
コンフォート 

シリーズ 

■扉カラー 

リリーフオークナチュラル 

(E3V) 

リリーフオークホワイト 

(E3T) 

リリーフオークミディアム 

(E3X) 

RELIEF OAK リリーフオーク AROMA  アロマ DAP光沢 素木仕上げ（木目柄） 

アロマホワイト 

(E2A) 

アロマライム 

(E2E) 

アロマトープ 

(E2K) 

アロマアズール 

(E2P) 

アロマネーブル 

(E2Y) 

アロマカシス 

(E2Q) 

CAFE WOOD カフェウッド ビンテージ仕上げ 

カフェウッドラテ 

(E3R) 

カフェウッドモカ 

(E3K) 

カフェウッドエスプレッソ 

(E3H) 

CAFE TILE カフェタイル 

カフェウッドブレンド 

(E3B) 

カフェタイルアクア 

(E3S) 

カフェタイルローズ 

(E3U) 

カフェタイルホワイト 

(E3Q) 

ビンテージ仕上げ 

ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ（化粧幕板/扉面材） 

90㎝／シルバー 

ZRS90ABM14FS(R/L)-E 

ライン取手 ロングバー取手 

担当者名 担当事業所名 

名古屋営業所 林康之 2018/04/13 

ホーロートップコンロ(3口/60㎝) 

ﾌｪｲｽ：ｼﾙﾊﾞｰ/ﾄｯﾌﾟ：ﾌﾞﾗｯｸ/ｸﾞﾘﾙ：水無片面 

ZGFNK6R14QSE-E 

浄水器一体型省エネシングル水栓 

ZSMJT426R14A(H/W)-E 

食器洗い乾燥機 

シルバーフェイス/パネルタイプ 

ZWPP45R14LDS-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(大) 

シンプルなステンレスシンクです。 

W82×D48.5×H18.3㎝(TG) 

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。 

ご提案プラン  

  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 112471590 100422515 

キッチンは家具、 
と考える。 

お気に入りの家具を選ぶようにキッチンを選んでみる。 

ラクエラが目指したのはインテリアの組み合わせを 

楽しむキッチンです。 

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。 



お問い合わせ番号：

システムキッチン商品仕様書 100422515

ご提案プラン
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2018年04月13日商品合計商品合計 -      ¥947,000      ¥947,000
 ¥1,039,000 ¥1,122,120                       プラン名 キッチン／ラクエラ グランド (       )

取付・設置費取付・設置費 -       ¥72,000       ¥72,000
              ¥947,000 ¥1,022,760            (       )見積番号 143355547 コンフォート

商品総合計商品総合計 -   ¥1,019,000   ¥1,019,000図面番号 (       )112471590    ¥924,000   ¥997,920                       シンシア
（税込　　　　　　　　　　（税込　　　　　　　　　　    　　  ））   ¥1,100,520   ¥1,100,520 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

営業所 名古屋営業所　消費税率　消費税率 %%  8  8
※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。

金額 金額トップ材質 トップ材質
営業担当 林康之

                                            

                                            ショールーム

納品予定月納品予定月 2018年07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（大）ＴＧシンク／ｽﾃﾝﾚｽ

商品シリーズ ： ：水栓金具 浄水器一体型省エネシングル水栓
：扉シリーズ コンフォート

食器洗い乾燥機 ：あり
扉カラー ： 加熱調理機器 ：リリーフオークホワイト ホーロートップコンロ　グリル：水無片面焼き　フェイス ：シルバー　トップ：ブラック　間口600mm

ガス種 ：未定
： ：キャビネットカラー アイボリー レンジフード W=90cm／フラットスリムレンジフード　化粧前幕板タイプ（扉面材）

取手 吊戸棚/オプション ：： H=700mm/ミドル吊戸棚　片側板のみ不燃仕様ライン取手
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 左
： ：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。
※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：100422515商品明細（内訳）書
見積番号： （       　   ）2018年04月13日143355547

ご提案プラン 図面番号： （       　   ）2018年04月13日112471590

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 EBZBA255BTGL-SSNAステンレスシンク（TGｼﾝｸ） ｽﾃﾝﾚｽ(ﾄﾞｯﾄ柄)  1  1 2550 650     1    ¥110,000    ¥110,000
水栓金具 ZSMJT426R14AH-E浄水器一体型省ｴﾈｼﾝｸﾞﾙ水栓(一般地)  2  2     1     ¥59,000     ¥59,000
D65cmサイド化粧板 EBNE067HBNN-E3Tベースキャビネット用  3  3   15 670 900    1     ¥20,000     ¥20,000
D65cmシンクキャビネット EBS105HPPGN-E3TBNスライド収納（サイレントレール）  4  4 1050 640 830    1    ¥121,000    ¥121,000
D65cm食器洗い乾燥機用キャビネット EBB075HNPGL-E3TBNｽﾗｲﾄﾞ収納(ｻｲﾚﾝﾄﾚｰﾙ)食洗機(ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ)  5  5  750 640 830    1     ¥91,000     ¥91,000
食器洗い乾燥機(D65㎝) ZWPP45R14LDS-E化粧パネルタイプ(ｼﾙﾊﾞｰﾌｪｲｽ)  6  6  448 621 450    1    ¥138,000    ¥138,000
D65cmコンロキャビネット(3口ｺﾝﾛ用) EBG075HBRYR-E3TBNｽﾗｲﾄﾞ収納(ｻｲﾚﾝﾄﾚｰﾙ)ｺﾝﾛ横引出前板ｸﾞﾚｰ  7  7  750 540 830    1     ¥80,000     ¥80,000
調理機器(ガスコンロ・３口) ZGFNK6R14QSE-E水無片面焼(ｼﾙﾊﾞｰﾌｪｲｽ､ﾌﾞﾗｯｸ・ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ) ｶﾞｽ種要確認  8  8  594 508 220    1    ¥107,000    ¥107,000
ガス配管ガード ZKHKBN-E３口コンロ用  9  9     1      ¥5,000      ¥5,000
サイド化粧板 EBNE039MWBN-E3Tミドル吊戸棚用 10 10   15 390 700    1     ¥14,000     ¥14,000
ミドル吊戸棚 EBW135MBAAL-E3TNN取手レス仕様 11 11 1350 370 700    1     ¥55,000     ¥55,000
ミドル吊戸棚 EBW030MSAAL-E3TNN不燃仕様（片側）・取手レス仕様 12 12  300 370 700    1     ¥23,000     ¥23,000
レンジフード ZRS90ABM14FSR-Eフラットスリムレンジフード 13 13  900 600  35    1    ¥100,000    ¥100,000
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ対応部材 EBJRM90PBFZ-E3T専用化粧幕板(扉面材) 14 14  896  15 631    1     ¥16,000     ¥16,000
レンジフード対応部材 ZRY90FBEZZFSZ-Eﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用化粧幕板取付ﾌﾚｰﾑ 15 15  900  27  30    1      ¥8,000      ¥8,000

    ¥947,000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 16     1     ¥72,000     ¥72,000
     ¥72,000取 付 ・ 設 置 費 小 計

クリナップ株式会社



お問い合わせ番号：100422515商品明細（内訳）書
見積番号： （       　   ）2018年04月13日143355547

ご提案プラン 図面番号： （       　   ）2018年04月13日112471590

※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
  ¥1,019,000

（         ）(税込み)   ¥1,100,520

クリナップ株式会社



ラクエラ

1/30
2018.04.13 キッチン／ラクエラ

ご提案プラン
100422515

112471590ＰＮ２３９Ｔ

名古屋営業所
林康之

A



ラクエラ

1/30
2018.04.13 キッチン／ラクエラ

ご提案プラン
100422515

112471590ＰＮ２３９Ｔ

名古屋営業所
林康之



ラクエラ

1/30
2018.04.13 キッチン／ラクエラ

ご提案プラン
100422515

112471590ＰＮ２３９Ｔ

名古屋営業所
林康之


