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Furniture メーカー家具

※商品シリーズにより優待率が異なる（一部定価販売含む）場合がございます。

メーカー名 優待率 メーカー名 優待率

●総合

アルフレックス ジャパン 10～15% OFF カッシーナ・イクスシー 5~10% OFF

B&B Italia 10% OFF Minotti 15% OFF

FLEXFORM 15% OFF ボーコンセプト 10% OFF

カリモク家具 10~15% OFF タイム アンド スタイル 5~10% OFF

カンディハウス 5～15% OFF エーディコア・ディバイズ 15% OFF

マスターウォール 5~15% OFF エスティック 10～20% OFF

リッツウェル 5~15% OFF アスプルンド 15% OFF

柏木工 15~20% OFF 日本フクラ 15~20% OFF

マルニ木工 10～20% OFF カール・ハンセン&サン 5% OFF

インターオフィス 5~10% OFF アクタス 5~10% OFF

●システム家具

ギャラリー収納 15% OFF CUUMA（ CORREDA ） 15% OFF

CUUMA（ V Cube ） 10% OFF

●ベッド

シモンズ 10~20% OFF 日本ベッド 20% OFF

ドリームベッド 15～20% OFF フランスベッド 15～20% OFF

●ラグ

JAB 20% OFF スプリングヴァレー 15% OFF

スミノエ　( itten ) 10% OFF

※掲載メーカー以外にも多数のお取り扱いがございます。ご希望のメーカーがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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Furniture オーダー家具 カウンター下収納

【基本仕様】

扉　： 建具合わせ（オレフィンシート貼）ソフトクローズ付

本体(内・外装)： ホワイト色（化粧合板）または 建具合わせ（オレフィンシート貼）

収納： 開き扉　可動棚３枚付

サイズ： D：現場合わせ(～310)　H：現場合わせ（～900）

扉枚数 W寸法（mm）本体+外装カラー 税込販売価格　（税抜）

2 ～800 ¥116,600 (¥106,000)

3 ～1200 本体(内・外装共)：ホワイト色 ¥174,900 (¥159,000)

4 ～1600 ※扉は建具合わせとなります。 ¥233,200 (¥212,000)

5 ～2000 ¥291,500 (¥265,000)

6 ～2400 ¥349,800 (¥318,000)

7 ～2800 ¥408,100 (¥371,000)

2 ～800 本体(内装)：ホワイト色 ¥127,600 (¥116,000)

3 ～1200 本体(外装)：建具合わせ ¥191,400 (¥174,000)

4 ～1600 ※扉は建具合わせとなります。 ¥255,200 (¥232,000)

5 ～2000 ¥319,000 (¥290,000)

6 ～2400 ¥382,800 (¥348,000)

7 ～2800 ¥446,600 (¥406,000)

2 ～800 扉・本体(内・外装共)： ¥181,500 (¥165,000)

3 ～1200 建具合わせ ¥262,900 (¥239,000)

4 ～1600 ¥345,400 (¥314,000)

5 ～2000 ¥444,400 (¥404,000)

6 ～2400 ¥509,300 (¥463,000)

7 ～2800 ¥608,300 (¥553,000)

諸経費 参考価格

個別出張費 ※商品により価格が異なります。 商品代10%　最低価格￥23,000~

※写真は実際の商品と色・イメージが異なる場合がございます。

※記載寸法はパンフレット平面図に基づいた概略寸法の為、実際とは異なる場合がございます。

※扉面材の仕様により、多少金額が異なる場合がございます。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。
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Furniture オーダー家具 オープン棚

【基本仕様】

本体： ホワイト色（化粧合板）または 建具合わせ（オレフィンシート貼）

収納： 扉無し　固定棚1枚(設置高さにより箱ジョイント部) ・ 可動棚6枚付

サイズ： D：～280mm　H：～2400mm

W寸法（mm） 本体カラー   税込販売価格    　  （税抜） W寸法（mm） 本体カラー   税込販売価格    　  （税抜）

～450 ホワイト色 ¥116,600 (¥106,000) ～450 ホワイト色 ¥128,700 (¥117,000)

～900 ¥217,800 (¥198,000) ～900 ¥242,000 (¥220,000)

～450 建具合わせ ¥183,700 (¥167,000) ～450 建具合わせ ¥205,700 (¥187,000)

～900 ¥335,500 (¥305,000) ～900 ¥372,900 (¥339,000)

追加オプション 本体カラー   税込販売価格　     （税抜）

棚板追加　１枚 ホワイト色 ¥5,500 (¥5,000)

棚板追加　１枚 建具合わせ ¥8,800 (¥8,000)

諸経費 参考価格

個別出張費 ※商品により価格が異なります。 商品代10%　最低価格￥23,000~

Furniture システム家具 販売価格

都度お見積りいたします。

※写真は実際の商品と色・イメージが異なる場合がございます。

※記載寸法はパンフレット平面図に基づいた概略寸法の為、実際とは異なる場合がございます。

※扉面材の仕様により、多少金額が異なる場合がございます。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。

H～2400㎜　（可動棚：6枚付） H～2700㎜　（可動棚：7枚付）
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Curtain カーテン

メーカー（シリーズ） レギュラーカーテン優待率 スタイルカーテン優待率

川島織物セルコン filo 15% OFF 5%OFF

川島織物セルコン FELTA ・ I'm 40% OFF 15% OFF

クリエーションバウマン creation baumann 10% OFF 5% OFF

サンゲツ 全商品 30% OFF 15% OFF

スミノエ 全商品 40% OFF 15% OFF

東リ fuful・elure 40% OFF 15% OFF

ナショナル物産 全商品 10% OFF 5% OFF

日本フィスバ FISBA 10% OFF 5% OFF

フェデポリマーブル FEDE RICCO 15% OFF 10% OFF

フジエテキスタイル STORY Ⅲ 20% OFF 10% OFF

フジエテキスタイル PROFILE ・ World Fabrics 10% OFF 5% OFF

マナトレーディング MANAS-TEX ・ OMBRE' 15% OFF 10% OFF

マナトレーディング 輸入商品 10% OFF 5% OFF

リリカラ 全商品 40% OFF 15% OFF

TOSO 全商品 20% OFF

立川ブラインド 全商品 20% OFF

ニチベイ 全商品 20% OFF

ハンターダグラス 全商品 5% OFF

サイレントグリス 全商品 5% OFF

諸経費 税込販売価格　（税抜）

房掛金具　TOSO フィーノ カーテンご注文セット価格 ¥1,100 (¥1,000)

（シルバー・ミストシルバー・パールグレー） カーテンご注文の無い場合 ¥2,200 (¥2,000)

スタイルカーテン（シェード類）設置費 ¥2,200 (¥2,000)

ロールスクリーン・ブラインド設置費／1本 ¥2,200 (¥2,000)

バーチカルブラインド設置費／１ｍ ¥2,200 (¥2,000)

個別出張費 採寸・設置 ¥25,300 (¥23,000)

※商品シリーズにより優待率が異なる場合がございます。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。
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Lighting 照明

メーカー名 優待率

パナソニック 30% OFF

コイズミ照明 30% OFF

大光電機 30% OFF

オーデリック 30% OFF

山田照明 30% OFF

ルミナベッラ（土井） 15% OFF

ヤマギワ（先頭品番 Ｂ~Ｚ、320～333） 10% OFF

ヤマギワ（先頭品番 数字） 定価

ルイスポールセン 15% OFF

遠藤照明 10% OFF

※ヤマギワの先頭品番数字の商品は一部10％OFFがあります。　詳しくは担当へお問合せください。

※メーカーのデジタルカタログはドレスアップオプションでご案内できない商品も珪砂入れております。予めご了承ください。

諸経費 税込販売価格　（税抜）

基本設置費／１灯あたり ¥1,980 (¥1,800)

スタンド照明設置費／１灯あたり ¥1,100 (¥1,000)

特殊照明器具設置費 都度お見積いたします

※ルミナベッラ・ヤマギワ・ルイスポールセンは別途配送費が発生いたします。 個別出張費 ¥11,000 (¥10,000)

※別売りランプは定価販売です。

※商品シリーズにより優待率が異なる場合がございます。

※ガイドブック掲載以外の商品ラインナップにつきましては、同封のメーカーカタログ類をご参照ください。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。
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Air Conditioner Panasonic

シリーズ 目安畳数 品番 メーカー希望小売価格（税抜） 優待率 　　税込販売価格（税抜）

X 6 CS-222DX ¥418,000 (¥380,000) 40% ¥250,800 (¥228,000)

8 CS-252DX ¥440,000 (¥400,000) ¥264,000 (¥240,000)

10 CS-282DX/2 ¥462,000 (¥420,000) ¥277,200 (¥252,000)

12 CS-362DX/2 ¥484,000 (¥440,000) ¥290,400 (¥264,000)

14 CS-402DX/2 ¥528,000 (¥480,000) ¥316,800 (¥288,000)

18 CS-562DX2 ¥605,000 (¥550,000) ¥363,000 (¥330,000)

AX 6 CS-221DAX ¥352,000 (¥320,000) 40% ¥211,200 (¥192,000)

8 CS-251DAX ¥385,000 (¥350,000) ¥231,000 (¥210,000)

10 CS-281DAX ¥429,000 (¥390,000) ¥257,400 (¥234,000)

14 CS-401DAX2 ¥473,000 (¥430,000) ¥283,800 (¥258,000)

18 CS-561DAX2 ¥550,000 (¥500,000) ¥330,000 (¥300,000)

EX 6 CS-222DEX ¥297,000 (¥270,000) 40% ¥178,200 (¥162,000)

8 CS-252DEX ¥341,000 (¥310,000) ¥204,600 (¥186,000)

10 CS-282DEX ¥396,000 (¥360,000) ¥237,600 (¥216,000)

12 CS-362DEX ¥418,000 (¥380,000) ¥250,800 (¥228,000)

14 CS-402DEX2 ¥440,000 (¥400,000) ¥264,000 (¥240,000)

18 CS-562DEX2 ¥517,000 (¥470,000) ¥310,200 (¥282,000)

GX 6 CS-222DGX ¥264,000 (¥240,000) 40% ¥158,400 (¥144,000)

8 CS-252DGX ¥297,000 (¥270,000) ¥178,200 (¥162,000)

10 CS-282DGX ¥352,000 (¥320,000) ¥211,200 (¥192,000)

12 CS-362DGX ¥374,000 (¥340,000) ¥224,400 (¥204,000)

14 CS-402DGX2 ¥407,000 (¥370,000) ¥244,200 (¥222,000)

18 CS-562DGX2 ¥495,000 (¥450,000) ¥297,000 (¥270,000)

J 6 CS-222DJ ¥209,000 (¥190,000) 40% ¥125,400 (¥114,000)

8 CS-252DJ ¥231,000 (¥210,000) ¥138,600 (¥126,000)

10 CS-282DJ ¥253,000 (¥230,000) ¥151,800 (¥138,000)

12 CS-362DJ2 ¥302,500 (¥275,000) ¥181,500 (¥165,000)

14 CS-402DJ2 ¥330,000 (¥300,000) ¥198,000 (¥180,000)

18 CS-562DJ2 ¥429,000 (¥390,000) ¥257,400 (¥234,000)

F 6 CS-222DFL オープンプライス ¥91,300 (¥83,000)

8 CS-252DFL ¥106,700 (¥97,000)

10 CS-282DFL ¥123,200 (¥112,000)

12 CS-362DFL2 ¥148,500 (¥135,000)

14 CS-402DFL2 ¥163,900 (¥149,000)

18 CS-562DFL2 ¥231,000 (¥210,000)

※エアコン本体、室外機の設置箇所およびスリーブサイズ等により設置できる機種（形状・機能）に制限が生じます。

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

基本設置費／1台あたり ¥36,300 (¥33,000)

二段架台／1台あたり ¥19,800 (¥18,000)

防火区画処理部材設置／1台あたり ¥6,600 (¥6,000)

個別出張費/1出張あたり ¥14,300 (¥13,000)

※ガイドブック掲載以外の商品ラインナップにつきましては、同封のメーカーカタログ類をご参照ください。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。

詳細はメーカーのカタログをご覧ください。

デジタルカタログはこちら
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Air Conditioner 三菱電機

シリーズ 目安畳数 品番 メーカー希望小売価格（税抜） 優待率 　　税込販売価格（税抜）

FZ 14 MSZ-FZV4022S ¥572,000 (¥520,000) 35% ¥371,800 (¥338,000)

18 MSZ-FZV5622S ¥649,000 (¥590,000) ¥421,850 (¥383,500)

FL 10 MSZ-FLV2821 ¥451,000 (¥410,000) 35% ¥293,150 (¥266,500)

12 MSZ-FLV3621S ¥495,000 (¥450,000) ¥321,750 (¥292,500)

14 MSZ-FLV4021S ¥517,000 (¥470,000) ¥336,050 (¥305,500)

18 MSZ-FLV5621S ¥594,000 (¥540,000) ¥386,100 (¥351,000)

ZXV 6 MSZ-ZXV2222 ¥374,000 (¥340,000) 40% ¥224,400 (¥204,000)

8 MSZ-ZXV2522 ¥418,000 (¥380,000) ¥250,800 (¥228,000)

10 MSZ-ZXV2822/S ¥451,000 (¥410,000) ¥270,600 (¥246,000)

12 MSZ-ZXV3622/S ¥495,000 (¥450,000) ¥297,000 (¥270,000)

14 MSZ-ZXV4022S ¥517,000 (¥470,000) ¥310,200 (¥282,000)

18 MSZ-ZXV5622S ¥594,000 (¥540,000) ¥356,400 (¥324,000)

JXV 6 MSZ-JXV2222 ¥319,000 (¥290,000) 40% ¥191,400 (¥174,000)

8 MSZ-JXV2522 ¥352,000 (¥320,000) ¥211,200 (¥192,000)

10 MSZ-JXV2822/S ¥385,000 (¥350,000) ¥231,000 (¥210,000)

12 MSZ-JXV3622/S ¥429,000 (¥390,000) ¥257,400 (¥234,000)

14 MSZ-JXV4022S ¥462,000 (¥420,000) ¥277,200 (¥252,000)

18 MSZ-JXV5622S ¥539,000 (¥490,000) ¥323,400 (¥294,000)

BXV 6 MSZ-BXV2222 ¥297,000 (¥270,000) 50% ¥148,500 (¥135,000)

8 MSZ-BXV2522 ¥330,000 (¥300,000) ¥165,000 (¥150,000)

10 MSZ-BXV2822 ¥363,000 (¥330,000) ¥181,500 (¥165,000)

12 MSZ-BXV3622 ¥407,000 (¥370,000) ¥203,500 (¥185,000)

14 MSZ-BXV4022S ¥440,000 (¥400,000) ¥220,000 (¥200,000)

18 MSZ-BXV5622S ¥517,000 (¥470,000) ¥258,500 (¥235,000)

AXV 6 MSZ-AXV2222 ¥286,000 (¥260,000) 50% ¥143,000 (¥130,000)

8 MSZ-AXV2522 ¥308,000 (¥280,000) ¥154,000 (¥140,000)

10 MSZ-AXV2822/S ¥341,000 (¥310,000) ¥170,500 (¥155,000)

12 MSZ-AXV3622/S ¥385,000 (¥350,000) ¥192,500 (¥175,000)

14 MSZ-AXV4022S ¥418,000 (¥380,000) ¥209,000 (¥190,000)

18 MSZ-AXV5622S ¥495,000 (¥450,000) ¥247,500 (¥225,000)

GV 6 MSZ-GV2222 オープンプライス ¥91,300 (¥83,000)

8 MSZ-GV2522 ¥106,700 (¥97,000)

10 MSZ-GV2822 ¥123,200 (¥112,000)

12 MSZ-GV3622 ¥148,500 (¥135,000)

14 MSZ-GV4022S ¥163,900 (¥149,000)

18 MSZ-GV5622S ¥231,000 (¥210,000)

※エアコン本体、室外機の設置箇所およびスリーブサイズ等により設置できる機種（形状・機能）に制限が生じます。

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

基本設置費／1台あたり ¥36,300 (¥33,000)

二段架台／1台あたり ¥19,800 (¥18,000)

防火区画処理部材設置／1台あたり ¥6,600 (¥6,000)

個別出張費/1出張あたり ¥14,300 (¥13,000)

※ガイドブック掲載以外の商品ラインナップにつきましては、同封のメーカーカタログ類をご参照ください。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。

詳細はメーカーのカタログをご覧ください。

デジタルカタログはこちら
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Air Conditioner ダイキン

シリーズ 目安畳数 品番 メーカー希望小売価格（税抜） 優待率 　　税込販売価格（税抜）

RX 6 S22ZTRXS ¥429,000 (¥390,000) 35% ¥278,850 (¥253,500)

8 S25ZTRXS ¥473,000 (¥430,000) ¥307,450 (¥279,500)

10 S28ZTRXS ¥517,000 (¥470,000) ¥336,050 (¥305,500)

12 S36ZTRXS ¥539,000 (¥490,000) ¥350,350 (¥318,500)

14 S40ZTRXS/P ¥572,000 (¥520,000) ¥371,800 (¥338,000)

18 S56ZTRXP ¥627,000 (¥570,000) ¥407,550 (¥370,500)

MX 6 S22ZTMXS ¥352,000 (¥320,000) 35% ¥228,800 (¥208,000)

8 S25ZTMXS ¥385,000 (¥350,000) ¥250,250 (¥227,500)

10 S28ZTMXS ¥418,000 (¥380,000) ¥271,700 (¥247,000)

VX 6 S22ZTVXS ¥308,000 (¥280,000) 40% ¥184,800 (¥168,000)

8 S25ZTVXS ¥341,000 (¥310,000) ¥204,600 (¥186,000)

10 S28ZTVXS ¥374,000 (¥340,000) ¥224,400 (¥204,000)

12 S36ZTVXS ¥418,000 (¥380,000) ¥250,800 (¥228,000)

14 S40ZTVXP ¥451,000 (¥410,000) ¥270,600 (¥246,000)

18 S56ZTVXP ¥561,000 (¥510,000) ¥336,600 (¥306,000)

AX 6 S22ZTAXS ¥385,000 (¥350,000) 40% ¥231,000 (¥210,000)

8 S25ZTAXS ¥418,000 (¥380,000) ¥250,800 (¥228,000)

10 S28ZTAXS ¥451,000 (¥410,000) ¥270,600 (¥246,000)

12 S36ZTAXS ¥495,000 (¥450,000) ¥297,000 (¥270,000)

14 S40ZTAXS/P ¥528,000 (¥480,000) ¥316,800 (¥288,000)

18 S56ZTAXP ¥594,000 (¥540,000) ¥356,400 (¥324,000)

SX 6 S22ZTSXS ¥330,000 (¥300,000) 40% ¥198,000 (¥180,000)

8 S25ZTSXS ¥363,000 (¥330,000) ¥217,800 (¥198,000)

10 S28ZTSXS ¥396,000 (¥360,000) ¥237,600 (¥216,000)

12 S36ZTSXS ¥440,000 (¥400,000) ¥264,000 (¥240,000)

14 S40ZTSXP ¥473,000 (¥430,000) ¥283,800 (¥258,000)

18 S56ZTSXP ¥583,000 (¥530,000) ¥349,800 (¥318,000)

FX 6 S22ZTFXS ¥330,000 (¥300,000) 50% ¥165,000 (¥150,000)

8 S25ZTFXS ¥363,000 (¥330,000) ¥181,500 (¥165,000)

10 S28ZTFXS ¥396,000 (¥360,000) ¥198,000 (¥180,000)

12 S36ZTFXS ¥440,000 (¥400,000) ¥220,000 (¥200,000)

14 S40ZTFXP ¥473,000 (¥430,000) ¥236,500 (¥215,000)

18 S56ZTFXP ¥572,000 (¥520,000) ¥286,000 (¥260,000)

CX 6 S22ZTCXS ¥308,000 (¥280,000) 50% ¥154,000 (¥140,000)

8 S25ZTCXS ¥341,000 (¥310,000) ¥170,500 (¥155,000)

10 S28ZTCXS ¥374,000 (¥340,000) ¥187,000 (¥170,000)

12 S36ZTCXS ¥418,000 (¥380,000) ¥209,000 (¥190,000)

14 S40ZTCXP ¥451,000 (¥410,000) ¥225,500 (¥205,000)

18 S56ZTCXP ¥561,000 (¥510,000) ¥280,500 (¥255,000)

E 6 S22ZTES オープンプライス ¥91,300 (¥83,000)

8 S25ZTES ¥106,700 (¥97,000)

10 S28ZTES ¥123,200 (¥112,000)

12 S36ZTES ¥148,500 (¥135,000)

14 S40ZTEP ¥163,900 (¥149,000)

18 S56ZTEP ¥231,000 (¥210,000)

※エアコン本体、室外機の設置箇所およびスリーブサイズ等により設置できる機種（形状・機能）に制限が生じます。

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

基本設置費／1台あたり ¥36,300 (¥33,000)

二段架台／1台あたり ¥19,800 (¥18,000)

防火区画処理部材設置／1台あたり ¥6,600 (¥6,000)

個別出張費/1出張あたり ¥14,300 (¥13,000)

※ガイドブック掲載以外の商品ラインナップにつきましては、同封のメーカーカタログ類をご参照ください。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。

詳細はメーカーのカタログをご覧ください。

デジタルカタログはこちら
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Air Conditioner 日立

シリーズ 目安畳数 品番 メーカー希望小売価格（税抜） 優待率 　　税込販売価格（税抜）

XJ 6 RAS-XJ22M ¥418,000 (¥380,000) 35% ¥271,700 (¥247,000)

8 RAS-XJ25M ¥462,000 (¥420,000) ¥300,300 (¥273,000)

10 RAS-XJ28M ¥495,000 (¥450,000) ¥321,750 (¥292,500)

12 RAS-XJ36M/2 ¥528,000 (¥480,000) ¥343,200 (¥312,000)

14 RAS-XJ40M2 ¥561,000 (¥510,000) ¥364,650 (¥331,500)

18 RAS-XJ56M2 ¥627,000 (¥570,000) ¥407,550 (¥370,500)

ZJ 6 RAS-ZJ22M ¥374,000 (¥340,000) 40% ¥224,400 (¥204,000)

8 RAS-ZJ25M ¥418,000 (¥380,000) ¥250,800 (¥228,000)

10 RAS-ZJ28M ¥451,000 (¥410,000) ¥270,600 (¥246,000)

12 RAS-ZJ36M ¥484,000 (¥440,000) ¥290,400 (¥264,000)

14 RAS-ZJ40M2 ¥517,000 (¥470,000) ¥310,200 (¥282,000)

18 RAS-ZJ56M2 ¥583,000 (¥530,000) ¥349,800 (¥318,000)

V 6 RAS-V22M ¥330,000 (¥300,000) 50% ¥165,000 (¥150,000)

8 RAS-V25M ¥374,000 (¥340,000) ¥187,000 (¥170,000)

10 RAS-V28M ¥407,000 (¥370,000) ¥203,500 (¥185,000)

12 RAS-V36M ¥440,000 (¥400,000) ¥220,000 (¥200,000)

14 RAS-V40M2 ¥473,000 (¥430,000) ¥236,500 (¥215,000)

18 RAS-V56M2　　　 ¥539,000 (¥490,000) ¥269,500 (¥245,000)

MJ 6 RAS-MJ22M ¥319,000 (¥290,000) 50% ¥159,500 (¥145,000)

8 RAS-MJ25M ¥363,000 (¥330,000) ¥181,500 (¥165,000)

10 RAS-MJ28M ¥396,000 (¥360,000) ¥198,000 (¥180,000)

12 RAS-MJ36M ¥429,000 (¥390,000) ¥214,500 (¥195,000)

14 RAS-MJ40M2 ¥462,000 (¥420,000) ¥231,000 (¥210,000)

18 RAS-MJ56M2 ¥528,000 (¥480,000) ¥264,000 (¥240,000)

AJ 6 RAS-AJ22M オープンプライス ¥91,300 (¥83,000)

8 RAS-AJ25M ¥106,700 (¥97,000)

10 RAS-AJ28M/2 ¥123,200 (¥112,000)

12 RAS-AJ36M/2 ¥148,500 (¥135,000)

14 RAS-AJ40M/2 ¥163,900 (¥149,000)

18 RAS-AJ56M2 ¥231,000 (¥210,000)

※エアコン本体、室外機の設置箇所およびスリーブサイズ等により設置できる機種（形状・機能）に制限が生じます。

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

基本設置費／1台あたり ¥36,300 (¥33,000)

二段架台／1台あたり ¥19,800 (¥18,000)

防火区画処理部材設置／1台あたり ¥6,600 (¥6,000)

個別出張費/1出張あたり ¥14,300 (¥13,000)

※ガイドブック掲載以外の商品ラインナップにつきましては、同封のメーカーカタログ類をご参照ください。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。

詳細はメーカーのカタログをご覧ください。

デジタルカタログはこちら
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Order Mirror オーダーミラー

●姿見ミラー 設置基本高さ 巾木上　約100mm空け

仕様 寸法(mm) 税込販売価格　（税抜）

  小口磨き W450H1720 ¥57,200 (¥52,000) 小口磨き    面取り加工(15mm幅)

W600H1720 ¥62,700 (¥57,000)

  面取り加工 W450H1720 ¥67,100 (¥61,000)

（15mm幅） W600H1720 ¥73,700 (¥67,000)

●1枚貼りミラー

仕様 W寸法(mm) 税込販売価格　（税抜） 仕様 W寸法(mm) 税込販売価格　（税抜）

小口磨き W301~450 ¥74,800 (¥68,000) 小口磨き W301~450 ¥80,300 (¥73,000)

H1501~1800 W451~600 ¥93,500 (¥85,000) H1801~2400 W451~600 ¥101,200 (¥92,000)

W601~750 ¥116,600 (¥106,000) W601~750 ¥125,400 (¥114,000)

W751~900 ¥133,100 (¥121,000) W751~900 ¥145,200 (¥132,000)

仕様 W寸法(mm) 税込販売価格　（税抜） 仕様 W寸法(mm) 税込販売価格　（税抜）

  面取り加工 W301~450 ¥82,500 (¥75,000)   面取り加工 W301~450 ¥93,500 (¥85,000)

（15mm幅） W451~600 ¥101,200 (¥92,000) （15mm幅） W451~600 ¥114,400 (¥104,000)

H1501~1800 W601~750 ¥124,300 (¥113,000) H1801~2400 W601~750 ¥138,600 (¥126,000)

W751~900 ¥140,800 (¥128,000) W751~900 ¥158,400 (¥144,000)

諸経費 税込販売価格　（税抜）

※写真は実際の商品と色・イメージが異なる場合がございます。 個別出張費 ¥25,300 (¥23,000) ～

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。
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ACCENT WALL アクセントクロス

メーカー（シリーズ） 優待率

サンゲツ ビニール系クロス

リリカラ ビニール系クロス 20% OFF

東リ ビニール系クロス

ルノン ビニール系クロス

テシード 全商品

マナトレーディング 全商品

トミタ 全商品

サンゲツ 輸入商品 都度見積

リリカラ 輸入商品

東リ 輸入商品

ルノン 輸入商品

諸経費 税込販売価格　（税抜）

設置費 都度お見積いたします

個別出張費 採寸・設置 ¥27,500 (¥25,000) ~

※商品シリーズにより優待率が異なる場合がございます。

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。
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ECOCARAT エコカラット

Gシリーズ 税込販売価格　（税抜）/　㎡

・ネオトラバーチン ・グラナスライン ディニタ

・ヴァルスロック ・グラナスヴィスト ノルディックカラー

・ファブﾘｺ ・グラナスラシャ 陶連子

・ストーングレース ・グラナスルドラ グランクォーツ ¥44,000 (¥40,000)

・ビンテージオーク ・グラナスハルト リネエ

・ラフクォーツ ・ドリス 和細工

・アンティークマーブル ・スモークウッド ラフセメント

・ラグジュアリーモザイクⅡ ・つちのは

Sシリーズ 税込販売価格　（税抜）/　㎡

・パールマスクⅡ ・ランド<土もの調> ・ストーンⅡ

・カームウッド ・ランド<石ハツリ面> ¥34,650 (¥31,500)

・レイヤーミックス ・ペトラスクエア

・ヴィーレ ・ラフソーン

Fシリーズ 税込販売価格　（税抜）/　㎡

・ニュートランス ・シルクリーネ

・フェミーナ ・ファインベース ¥26,400 (¥24,000)

・たけひご

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

特殊加工費 都度お見積いたします

個別出張費 ¥25,300 (¥23,000)

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。

※エコカラットを90°曲して設置する場合や、エコカラット小端が見える場合に、専用の役物を使用する場合がございます。

※専用の役物は、上記価格と異なります。詳しくはお見積り時にご説明をさせていただきます。

詳細はメーカーのカタログをご覧ください。

デジタルカタログはこちら
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Kitchen Appliances　キッチン設備機器

● IHクッキングヒーター

品目 備考

IHクッキングヒーター ¥440,000 (¥400,000)

幅60cm　3口IH

ダブルオールメタル

配送設置費込

既存ガスコンロ引取処分費込

　　税込販売価格（税抜）

¥16,500 (¥15,000)

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。

メーカー・仕様等 税込販売価格（税抜）

　パナソニック　KZ-AN76S　(天板：シルバー)

※住戸タイプにより設置できない場合がございます。また、ご注文後 現地確認の上、設置可否を回答させていただく場合がございます。

※電気容量アップを推奨いたします。（　お客様ご自身にてお手配いただきます。（有償）/　ご入居後の電気契約料金が変わります。　）

※レンジフード連動機能はありません。

諸経費

個別出張費
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Coating コーティング

水廻りコーティング（フッ素サニタリーシールド） 税込販売価格   　（税抜）

キッチン カウンター天板・壁面パネル、食器棚天板 ¥55,000 (¥50,000)

洗面室 ¥22,000 (¥20,000)

浴室 壁面・天井・カウンター天板・浴槽・エプロン ¥66,000 (¥60,000)

トイレ手洗い ボウル ¥11,000 (¥10,000)

水廻りコーティング　合計金額　 ¥154,000 (¥140,000)

４ヶ所セット　特別価格 キッチン・洗面室・浴室 ・トイレ手洗い（各1箇所） ¥132,000 (¥120,000)

浴室ミラーフィルム 税込販売価格   　（税抜）

浴室ミラーフィルム 浴室内のミラー（鏡） ¥49,500 (¥45,000)

※パンフレット図面表示の畳数　少数点以下は切り捨てて算出いたします。 【例：10.9畳　→　10畳】　1畳につき￥5,500(税込)加算します

※洋室のみの場合は、都度お見積りとさせていただきます

ストーンコーティング（フッ素石材コーティング）*石材・タイル用 税込販売価格   　（税抜）

玄関 床面（目地含む） ¥49,500 (¥45,000)

玄関+シューズインクローゼット 床面（目地含む） ¥55,000 (¥50,000)

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

個別出張費 ¥27,500 (¥25,000)

¥193,600 (¥176,000) ¥221,100 (¥201,000)

Kr ¥160,600 (¥146,000) ¥193,600 (¥176,000) ¥221,100 (¥201,000) ¥248,600 (¥226,000)

j ¥127,600 (¥116,000) ¥166,100 (¥151,000)

¥193,600 (¥176,000) ¥215,600 (¥196,000)

It ¥133,100 (¥121,000) ¥166,100 (¥151,000) ¥193,600 (¥176,000) ¥215,600 (¥196,000)

I ¥133,100 (¥121,000) ¥166,100 (¥151,000)

¥199,100 (¥181,000) ― ―

H ¥133,100 (¥121,000) ¥166,100 (¥151,000) ¥193,600 (¥176,000) ¥215,600 (¥196,000)

G ¥138,600 (¥126,000) ¥171,600 (¥156,000)

¥188,100 (¥171,000) ― ―

F2 ¥127,600 (¥116,000) ¥160,600 (¥146,000) ¥188,100 (¥171,000) ― ―

F1 ¥127,600 (¥116,000) ¥160,600 (¥146,000)

¥193,600 (¥176,000) ― ―

Et ¥133,100 (¥121,000) ¥166,100 (¥151,000) ¥188,100 (¥171,000) ― ―

Dt ¥138,600 (¥126,000) ¥171,600 (¥156,000)

¥188,100 (¥171,000) ― ―

D ¥138,600 (¥126,000) ¥171,600 (¥156,000) ¥193,600 (¥176,000) ― ―

C ¥127,600 (¥116,000) ¥160,600 (¥146,000)

B ¥127,600 (¥116,000) ¥160,600 (¥146,000) ― ― ― ―

洗面化粧台・ボウル、三面鏡下壁面パネル

      フロアコーティング（水性ウレタン）＊フローリング用                    税込販売価格　（税抜）

住戸タイプ LD + 洋室 (1) ＋　洋室 (１)(２) +　洋室 (１)(２)(３)

― ― ― ―A ¥127,600 (¥116,000) ¥160,600 (¥146,000)
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Home Accessories ピクチャーレール/TOSO

基本仕様 T-1（ホワイト）/TOSO　（フック2ケ付き/m） シリーズ W寸法（mm） 税込販売価格　（税抜）

TOSO/T-1 2m ¥24,200 (¥22,000)

TOSO/T-1 追加1m ¥12,100 (¥11,000)

追加オプション 基本仕様 税込販売価格　（税抜）

インテリアハンガー ワイヤータイプA ¥3,300 (¥3,000)

追加フック タイプA ¥1,430 (¥1,300)

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

個別出張費 ¥25,300 (¥23,000)

Home Accessories コートフック

基本仕様　素材 亜鉛ダイキャスト＋天然木＋アルミ・クローム仕上 シリーズ 寸法(mm) 税込販売価格　（税抜）

仕上 ナチュラル色　または　ダーク色　または　ホワイト色 MDIオリジナル W560 H50 D23 ¥35,200 (¥32,000)

寸法 W：560mm　H：50mm　D：23mm 諸経費 　　税込販売価格（税抜）

耐荷重 フック1ヶ当り5kg/全体で8kgまで 個別出張費 ¥25,300 (¥23,000)

その他 フック4ヶ所付き

Home Accessories 表札

基本仕様：素材 プレート：ステンレス製 シリーズ 税込販売価格　（税抜）

字体 11種類　*キュービックプレート（一部）は漢字・英字のみ ステンレスプレートシリーズ ¥14,300 (¥13,000) ~

セット 玄関表札+ポストプレート(投函口側・丸ゴシック体) キュービックプレートシリーズ ¥22,000 (¥20,000) ~

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

送料 ¥1,100 (¥1,000)

Home Accessories 手すり/KAWAJUN

基本仕様 亜鉛ダイキャスト＋天然木＋ABS樹脂 シリーズ 税込販売価格　（税抜）

クローム＋ライトブラウン KAWAJUN  KH-44 ¥22,000 (¥20,000)

または ダークブラウン または ホワイト 諸経費 　　税込販売価格（税抜）

個別出張費 ¥25,300 (¥23,000)

Window Glass Film ガラスフィルム

Nano80/Nano90 SH2CLAR（飛散防止）

税込販売価格　（税抜） 税込販売価格　（税抜）

¥24,200 (¥22,000) ¥15,180 (¥13,800)

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

個別出張費 ¥27,500 (¥25,000)

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。
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Home Accessories 置き畳(美草)

カラー 寸法(mm) 税込販売価格　（税抜） カラー 寸法(mm) 税込販売価格　（税抜）

基本色 830×830×15 ¥55,440 (¥50,400) アースカラー 830×830×15 ¥67,320 (¥61,200)

4枚セット 4枚セット

追加1枚 ¥13,860 (¥12,600) 追加1枚 ¥16,830 (¥15,300)

特注色 830×830×15 ¥63,360 (¥57,600) アレルバスター 830×830×15 ¥75,240 (¥68,400)

4枚セット 4枚セット

追加1枚 ¥15,840 (¥14,400) 追加1枚 ¥18,810 (¥17,100)

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

送料 ¥3,300 (¥3,000)

Home Accessories 調湿マット(さらっと空間)

基本仕様：素材 高機能アクリレート系繊維 シリーズ 寸法(mm) 　　税込販売価格（税抜）

仕様 シューズBOX用：棚板に合わせてお作りするセミオーダー品 クローゼット用(600mm×300mm) ¥6,380 (¥5,800)

残ったマットは、ハンガーを付けてクローゼット用に加工します 諸経費 　　税込販売価格（税抜）

送料 ¥1,100 (¥1,000)

シリーズ 寸法(mm) 　　税込販売価格（税抜）

シューズBOX用(300mm×9m) ¥69,080 (¥62,800)

諸経費 　　税込販売価格（税抜）

個別採寸費 ¥19,800 (¥18,000)

※期日以降のご注文につきましては個別出張費を頂戴いたします。
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お申込みいただく際のご確認・ご了承事項

【共通事項】
・ 【表示価格について】

消費税率等を10%として算出しております。

今後の租税公課に変更があった場合、表示価格が変更となる場合がありますことをご承知おきください。

・ ガイドブック掲載以外の商品ラインナップにつきましては、同封のメーカーカタログ類をご参照ください。

・ ガイドブック掲載内容にはイメージ写真・画像が含まれます。お取り扱い商品・サービス内容とは異なる場合がございます。

・ ガイドブック掲載の商品写真は実際の商品と色・イメージが異なる場合がございます。

・ ガイドブック掲載の商品の機種・仕様等は改良・モデルチェンジの為、予告なく一部変更となる場合がございます。

・ ガイドブック掲載の商品は、商品改定等に伴い、価格が変更となる場合がございます。

・ ご購入物件によりお取り扱い商品・サービス内容が異なります。

・ ご変更期日以降のキャンセル・変更はお受けできません。予めご了承ください。

・ ご変更期日以降にお申込・ご注文いただいた商品についてはお引渡し以降の納品となり、各商品代に別途個別諸経費が発生いたします。

・ ご注文商品がモデルチェンジとなる場合、新型同等機種にて対応させていただきます。

・ 現場採寸または現場調査後、やむを得ずサイズ・形状・設置位置等の仕様変更が必要となる場合は、事前にご相談させていただきます。         

・ 一部商品を除き鉄筋コンクリート壁・乾式耐火間仕切壁・点検口・天井・下がり天井・梁等には設置できません。

・ 記載寸法はパンフレット平面図に基づいた概略寸法の為、実際とは異なる場合がございます。

・ パンフレット平面図に基づいたご提案となりますので、現場状況によりお打合せ内容から変更が生じる場合がございます。

・ 住戸タイプにより設置できない場合がございます。

・ 取扱説明書付きの商品につきましては、記載内容をご使用前にお読みの上、正しくお使いください。

・ 将来商品を撤去復旧する際には下地の処理・補修が必要となります。

・ 保証期間は、納品の日から1年間となります。但し、不動産物件が引き渡される前に商品等を納品した場合、不動産物件が引き渡された日を

商品等の納品の日とさせていただきます。

・ メーカー保証に関するご案内

納品した商品等にメーカー保証書が添付されており、メーカー保証期間が１年を超えている場合は、上記保証期間を超過していても

メーカー保証規定により、商品等の瑕疵が是正される場合がございますので、メーカー保証書は大切に保管してください。

メーカー保証規定により、商品等の瑕疵が是正されるか否かにつきましては、メーカー判断によりますため、商品等の瑕疵が判明した時点で

メーカーへの確認を行う必要がございます。予めご了承ください。

【メーカー家具】
・ 一部海外輸入品等、納期がかかる商品がございます。

【システム収納】
・ 設置位置に点検口がある場合、現地採寸または現地調査後、プラン変更させていただく場合がございます。

・ エアコン設置箇所、配管カバー設置ルートに干渉する場合、現地採寸または現地調査後、プラン変更させていただく場合がございます。

【オーダー家具】
・ 設置位置にスプリンクラーやスイッチ等がある場合、家具形状を変更させていただく場合がございます。

・ エアコン室内機設置位置、配管カバー設置ルートに干渉する場合、家具形状を変更させていただく場合がございます。

・ 設置位置に点検口がある場合、点検口使用可能となる家具形状に変更いたします。

・ 壁面設置家具及び棚板には一箇所に重たいものをのせないでください。変形・破損の恐れがございます。

・ 扉や取手・棚にぶらさがらないでください。落下・転倒事故の恐れがございます。

・ 扉・取手・ガラス部分は叩いたり強い衝撃を与えないでください。破損してケガをする恐れがございます。

・ 納入直後は製品の材料や収納内に空気がこもることによる匂いが気になる場合がございます。製品の不備ではございませんので、

その場合はお部屋の換気をお願いいたします。

・ ヒーターなどの熱源に近づけないでください。反り、割れ、変色の原因となる場合がございます。

・ 照明付家具の場合、点灯中や消灯直後は電球に直接触れないでください。

電球が熱くなっており、火傷やケガの原因になる場合があります。

・ 家具付属コンセントの容量を超えてのご使用は火災の原因となりますのでご遠慮ください。

・ 天然素材使用の場合、同一素材であっても木目・石目柄に個体差がございます。
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お申込みいただく際のご確認・ご了承事項

【カーテン】
・ ファブリックは繊維の特性上、お部屋の温度・湿度による多少の伸縮、生地の変形、リピートの柄ずれがでる場合がございます。

・ 房掛金具は原則壁面（クロス面）にビス止めにて設置いたします。

・ 消防法または所轄消防署指導により防炎品のみのご案内となる場合がございます。

・ シェード・ブラインド類は既存カーテンレールを外して設置いたします。

・ レール取り外し後、レールを止めていたビス跡が残ります。なるべく目立たぬよう処理いたしますがビス跡を消すことはできません。予めご了承ください。

・ 遮光効果のある製品は、完全に遮光するものではありません。また縫製上の継ぎ目や穴からも光が漏れる場合がございます。予めご了承ください。

・ ブラインド・シェード類は経年変化により操作ひもやパーツが破損する場合がございます。

・ カーテン価格は図面寸法をもとにメーカー規定価格表から算出しております。

【ラグ・カーペット】
・ 消防法または所轄消防署指導により防炎品のみのご案内となる場合がございます。

・ 材質により、スリッパ等で歩行時に滑りやすい場合がございます。

【照明】
・ 蛍光灯・ＬＥＤでは、光の見え方が異なります。それに伴い、商品のイメージも異なります。

・ 輸入商品・引掛シーリングを取り外して器具設置を行う商品等、特殊設置となる場合は別途お見積となります。

・ 引掛シーリングを取り外して器具設置を行った場合の既存部品は納品完了時に住戸内へ保管させていただきます。

・ 予め天井下地が設置されていない場合のジャンピング設置は行っておりません。

【エアコン】
・ メーカーカタログ記載の「畳数の目安」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なる場合がございます。

・ エアコン室内機・室外機設置位置は、パンフレット図面に定められた位置となります。

・ エアコン設置面付近に家具を設置される場合、エアコン本体・配管等との干渉にご注意ください。

・ 住戸タイプにより取扱メーカー及び機種に制限がある場合がございます。

・ 住戸タイプにより室外機置場用2段置き架台が必要となる場合がございます。またスリーブの隙間を埋める等の措置を行う場合がございます。

・ 住戸タイプにより設置できない場合がございます。

・ エアカットバルブはエアコン設置箇所により設置できない場合がございます。

・ お掃除機能付エアコンは、設置位置により、クリーニング業者による高圧洗浄ができない場合がございます。

・ 基本設置費には、配管部材・配管化粧カバー及びエアカットバルブ（設置可能な場合）が含まれます。

【オーダーミラー】
・ 巾木上～天井までのミラーの場合、上下に隙間を設けます。

・ 既存壁クロスを剥がしミラー接着貼りを行います。

・ 現場採寸または現場調査後、設置位置に照明・スイッチプレート等が干渉する場合は、ご相談させていただきます。

・ 壁面のみの設置が可能です。建具・扉・天井等への設置はできません。

・ 叩いたり、強い衝撃を与えないでください。破損してケガをする恐れがございます。

・ 将来商品を撤去復旧する際には下地の処理・補修が必要となります。

・ コンクリート躯体壁、乾式耐火遮音間仕切り壁への設置は承っておりません。

【アクセントクロス】
・ 経年変化による色あせ（変色）・ジョイント等の開き（商品の瑕疵は除く）等は保証対象外となります。

・ 商品特性により、壁面の凹凸やクロスのしわが目立つ場合がございます。

・ 既存クロスを剥がして納品する為、商品によりジョイント又は凹凸が目立つ場合がございます。

・ 商品の納品後、1週間程度はクロスを貼る際に使用した材料の匂いが残る場合がございます。その場合はお部屋の換気をお願いいたします。

・ 直射日光や熱風が長時間当たる場所では、変退色する恐れがございます。

・ 粘着テープやゴム系のものを壁紙に付着させないでください。変退色や破損を招く原因となります。

・ ほこりや汚れが付着した場合は、水を含ませた布で軽く拭き取ってください。

・ シンナーやベンジン、アルコールなどの有機溶剤は使用しないでください。退変色の恐れがございます。

・ 結露の発生や湿気はクロスのカビの原因となる場合がございます。

・ 煙草の煙やキッチンからの油煙は、クロスを短時間で黄変させる原因となる場合がございます。

・ 消防法または所轄消防署指導により防炎品のみのご案内となる場合がございます。

・ 将来商品を撤去復旧する際には下地の処理・補修が必要となります。
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お申込みいただく際のご確認・ご了承事項

【エコカラット】
・ お見積算出時の㎡数は実際のお部屋寸法とは異なります。

・ 出隅加工・特殊器具加工が必要な場合は、別途費用が発生することがございます。

・ 設置は壁面のみとなります。（梁・天井は設置できません。また、壁の種類により設置できない場合がございます。）

また、設備機器と干渉する壁面には設置できません。

・ 水道から直接水がかかる場所等、常時水がかかったり、水がたまったりする場所には設置できません。

・ 手摺設置用下地箇所にエコカラットを設置した場合、将来手摺は設置できなくなりますのでご注意ください。

・ 設置位置の上部にピクチャーレールがある場合、ピクチャーレールのフックが可動するよう、

上部にスペースを設けて設置いたします。

・ エアコン室内機設置位置、配管カバー設置ルートに干渉する場合は、事前にご相談させていただきます。

・ 商品の効果は、部屋の使用条件・気象・換気等の条件によって異なります。

・ カビやダニが発生・繁殖しないことを保証するものではございません。通気の悪いところでは、定期的な窓開け等十分な換気対策をお願いいたします。

カビが発生した場合は、塩素系漂白剤でのメンテナンスをおすすめします。

・ 光の当たり方によっては、場所により見え方に違いが出る場合がございます。

・ 壁の状態（不陸等）によっては商品の間に数mm程度の隙間があく場合がございます。

・ 商品割り付けが、壁に対して上下左右均等にならない場合がございます。

・ 将来商品を撤去復旧する際には下地の処理・補修が必要となります。

・ 将来クロス貼り換え等の際に干渉を避ける為、壁の入隅から数ミリ程の隙間を開けて設置いたします。 

・ コンクリート躯体壁、乾式耐火遮音間仕切り壁への設置は承っておりません。

・ 空間全体の調湿効果を発揮する目安として、その空間の床面積の1/4以上の壁面積に設置いただくことをおすすめいたします。

※天井高2.5mとしてのメーカー推奨　なお、推奨面積は目安で、効果を保証するものではございません。

【バルコニータイル】
・ タイルの上で物を燃やしたり加熱すると、製品が燃えたり、変形しますので、絶対にしないでください。

・ 雨のあとや散水の後は、表面が滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。

・ 履き物によっては表面が滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。

・ 夏の高温のもとでは、表面が高温になり、素足で歩くとやけどをする恐れがありますので、履物を着用の上、歩行してください。

・ タイルが割れた場合には、速やかに掃除してください。タイルの破片により、足などを切る恐れがございます。

防水層を傷めることで、漏水の原因となる恐れがあります。

・ タイルの上に物を落とさないようにしてください。衝撃でタイルが割れる原因となります。

・ タイルに灯油・ガソリン・有機洗剤などが付着した場合には、放置せずすぐに拭き取ってください。変色や変形の恐れがございます。

・ 管理規約上あるいは防災上の理由により、排水溝や避難ハッチなど敷設できない箇所がございます。予めご了承ください。

・ バルコニーの形状により、床材がきちんと納まらない場合やご希望箇所に設置できない場合がございます。

・ 置敷のため、床への固定はいたしません。よって、床面の状況により浮き部分が生じてガタつく場合がございます。

・ 住戸タイプにより設置できない場合がございます。

・ バルコニー手すり形状・階数により、突風によるめくれ対策をいたします。

・ ルーフバルコニー・高層住宅の高層階・その他風の影響を受けると考えられる場合は、飛散の恐れがある為、ご注文をお受けできません。

・ メーカー見解を基に飛散防止の対策は行っておりますが、飛散しないことを保証するものではございません。

・ 大規模修繕工事等の際に、お客様ご負担で移動または撤去をしていただく必要がございます。

【IHクッキングヒーター】
・ IHコンロは同メーカー電気オーブンのみ組合せ可能です。高速ガスオーブン、コンビネーションレンジとの同時申し込みはできません。

・ ご入居後、ご利用に応じた契約電気容量の変更をおすすめいたします。

・ IHコンロはご利用可能な調理器具を予めご確認ください。

・ レンジフード換気連動機能はございません。

・ ガス栓は残ります。

・ 医療用ペースメーカー等をお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上ご使用ください。

【水廻りコーティング】
・ 表面の防汚を目的とした商品となります。

・ ミラーやステンレス・ガラス素材の箇所は塗布対象外となります。

・ 固いブラシやタワシなどで擦ると、耐久性に影響が出ますのでご注意ください。

・ その他お手入れ方法については、取扱説明書をお読みください。

・ 商品の特性をご理解の上、お申込みくださいますようお願いいたします。
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お申込みいただく際のご確認・ご了承事項

【浴室ミラー保護フィルム】
・ 鏡のサイズより1.5～2.0mm程度内側にフィルムを貼ります。

・ 防ぎきれない微細なホコリやチリが混入する可能性がございますが、商品上の問題はありません。

・ フィルムに水泡が残る場合がございますが、時間の経過とともに消失いたします。

・ その他お手入れ方法については、取扱説明書をお読みください。

・ 商品の特性をご理解の上、お申込みくださいますようお願いいたします。

【フロアコーティング】
・ フローリング表面の防汚や艶出し効果を目的とした商品となります。

・ 時刻や季節による室内への外光の入り方により、塗りムラのように見える場合があります。

・ フロアコーティングの表面にキズが全くつかない商品ではございません。

・ 固く尖ったものや重いものを落としたり、家具を引きずったりすると、フローリングに直接キズや凹みができる場合がございます。

・ 椅子等の脚底にはフェルトなどを貼って頂くことをお勧めいたします。

・ 水拭きをする際は、タオルを固くしぼって行ってください。化学雑巾等はすべり・くもりの原因となりますのでご注意ください。

・ 食品や薬品がこぼれた場合、長時間放置するとシミが残る場合がございます。

・ フローリングの特性により音鳴り・反り・浮きへこみ・割れ剥がれ等が発生する場合がございます。季節の変わり目など自然現象により発生するため

保証はいたしかねます。予めご了承ください。

・ 耐用年数は、メーカー自社基準であり、耐用年数を保証するものではございません。

・ その他お手入れ方法については、取扱説明書をお読みください。

・ 商品の特性をご理解の上、お申込みくださいますようお願いいたします。

【ストーンコーティング】
・ 玄関床の防汚を目的の商品となります。

・ 玄関床の表面にキズが全くつかない商品ではございません。

・ 日常のお手入れが楽になる商品となりますので、お手入れは必要となります。

・ 固いブラシやタワシなどで擦ると、耐久性に影響が出ますのでご注意ください。

・ 薬品や水がこぼれた場合、長時間放置するとシミが残る場合がございます。

・ その他お手入れ方法については、取扱説明書をお読みください。

・ 商品の特性をご理解の上、お申込みくださいますようお願いいたします。

【クロスコーティング】
・ 生活状況・居住人数など条件により効果に差異が生じます。

・ 家具を置いてクロスが隠れてしまう箇所は効果がございません。

・ クロスコーティングは無色透明の商品となりますので、効果を目で確認することはできません。

・ お手入れ方法については、取扱説明書をお読みください。

・ 商品の特性をご理解の上、お申込みくださいますようお願いいたします。

【ピクチャーレール】
・ レール幅１ｍ間隔当たり耐荷重は10㎏以下にてご使用ください。

・ 許容耐荷重はピクチャーレール設置方法、ご使用になるハンガーにより異なる場合がございます。

・ 製品にぶら下がる・ワイヤーを引張る・洗濯物をかける等、適用以上の荷重をかけることは、

製品の破損、落下等思わぬ事故の原因となりますのでお止めください。一箇所に荷重が集中することの無いようご配慮ください。

・ ピクチャーレール1ｍあたりフック2個付きとなります。

・ 壁下地の状況により設置できない場合がございます。予めご了承ください。

・ 3m以上のピクチャーレールはジョイントが入ります。予めご了承ください。

【コートフック】
・ 壁下地に合わせて設置いたします。

・ 現場採寸または現場調査後、やむを得ず設置位置の変更が必要となる場合は、ご相談させていただきます。         

【表札】
・ 玄関表札とポストプレート（投函口側）のセット販売となります。

・ ポストプレートのみのご注文は承っておりません。

・ 文字サイズ・レイアウト等はお任せ願います。

・ 商品サイズは設置箇所の仕様により異なります。
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お申込みいただく際のご確認・ご了承事項

【手すり】
・ 予め手すり用下地が設置された箇所のみ設置可能です。

・ 壁下地に合わせて設置する為、ご希望位置から変更させていただく場合がございます。

【置き畳】美草
・ 屋内用製品です。

・ 裏面のグリップシートは適度なすべり止めです。横からの力で滑ることもあります。

・ 床暖房・ホットカーペット・こたつなどとの併用は避けてください。

【調湿マット】さらっと空間
・ シューズBOX用はセミオーダーです。棚板の寸法を測り、奥行30cm×幅9ｍの原反ロールより製作いたします。

・ 9ｍ原反で余りが出た場合、ハンガーを付けてクローゼット用(65cm×30cm)に加工して納品いたします。

65cm未満の余りは原反のまま納品いたします。(傘立て・分電盤の下には敷きません。)

・ シューズBOX用は特に汚れがひどい場合は洗濯してください。洗濯する際は、センサー部分を本体より抜いてください。

・ 水に濡れるとセンサーが働かなくなります。洗濯の際は中性洗剤を使用し、ぬるま湯か水で洗ってください。

・ 滑り止め加工は施されておりませんので、玄関マット、足拭きマット等の敷物の代わりには使用しないでください。
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2022.10

【お問い合わせ窓口】

株式会社 メック・デザイン・インターナショナル

首都圏地区協力会社 株式会社 ユニタック

担当：日改 池田

フリーダイヤル：0120-444-061
メールアドレス：info@unitac-unitac.jp

受付時間/9：00～17：30(土日祝日定休)

年末年始休業/2022年12月29日～2023年1月4日

【主催】 株式会社 メック・デザイン・インターナショナル

住空間デザイン部

フリーダイヤル：0120-019-445 受付時間/10：00～16：00(土日祝日定休)

ひがい
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