
お問い合わせ番号：

システムキッチン商品仕様書 501721052

某　様邸／建築工房月見川　様
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2022年04月21日商品合計商品合計 -      ¥930,000      ¥930,000
 ¥1,040,000 ¥1,144,000                       プラン名 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ：ﾗｸｴﾗ グランド (       )取付・設置費取付・設置費 -       ¥99,000       ¥99,000

              ¥952,000 ¥1,047,200            (       )見積番号 512559948 コンフォート現場配送費現場配送費 -       ¥10,000       ¥10,000
図面番号 (       )504803765    ¥930,000 ¥1,023,000                       シンシア商品総合計商品総合計 -   ¥1,039,000   ¥1,039,000

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　　　　　　　　　　    　　  ））   ¥1,142,900   ¥1,142,900営業所 山口営業所
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 藤井尭弥

                                            

                                            ショールーム

納品予定月納品予定月 2022年08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 ：ステンレスシンク（小）ＴＵシンク／ｽﾃﾝﾚｽ

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 シンシア

食器洗い乾燥機 ：あり
扉カラー ： 加熱調理機器 ：トーンチャコール ２口ＩＨ＋ラジエントヒーター　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 ：なし
： ：キャビネットカラー ホワイト レンジフード W=75cm／深型レンジフード　シロッコファン

取手 吊戸棚/オプション ：： H=700mm/ミドル吊戸棚（３枚扉）バー取手
開放防止部品 ：キッチンレイアウト ： なしI型

： ：壁パネルシンク勝手 右
： ：壁パネル部材間口/奥行き/高さ 255cm/65cm/85cm
：ワークトップ素材 ステンレス／コイニングドット柄

：天井高さ 未確定（2360mm）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。
※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゛ス・ユアシス・関連機器(対象シリース゛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： （       　   ）2022年04月21日512559948

某　様邸／建築工房月見川　様 図面番号： （       　   ）2022年04月21日504803765

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

D65cmＩ型ワークトップ ECZBA255BTUR-SSNAステンレスシンク（TUｼﾝｸ）  1  1 2550 650   0    1    ¥110,000    ¥110,000
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
D65cmｺﾝﾛｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(3口ｺﾝﾛ用) EFG075HBVGL-CAZLN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  3  3  750 540 830    1     ¥82,000     ¥82,000
調理機器(IHクッキングヒーター・３口) ZEFZR6H21RKK-E(ﾌﾞﾗｯｸﾌｪｲｽ､ﾌﾞﾗｯｸﾄｯﾌﾟ) 連動機能なし  4  4  600 507 220    1    ¥185,000    ¥185,000
D65cm食器洗い乾燥機用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ EFB090HNPGR-CAZLNｽﾗｲﾄﾞ収納(ｻｲﾚﾝﾄ)･食洗機(ﾊﾟﾈﾙ)･内引出し付  5  5  900 640 830    1     ¥99,000     ¥99,000
食器洗い乾燥機(D65㎝) ZWPP45R14ADK-E化粧パネルタイプ(ﾌﾞﾗｯｸﾌｪｲｽ)  6  6  448 621 450    1    ¥123,000    ¥123,000
D65cmｼﾝｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ EFS090HPPGN-CAZLNｽﾗｲﾄﾞ収納(ｻｲﾚﾝﾄﾚｰﾙ)  7  7  900 640 830    1     ¥98,000     ¥98,000
D65cmサイド化粧板 EFNE067HBNN-CAZベースキャビネット用  8  8   15 670 900    1     ¥19,000     ¥19,000
レンジフード ZRS75NBD20FKZ-E深型シロッコファン(ブラック) 連動機能なし  9  9  750 605 700    1     ¥68,000     ¥68,000
ミドル吊戸棚 EFW045MFAAR-CAZNN不燃仕様（底板／片側）・取手レス仕様 10 10  450 370 700    1     ¥28,000     ¥28,000
ミドル吊戸棚 EFW135MBAAR-CAZNN取手レス仕様 11 11 1350 370 700    1     ¥51,000     ¥51,000
サイド化粧板 EFNE039MWBN-CAZミドル吊戸棚用 12 12   15 390 700    1     ¥13,000     ¥13,000

    ¥930,000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

ﾗｸｴﾗﾄﾘﾂｹｾﾂﾁﾋ 13     1     ¥99,000     ¥99,000
     ¥99,000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 14     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：501721052商品明細（内訳）書
見積番号： （       　   ）2022年04月21日512559948

某　様邸／建築工房月見川　様 図面番号： （       　   ）2022年04月21日504803765

※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゛ス・ユアシス・関連機器(対象シリース゛に採用された機器) 商品総合計
  ¥1,039,000

（         ）(税込み)   ¥1,142,900

クリナップ株式会社



シンシア 

シリーズ 

■扉カラー 

チャコールウッド 
(E4Z) 

モカウッド 
(C4B) 

ペールウッド 
(C4V) 

Wood ウッド Tone トーン  

トーンホワイト 
(CAT) 

トーンイエロー 
(EAY) 

トーンチャコール 
(CAZ) 

深型レンジフード（シロッコファン） 

75㎝／ブラック 

ZRS75NB(C/D)20FKZ-E 

担当者名 担当事業所名 

山口営業所 藤井尭弥 2022/04/21 

2口IH+ラジエントヒーター(60cm) 

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 

ZEFZR6H21RKK-E 

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／パネルタイプ 

ZWPP45R14ADK-E 

ステンレスワークトップ 

キズが目立ちにくいコイニング加工。 

ステンレスシンク(小) 

シンプルなステンレスシンクです。 

W65×D48.5×H18.3㎝(TU) 

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。 

某 様邸／建築工房月見川 様  

  ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ：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 

255cm/65cm/85cm 504803765 501721052 

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。 

■取手 

※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。 

バー取手 
（シルバー） 

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。 



ラクエラ

1/30
2022.04.21 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ：ﾗｸｴﾗ

某　様邸／建築工房月見川　様
501721052

504803765藤井尭弥

山口営業所
藤井尭弥
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ラクエラ

1/30
2022.04.21 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ：ﾗｸｴﾗ

某　様邸／建築工房月見川　様
501721052

504803765藤井尭弥

山口営業所
藤井尭弥



ラクエラ

1/30
2022.04.21 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ：ﾗｸｴﾗ

某　様邸／建築工房月見川　様
501721052

504803765藤井尭弥

山口営業所
藤井尭弥
















