
お問い合わせ番号：

システムキッチン商品仕様書 500418666

チラシ掲載プラン
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2021年06月14日商品合計商品合計 -      ¥873,500      ¥873,500
 ¥1,381,500 ¥1,519,650    ¥962,500 ¥1,058,750プラン名 class4ステディア class1 (       ) (       )

   ¥960,850(       ) ¥1,258,500 ¥1,384,350    ¥873,500(       )見積番号 507589100 class2 class5

図面番号 (       )502881618  ¥1,118,500 ¥1,230,350                       class3商品総合計商品総合計 -     ¥873,500     ¥873,500
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　　　　　　　　　　    　　  ））     ¥960,850     ¥960,850営業所 練馬営業所

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 金成　洋行

   ¥873,500   ¥960,850                       コイニング (       )

              ¥913,500 ¥1,004,850            (       )ヘアラインショールーム

納品予定月納品予定月 2020年09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 ：流レールシンク（小）ＳＹシンク／ｽﾃﾝﾚｽ

商品シリーズ ： ：水栓金具 シャワーホースタイプ　エフィーネ　クロムメッキ
：扉シリーズ class5

食器洗い乾燥機 ：あり
扉カラー ： 加熱調理機器 ：カーボンバーチ

ガス種 ：

： ：キャビネットカラー レンジフード W=75cm／洗エールレンジフード　化粧前幕板タイプ（扉面材）
取手 吊戸棚/オプション ：： H=700mm/ミドル吊戸棚ロングバー取手(ブラック)

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 210cm/65cm/85cm
：ワークトップ素材 ステンレス／ドット柄コイニング加工

：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 あり）： 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：500418666商品明細（内訳）書
見積番号： （       　   ）2021年06月14日507589100

チラシ掲載プラン 図面番号： （       　   ）2021年06月14日502881618

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

D650/標準/I型 CEZCA210BSYR-SSNAｽﾃﾝﾚｽ（SYｼﾝｸ）  1  1 2100 650   0    1    ¥157,000    ¥157,000
水栓金具 ZZKM6361ECｽﾀｲﾘｯｼｭ/Efine/ｼｬﾜｰﾎｰｽ/ｸﾛﾑﾒｯｷ/一般地  2  2    0   0   0    1     ¥74,000     ¥74,000
ｺﾝﾛｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/配管SP無･底板ｽﾃﾝ有 CEG075HN1HL-E4ZGN見切り板付/ｺﾝﾛ横引出し(ｼﾙﾊﾞｰ)  3  3  750 640 830    1     ¥68,000     ¥68,000
ガス配管ガード ZKHKBN-K 調理機器：別途  4  4  198 270 152    1      ¥5,000      ¥5,000
ﾍﾞｰｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/配管SP無･底板ｽﾃﾝ有 CEB045HN1EN-E4ZGN１段引出し/食洗機用  5  5  450 640 830    1     ¥52,000     ¥52,000
食器洗い乾燥機(扉面材ﾀｲﾌﾟ) ZWPM45M16CDU省ｴﾈﾅﾋﾞ付ﾊﾞｲｵﾊﾟﾜｰ除菌ﾀｲﾌﾟ  6  6  448 627 450    1    ¥173,000    ¥173,000
ｼﾝｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ/配管SP無･底板ｽﾃﾝ有 CES090HNZGN-E4ZGN斜め包丁差し付/化粧幕板ﾀｲﾌﾟ  7  7  900 640 830    1     ¥73,000     ¥73,000
ｻｲﾄﾞ化粧板 CENE067HBNN-E4Zﾍﾞｰｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用  8  8   15 670 900    1     ¥13,000     ¥13,000
レンジフード ZRS75ABR17MSZ洗エールレンジフード/シルバー/壁付け用  9  9  750 640  35    1    ¥183,000    ¥183,000
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用部材 CEJRM75PBFZ-E4Z化粧幕板･扉面材 10 10  746  15 631    1     ¥10,000     ¥10,000
レンジフード用部材 ZRY75FBRZZMSZ洗ｴｰﾙﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ/壁付け/幕板取付ﾌﾚｰﾑ/ｼﾙﾊﾞｰ 11 11    0   0   0    1     ¥10,500     ¥10,500
ﾐﾄﾞﾙ吊戸棚 CEW045MFAER-E4ZNN不燃仕様(片側板+底板)/取手ﾚｽ仕様 12 12  450 375 700    1     ¥22,000     ¥22,000
ﾐﾄﾞﾙ吊戸棚 CEW090MBAEN-E4ZNN取手ﾚｽ仕様 13 13  900 375 700    1     ¥23,000     ¥23,000
ｻｲﾄﾞ化粧板 CENE039MWBN-E4Zﾐﾄﾞﾙ吊戸棚用 14 14   15 390 700    1     ¥10,000     ¥10,000

    ¥873,500キ ッ チ ン 小 計

※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
    ¥873,500

（         ）(税込み)     ¥960,850

クリナップ株式会社



※画像はイメージです。印刷の都合上、製品の色彩などが実際とは多少異なる場合があります。 ※同色の扉色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。 

チラシ掲載プラン  

  ステディア  ご提案書 

図面番号 お問い合わせ番号 間口/奥行き/高さ 担当者名 担当事業所名 プラン作成日 

210cm/65cm/85cm 502881618 500418666 練馬営業所 金成 洋行 2021/06/14 

シンクキャビネット 

シンプルタイプ 

ステンレスﾜｰｸﾄｯﾌﾟ(ﾄﾞｯﾄ柄ｺｲﾆﾝｸﾞ) 

ｽﾃﾝﾚｽの表面にｺｲﾆﾝｸﾞ加工を施した上品な質感
が魅力。 

洗エールレンジフード(化粧幕板/扉面材) 

75cm/シルバー(本体写真はホワイト) 

ZRS75ABR17MSZ 

流レールシンク(小) 

シンクを流れる水を科学して誕生した「流レールシンク」 

W60×D52×18.5㎝(SY) ※写真は右ｼﾝｸ用 

食器洗い乾燥機 

省エネナビ付 バイオパワー除菌タイプ 

ZWPM45M16CDU 

スタイリッシュ水栓 Efine クロムメッキ 

シャワーホースタイプ 

ZZKM6361(Z)EC 

ミドル吊戸棚(高さ70cm) 

取手のないシンプルなデザインの吊戸棚。 

(棚板1段) 

コンロキャビネット 

シンプルタイプ 

ステンレス引出し底板 

汚れやニオイがしみ込みにくく、衛生的。 

コンロ横引出し 

火まわりの近くに、 

小物類を収納することが出来ます。 

フロアコンテナ 

ストック品や使用頻度の低い道具を 

スッキリと収納。 

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。 

スエードホワイト 

(CAT) 

スエードチャコール 

(CAZ) 

ノルディックビーチ 

(C4V) 

クラシカルバーチ 

(C4B) 

class ５ 
Suede スエード  

Wood ウッド  

カーボンバーチ 

(E4Z) 

Roche ロッシュ  

ロッシュグレー 

(E5K) 

ロッシュチャコール 

(E5H) 

Toile トワル  

トワルグレー 

(ECG) 

トワルブルーグレー 

(ECV) 

トワルローズ 

(ECU) 

ショートバーシルバー 

ネコアシブラック ショートバーブラック 
ロングバーシルバー ロングバーブラック ラインシルバー ラインブラック 

Handle 
※ネコアシアンティーク・ロングバーアンティークは、アンティーク調の風合いを表現しているため、色にバラつきがあります。 

※扉class、シリーズによってお選びいただける取手が異なります。 

Door  －扉－ 

－取手－ 



長く使ってもキレイ♪ 
クリナップの洗面化粧台 

見えない場所までキレイ♪ 
クリナップのキッチン 

2つのスタイルで使える棚板は外

して洗えるのでお手入れ簡単。 

水切りスタイルなら 

キッチンで最もお掃除が大変と言われ

る、レンジフードのフィルターとファン。

洗エールレンジフードなら 

ボタン１つでまるごと自動洗浄 

カビ・ニオイに強い 

外して洗えて、ヌメリも出にくい 

 

汚れは外して丸洗い 

簡単に 

周囲の壁やフロアのお手入れもラクにできます。普段のお手入れは

スポンジが入る隙間があるので取り外すことなく行えます。 

お風呂場からの湿気にも強い 

ステンレスは湿度や温度変化

に強く、洗剤などが付いても

お手入れが簡単。 

キッチンだけでなく、 

キレイの秘密は硬さと滑らかさ 

                                         です。 

更に表面が滑らかなため、拭くだけでキレイ。耐薬品性にも優れ、 

家庭用の洗剤や薬品では変質・変色の心配がほとんどありません。 

ｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｰ&ｼｪﾙﾌ(ｱｸﾘｱﾊﾞｽ) 

ｽﾀｲﾙｼｪﾙﾌ(ﾕｱｼｽ) 

日本の気候は高温多湿。見えない部分がいつの間にかカビているな 

んてことも。 

ボトル類を斜めに傾けて 

収納し、水を切ることが 

できます。 

裏面も洗いやすい 

シンプルな形状。 

キレイ好きなら、クリナップ♪ キッチン、バスルーム、洗面化粧台 
クリナップは全ての商品でキレイを考えています。 

外して洗って丸ごとキレイ♪ 
クリナップのバスルーム 

※アクリストンクオーツカウンターはTIARIS専用です。 

ステンレスキャビネットならカビが根を張れないので安心 

 

 

                トレイにお湯

をセットしてボタンを押すだけ。何もし

ないで10分でキレイ。 

     取り外して丸洗いできるから、カウンターの裏面までキレイ。 

 

 

            ボトルの下に

水が溜まらずヌメリやカビの防止

になります。 

硬いからキズが付きにくく、長期使用でも汚れが溜まりにくい素材 

 

 

 

             湿気がこ

もりやすい洗面化粧台にも適

した素材です。 

 

【ステンレスキャビネット】 

 

【洗エールレンジフード】 

 

【とってもクリンカウンター】 

 

【サポートバー&シェルフ】 【スタイルシェルフ】 

 

【アクリストンクオーツカウンター】 

 

【ステンレスキャビネット】 

です。キッチンの中までキレイが続きます。 


