5K) 

ラスティブラウン 

(E5B) 

エクリュメープル 

(ESQ) 

ブラスチーク 

(ESK) 

グラセウッドブラウン 

(E7W) 

Opera オペラ  

グラセウッドグレージュ 

(E7G) 

Glacer Wood グラセウッド  Rusty ラスティ  Gash Wood ガッシュウッド  

ラスティチャコール 

(E5H) 

サックスオーク 

(ESF) 

ガラストップコンロ(3口/60㎝) 

ﾌｪｲｽ：ﾌﾞﾗｯｸ/ﾄｯﾌﾟ：ﾌﾞﾗｯｸ/ｸﾞﾘﾙ：水無両面 

ZGGVK6A18NKK-E 

担当者名 担当事業所名 

滋賀営業所 橋本 翔平 2020/09/08 

シャワーホース付水栓 

ZZKM5031TCL-E 

食器洗い乾燥機 

ブラックフェイス／扉面材タイプ 

ZWPM45M18KDK-E 

アクリストンﾜｰｸﾄｯﾌﾟ(ｸﾚﾏﾎﾜｲﾄ) 

熱に強く、やわらかな質感が魅力です。 

アクリストンシンク(ホワイト) 

シンプルなスクエア形状のシンクです。 

W71.1×D44.9×H19.2㎝（AY） 

シンク前収納 

包丁差し（ロック付き）、まな板、ふきん、 

ラップなどが収納できます。 

サイレントレール 

スムーズで静かな引出しがキッチンワークを 

より快適にします。 

トール足元収納 

背の高いものも立てたままでスッポリ入る 

トール足元収納。 

シンクキャビネット 

スライド収納プラン 

ボールなどのシンクでよく使う道具を収納します。 

一里山８期ＳＷモデル住宅  

  ｷｯﾁﾝ１ﾌﾟﾗﾝ／ﾗｸｴﾗ  ご提案書 

図面番号 お問い合わせ番号 

# 
間口/奥行き/高さ 

263cm/80cm/85cm 501210903 500394827 

キッチンは家具、 
と考える。 

毎日を過ごす場所だから、 

肩のチカラを抜いて、自分らしく。 

デザインも機能もサイズも、 

あなたのインテリアにピッタリ寄り添うラクエラ。 

プラン作成日 ※画像はイメージです。印刷の都合上、色彩などが実際とは多少異なる場合があります。 
※同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。 

アイアン調バー取手 
（ブラック） 

■取手 

ロングバー取手 
（シルバー） 

ライン取手 
（ブラック） 

ライン取手 
（シルバー） 

※扉によってお選びいただける取手が異なります。 
※ブラック色の取手の場合、足元収納の取手もブラック色になります。 
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