
1 / 1お打合せシート 2018年07月14日

現場番号 L1465683
総合見積番号 SG00003

二瓶　正敏　様（ＳＨ中山７－１２）邸  様
ＴＯＴＯ株式会社

〒252-0235

神奈川県　相模原市中央区　相生

３－１２－１１

0120-43-1010
042-786-6081

TEL
FAX
担当 中山　美由紀

見積合計金額（税抜） ¥1,929,700

※当見積は関連工事業者様へのご連絡は可能です。

見積合計金額（税込） ¥2,084,076

相模原ショールーム

お客様名

消 費 税 等 消費税等８％が含まれております

※「注○週」は受注生産品です。弊社にてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※本書は消費税等の税率を８％で計算しています（２０１４年４月１日以降は８％が適用されます）。

品　　　　名
数量 金額(税抜)

納期
品　　　　番

カラー
受後

≪２０１８年新商品ショールームフェア≫

受注期間：２０１８／７／２～２０１８／１０／３０出荷期間：２０１８／８／１～２０１８／１１／３０

※キャンペーン対象のお客様は、上記期間のご確認をお願い致します。

<１Ｆ　浴室　７／１４変更>

システムバスルーム一式（№：UB00003）  1  1,448,150

＊詳細は別紙にてご確認下さい。

<１Ｆ　トイレ>

レストルーム（住宅向け）一式（№：RX00001）  1  481,550

＊詳細は別紙にてご確認下さい。

¥1,929,700＊＊＊＊＊＊＊＊＊　見　積　金　額　合　計　＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なることがございます。
・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
・◆マークは、ＴＯＴＯがおすすめする高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。
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システムバスルーム

お打合せシート 2018年07月14日

現場番号 L1465683
総合見積番号 SG00003
（個別見積番号 ）UB00003

二瓶　正敏　様（ＳＨ中山７－１２）邸  様
ＴＯＴＯ株式会社

〒252-0235

神奈川県　相模原市中央区　相生

３－１２－１１

0120-43-1010
042-786-6081

TEL
FAX
担当 中山　美由紀

見積合計金額（税抜） ¥1,448,150

※当見積は関連工事業者様へのご連絡は可能です。

見積合計金額（税込） ¥1,564,002

相模原ショールーム

お客様名

消 費 税 等 消費税等８％が含まれております

※「注○週」は受注生産品です。弊社にてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※本書は消費税等の税率を８％で計算しています（２０１４年４月１日以降は８％が適用されます）。

品　　　　名
数量 金額(税抜)

納期
品　　　　番

カラー
受後

<１Ｆ　浴室　７／１４変更>

システムバスルーム　１．２５坪　一式

■本体・セレクト

　※2018年8月1日発売予定となります。

HKV1620UCX1**  1  1,280,000001

発売予定　シンラ　ＨＫ　Ｃタイプ

HDPJW  1  15,000002

ドア

YAU51  1  14,100003

追焚加工

EFKJ2  1  0004

壁柄

CFSA3  1  0005

床柄

SRN38  1  8,000006

シャワー

SBA1R  1  22,000007

スライドバー

XA23R  1 -60,000008

キャンペーン

CQA01  1  60,000009

床ワイパー洗浄（きれい除菌水）

VML2W  1  17,000010

窓枠

TKQAB  1  0011

カウンター

KUR84  1  0012

鏡
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2 / 42018年07月14日

現場番号 L1465683
総合見積番号 SG00003
（個別見積番号 ）UB00003

※「注○週」は受注生産品です。弊社にてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※本書は消費税等の税率を８％で計算しています（２０１４年４月１日以降は８％が適用されます）。

品　　　　名
数量 金額(税抜)

納期
品　　　　番

カラー
受後

YYRFB  1  0013

浴槽

YHH23  1  24,000014

浴槽ハンドグリップ

YQA01  1  30,000015

エプロン

KPBAR  1  11,000016

器具色変更

KMB11  1  10,000017

ランドリーパイプ

■単品パーツ

G967C  1  1,950018

シリコーン３３３ＣＣ　ホワイト

EKH60069#NW1  1  15,100019

Ｄ２００＊Ｗ７５０＊Ｈ９１０枠

■備考

セレクトの金額は本体価格に対する差額です。

設置寸法・ドア位置・架台をご確認下さい。

フリーサイズ窓枠のサイズをご確認下さい。

追焚加工を含んでおります。仕様をご確認下さい。

■仕様

「納期はバスルーム本体、※※納期※※

セレクト・オプション共に約２週間です」※※納期※※

横浜ＣＰ床ワイパーキャンペーン

お掃除ラクラクほっカラリ床床

クロス調［セレーナベージュ］床

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）床

床ワイパー洗浄（きれい除菌水）あり床ワイパー

正面／クラフティブラックアクセントパネル

周辺パネル／エニーホワイトベージュ周辺パネル

アクセントカウンター（水栓一体）カウンター収納

Ｗ５００カウンター収納

ブラウンＮカウンター収納

セパレート収納棚／Ｗ１８０／２段カウンター上収納棚

ブラウンＮカウンター上収納棚

カウンター下収納棚なしカウンター下収納棚

開き戸／Ｗ７００Ｈ２０００スッキリドア

ホワイトドアカラー

★暖房換気扇換気

ランドリーパイプ１本付き換気

ＡＣ２００Ｖ／ヒカルリモコンなし換気

洗面所暖房機なし洗面所暖房

平天井（目地付き・Ｈ２１５０）分割天井

２ＷＡＹタッチ水栓（カウンター一体型）洗場水栓
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3 / 42018年07月14日

現場番号 L1465683
総合見積番号 SG00003
（個別見積番号 ）UB00003

※「注○週」は受注生産品です。弊社にてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※本書は消費税等の税率を８％で計算しています（２０１４年４月１日以降は８％が適用されます）。

品　　　　名
数量 金額(税抜)

納期
品　　　　番

カラー
受後

サーモスタット洗場水栓

シャワーホースフックなしシャワーホースフック

エアインクリックシャワー／メタル調シャワーヘッド

バス水栓なしバス水栓

お湯張り機能付給湯機をセットして頂くか、バス水栓

バス水栓をセレクトして下さい。バス水栓

ファーストクラス浴槽浴槽仕様

ワイド／ステップ付き浴槽仕様

ワンプッシュ排水栓浴槽仕様

お掃除ラクラク人大浴槽浴槽材質

エレノアブラウン浴槽カラー

ヘッドレスト付き／ブラック浴槽仕様

楽湯なし浴槽機能

お掃除ラクラク人大エプロン浴槽エプロン

エレノアブラウン浴槽エプロン

魔法びん浴槽浴槽保温

魔法びん浴槽はＪＩＳ高断熱浴槽の基準を浴槽保温

満たしています（楽湯付きを含む）浴槽保温

お掃除ラクラクカウンター人工大理石カウンター

ブラウンカウンター

お掃除ラクラク鏡鏡

フレーム付縦長ミラー鏡

Ｗ２９８×Ｈ９５０鏡

くもり止めヒーターなし鏡

ダウンライト／温白色／４灯照明

スライドハンガー付インテリアバー／メタルスライドバー

Ｌ＝１０００スライドバー

器具色メタル調タオル掛け

２枚割ふた／ラクかるふろふた断熱仕様ふろふた

フック／３点留め／メタル調ふろふた

断熱防水パン断熱

断熱材パック断熱

（天井・壁・床・トラップ断熱カバー）断熱

(セレクト)

HDPJW  　開き戸(W700･H2000･ﾎﾜｲﾄ)ドア

YAU51  　（床下接続 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ位置:浴槽脚側 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付追焚加工

EFKJ2  　[正面ｱｸｾﾝﾄﾌﾟﾗﾝ]：ｸﾗﾌﾃｨﾌﾞﾗｯｸ×ｴﾆｰﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ壁柄

CFSA3  　[お掃除ﾗｸﾗｸ]ほっｶﾗﾘ床 ｸﾛｽ調(ｾﾚｰﾅﾍﾞｰｼﾞｭ)床柄

SRN38  　ｴｱｲﾝｸﾘｯｸｼｬﾜｰ(ﾒﾀﾙ調)シャワー

SBA1R  　ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ付ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰ:L=1000(ﾒﾀﾙｼﾘｰｽﾞ)スライドバー

XA23R  　CP(床ﾜｲﾊﾟｰ)横浜キャンペーン

CQA01  　床まわりきれい除菌水あり(一般地)床ワイパー洗浄（きれい除菌水）

VML2W  　ﾌﾘｰｻｲｽﾞ窓枠750X910X200  (窓枠:ﾎﾜｲﾄ)窓枠

TKQAB  　洗面器置きｶｳﾝﾀｰ(人大ﾌﾞﾗｳﾝN)カウンター

KUR84  　[お掃除ﾗｸﾗｸ]樹脂ﾌﾚｰﾑ付縦長ﾐﾗｰW298×H950鏡

YYRFB  　ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽ浴槽ﾜｲﾄﾞ(ｴﾚﾉｱﾌﾞﾗｳﾝ)(1P排水栓･枕付)浴槽

YHH23  　ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ1ｹ所(横型･SUS製)浴槽ハンドグリップ
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4 / 42018年07月14日

現場番号 L1465683
総合見積番号 SG00003
（個別見積番号 ）UB00003

※「注○週」は受注生産品です。弊社にてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※本書は消費税等の税率を８％で計算しています（２０１４年４月１日以降は８％が適用されます）。

品　　　　名
数量 金額(税抜)

納期
品　　　　番

カラー
受後

YQA01  　ﾊﾞｽｴﾌﾟﾛﾝ 人大(浴槽と同色)エプロン

KPBAR  　ﾀｵﾙ掛け/ふろふたﾌｯｸ色をﾒﾀﾙ調に変更器具色変更

KMB11  　ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ1本+ﾌﾞﾗｹｯﾄ4ｺ(ﾒﾀﾙ調)ランドリーパイプ

セット小計  1,448,150

 1  1,448,150＊＊＊　セット計　＊＊＊

・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なることがございます。
・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
・◆マークは、ＴＯＴＯがおすすめする高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。
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1 / 2お打合せシート 2018年07月14日

現場番号 L1465683
総合見積番号 SG00003
（個別見積番号 ）RX00001

二瓶　正敏　様（ＳＨ中山７－１２）邸  様
ＴＯＴＯ株式会社

〒252-0235

神奈川県　相模原市中央区　相生

３－１２－１１

0120-43-1010
042-786-6081

TEL
FAX
担当 中山　美由紀

見積合計金額（税抜） ¥481,550

※当見積は関連工事業者様へのご連絡は可能です。

見積合計金額（税込） ¥520,074

相模原ショールーム

お客様名

消 費 税 等 消費税等８％が含まれております

※「注○週」は受注生産品です。弊社にてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※本書は消費税等の税率を８％で計算しています（２０１４年４月１日以降は８％が適用されます）。

品　　　　名
数量 金額(税抜)

納期
品　　　　番

カラー
受後

<１Ｆ　トイレ>

＜レストルーム空間プラン フリープラン＞

◆ CES9898M#NW1  1  399,000001

ＷＬ一体形便器ネオレストＡＨ２Ｗ ﾎﾜｲﾄ

         機種                   ＡＨ２Ｗ

         リモコン               標準

         凍結予防方式           一般地（流動方式兼用）

         排水                   床

         排水心                 ３０５－５４０ｍｍ

         給水                   露出

         給水方向               壁床共通

         排水方向               選択なし

         色                     ホワイト

ULD11L1FXSNN2NNA  1  74,500002

スリムタイプＣ（埋込なし）単体タイプ

         設置位置               側面設置

         タイプ                 手洗器単体タイプ

         左右勝手               左勝手

         手洗器カラー           ホワイト　＃ＮＷ１

         キャビネットカラー     ミルベージュ

         カウンターカラー       なし

         水栓                   ハンドル式水栓（一般地・寒冷地共用）

         紙巻器                 なし

         化粧鏡                 なし

         タオル掛け             手洗器下取付タイプ

         手すり                 なし

         石けん受け             なし

         給排水位置             壁給水・床排水
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2 / 22018年07月14日

現場番号 L1465683
総合見積番号 SG00003
（個別見積番号 ）RX00001

※「注○週」は受注生産品です。弊社にてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
※本書は消費税等の税率を８％で計算しています（２０１４年４月１日以降は８％が適用されます）。

品　　　　名
数量 金額(税抜)

納期
品　　　　番

カラー
受後

YH600FM#ML  1  8,050003

棚付二連紙巻器 ﾐﾙﾍﾞｰｼﾞｭ

         仕様                   棚：木製

         色                     ミルベージュ

＜備考＞

給排水方向、位置をご確認下さい。

紙巻器・リモコン設置位置ご確認下さい。

セット小計  481,550

 1  481,550＊＊＊　セット計　＊＊＊

・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なることがございます。
・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
・◆マークは、ＴＯＴＯがおすすめする高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。
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