
お問い合わせ番号 :システムバスルーム商品仕様書
501721052

□
某　様邸／建築工房月見川　様

商品合計 ¥1,015,000- 作成日付 2022年 4月21日

取付・設置費 ¥143,000- プラン名 ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑ：yuasis 商品シリーズ ライトプラン
現場配送費 ¥10,000-

見積番号 512560577
商品総合計 ¥1,168,000-

地域図面番号 504803996 サイズ 1616型 I:一般地
（税込 ¥1,284,800 )

浴槽側フロア 給水給湯配管F:フレーム構造 T:床立上げ配管（外部管なし）
消費税率 10% 営業所 山口　　営業所

設置脚 ヘアキャッチャー※納品予定月に準じます。 4:465 H:樹脂製ヘアキャッチャー

※価格は税抜価格と、税込価格に分けて 営業担当 藤井　尭弥
ドア位置 ドア種類　表示しています。 1:R E:片引戸

ドア2方向設置 高壁低ドア納品予定月 2022年 7月 ショールーム N:選択無し 1:無

ドアカラー 浴槽形状見積有効期限 30日間 ショールーム担当 W:ホワイト I:FRPストレート浴槽

ご提案仕様 共通オプション：
ハンドグリップ :N:なし 換気扇 :C:換気乾燥暖房機（24h対応/ﾎﾜｲﾄ）100V　物干しﾊﾞｰ1本付

排水栓 :G:ゴム栓 天井換気扇穴 :A:あり

追焚きアダプター :N:床立ち外部管なし ｶｳﾝﾀｰ/ﾃｰﾌﾞﾙ :S:とってもクリンカウンター（ショート）

追焚きｱﾀﾞﾌﾟﾀ穴加工 : A:あり 洗い場側水栓 :A:手元止水なし壁出しホワイト水栓

ジェットエアーバス : Z:なし 浴槽側水栓 :Z:なし

風呂フタ :D:断熱組みフタ１点フック／ホワイト ﾌﾛｱ浴槽ｴﾌﾟﾛﾝ保温材 : Z:フロア／浴槽エプロン保温材なし

握りバー :Z:なし 壁カラー :ADC:アクセントドットブラウン（周辺パネルドットホワイト）

ﾐﾗｰ形状/くもり止め : C:コンパクトミラー （ﾋｰﾀｰなし/防汚ﾌｨﾙﾑ無し） フロアカラー :G:ナチュラルグレー

スライドバー :Z:なし 浴槽カラー :SW:シルキーホワイト

手元収納 :Z:なし 浴槽エプロンカラー : W:シルキーホワイト

ｽﾀｲﾙｼｪﾙﾌ(浴槽側上) : Z:なし ｶｳﾝﾀｰｶﾗｰ/ﾃｰﾌﾞﾙｶﾗ-:W:ホワイト

ｽﾀｲﾙｼｪﾙﾌ(浴槽側下) : Z:なし 壁構造 :N:壁高さH2140

ｽﾀｲﾙｼｪﾙﾌ(洗い場上) : Z:なし 窓サッシ :6:フリーサイズ枠W1250 D200,250 H1050/W1631 D350 H1540

ｽﾀｲﾙｼｪﾙﾌ(洗い場下) : Z:なし 窓サッシカラー :7:フリーサイズ枠D350

サイド収納棚 :W:２段　ホワイト 窓接続枠カラー :W:ホワイト

天井／照明 :P:フラット天井（ホワイト）/壁付け照明（1灯） 面格子 :Z:なし

※建築現場の状況に応じて、取付・設置費及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、設備工事は含まれておりません。 セット機番 YU3L16 IFT4H1EN1WINGNAZDZCZZZZZZWPCASAZZADCGSWWWN67WZ
※７月４日納品分より商品価格を約６％程度値上げします。詳細は、別途お問い合わせください。
対象： CENTRO･STEDIA･ﾗｸｴﾗ･ｱｸﾘｱﾊﾞｽ･ﾕｱｼｽ･ 関連機器（対象シリーズに採用された機器）



お問い合わせ番号：501721052商品明細（内訳）書
□ 見積番号： 512560577 ( 2022年 4月21日 )

某　様邸／建築工房月見川　様 図面番号： 504803996 ( 2022年 4月21日 )

番号 機種名 機能名 品名 数量 単価 標準金額 備考

1 給水給湯配管 床立ち上げ D16-7T1KR 1 ¥26,000 ¥26,000

2 ドア 片引戸枠（W800） E-13E1WR 1 ¥60,000 ¥60,000 ホワイト

3 ドア 片引戸障子 E-13F1WR 1 ¥68,000 ¥68,000 片引戸

4 コーナーポストセット D-13Q1NN 1 ¥14,000 ¥14,000

5 握りバー ホワイト C-20N40I 1 ¥14,000 ¥14,000 L=40cm

6 浴槽 追焚き穴あり C16-3INGHANNSWR 1 ¥113,000 ¥113,000 シルキーホワイト

7 追焚きアダプター 床立上げ用 D-27FYS17NN 1 ¥18,000 ¥18,000

8 風呂フタ 断熱組みフタ D16-4IDR 1 ¥7,000 ¥7,000

9 風呂フタフック C16-4FNN 1 ¥2,000 ¥2,000

10 ミラーフレームセット C16-9CNNNN 1 ¥7,000 ¥7,000

11 ｻｲﾄﾞ収納棚 C-10KW 1 ¥4,000 ¥4,000 ホワイト

12 組立部品 フラット天井用 E16-8FNBL 1 ¥28,500 ¥28,500

13 天井 フラット天井 C16-12F4NN 1 ¥60,000 ¥60,000

14 壁付け照明　　　　　 D-22KS 1 ¥16,000 ¥16,000 LED（電球色）

15 換気扇 100V換気乾燥機（24時間対応） C-23D1 1 ¥77,000 ¥77,000

16 物干しバー C16-24 1 ¥4,000 ¥4,000

17 洗い場側水栓 壁出しホワイト水栓手元止水なし D-14W6DAWWINK 1 ¥32,000 ¥32,000

18 フロア 洗い場側フロア E161ANNG 1 ¥86,000 ¥86,000 保温材無し

19 フレーム構造用 C16-2HHHN 1 ¥39,000 ¥39,000 沓ずり365mm～465mm

※７月４日納品分より商品価格を約６％程度値上げします。詳細は、別途お問い合わせください。
対象： CENTRO･STEDIA･ﾗｸｴﾗ･ｱｸﾘｱﾊﾞｽ･ﾕｱｼｽ･ 関連機器（対象シリーズに採用された機器）

クリナップ株式会社



お問い合わせ番号：501721052商品明細（内訳）書
□ 見積番号： 512560577 ( 2022年 4月21日 )

某　様邸／建築工房月見川　様 図面番号： 504803996 ( 2022年 4月21日 )

番号 機種名 機能名 品名 数量 単価 標準金額 備考

20 ショートカウンター D16-6SHN 1 ¥24,000 ¥24,000 ホワイト

21 浴槽エプロン 保温材無し D16-5SNW 1 ¥52,000 ¥52,000

22 壁パネル D-11BSACNADC1R 1 ¥48,000 ¥48,000 ドットブラウン

23 壁パネル D-11BNNNNNDH1N 1 ¥29,000 ¥29,000 ドットホワイト

24 壁パネル D-11BNNNNNDH1N 1 ¥29,000 ¥29,000 ドットホワイト

25 壁パネル D-11JNNNNNDC1N 1 ¥21,000 ¥21,000 ドットブラウン

26 壁パネル D-11JNNNNNDH1N 1 ¥21,000 ¥21,000 ドットホワイト

27 壁パネル D-11JNNNNNDH1N 1 ¥21,000 ¥21,000 ドットホワイト

28 壁パネル D-11JNNNNNDH1N 1 ¥21,000 ¥21,000 ドットホワイト

29 目地材セット D-11BA1G 1 ¥2,500 ¥2,500

30 窓接続枠 フリー窓用D=350mm D-18G16W 1 ¥39,000 ¥39,000

31 ホワイト握りバー Ｌ=60cm C-20N60I 2 ¥16,000 ¥32,000 Ｌ=60cm

32 ﾕｱｼｽﾄﾘﾂｹｾﾂﾁﾋ 1 ¥143,000 ¥143,000

33 ｹﾞﾝﾊﾞﾊｲｿｳﾋ 1 ¥10,000 ¥10,000

※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。 商品総合計
※ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事者様との間で詳細をお打ち合わせ願います。 ¥1,168,000
※７月４日納品分より商品価格を約６％程度値上げします。詳細は、別途お問い合わせください。 （税込み） ¥1,284,800( )
対象： CENTRO･STEDIA･ﾗｸｴﾗ･ｱｸﾘｱﾊﾞｽ･ﾕｱｼｽ･ 関連機器（対象シリーズに採用された機器）

クリナップ株式会社
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月見川様現場
会社名：

見積番号： 日付： 担当者：

飯野物産（株） 山口営業所

W262220-01 (W262220) 2022年04月21日 古谷　英俊

●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。

写真はイメージです

汚れツルリン

おそうじ超ラク

手洗いしやすいボウル形状

汚れを浮かせてすべらせ

少ない水でしっかり洗浄

フチ裏がなく凹凸も少ない

お掃除しやすいデザイン

従来に比べて

深さが増して手洗いしやすく

水はねしにくいボウル形状に

組み合わせ便器

ピュアレストＱＲ
サイドカバーがついてお掃除のしやすさがアップ

便器 CS232B#NW1

タンク SH233BA#NW1

Color Variation
※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

掲載のカラーは、お見積の便器と便座セットでの品揃えとなります。

ホワイト パステルアイボリー パステルピンク ホワイトグレー

写真はイメージです

ノズルきれい

プレミスト

お掃除超ラク

「きれい除菌水」が、

ノズルを自動で洗浄。

定期的な洗浄でノズルの

きれいが長持ち。

自動で便器にミストをふき

つけ、汚れをつきにくく、

落ちやすくする新技術。

凹凸が少なく、お掃除らく

らく。汚れをはじくから、

サッとひとふきでお手入れ

できます。

機能一覧

便座

ウォシュレットＳＢ
「ノズルきれい」を標準搭載したスタンダードモデル

TCF6623#NW1

紙巻器 タオルリング
YH52R YHT152R

一連紙巻器 タオルリング

お好きなデザインがよりくつろげる空間を

演出します。

キャップカラー3色が付属。

お好みで使えます。



お問い合わせ番号 :商品仕様書
501721052

□
某　様邸／建築工房月見川　様

商品合計 ¥116,000- 作成日付 2022年 4月21日

現場配送費 ¥10,000- プラン名 洗面化粧台：BGA W750

商品総合計 ¥126,000- 見積番号 512560488

（税込 ¥138,600 )

消費税率 10%
営業所 山口　　営業所

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

納品予定月 2022年 8月 ショールーム

見積有効期限 30日間 ショールーム担当

ご提案仕様

商品シリーズ : BGA

※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： 501721052商品明細（内訳）書
見積番号 512560488 ( 2022年 4月21日 )

某　様邸／建築工房月見川　様

番号部番 機種名 機能名 品名
商品寸法

数量 単価 標準金額 備考
W D H

1 ミラーキャビネット M-H751GAEH 750 70 1025 1 ¥38,000 ¥38,000１面鏡（LED）　くもり止めヒーター付

2 洗面化粧台 BGAL75TNTVWJTSI 750 500 825 1 ¥78,000 ¥78,000開きﾀｲﾌﾟ　シャワー付シングルレバー水栓

3 ｹﾞﾝﾊﾞﾊｲｿｳﾋ 1 ¥10,000 ¥10,000

※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。

商品総合計 ¥126,000

（税込） ( ¥138,600 )

クリナップ株式会社



Washstand

#75cm 80cm

75 15L

60 12L

(C4V) (E4Z) (EQT)(JTS)




