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現場番号 G2293424
総合見積番号 SG01007

ＴＯＴＯ株式会社

東京支社

〒151-0053

東京都　渋谷区　代々木２－１－５　ＪＲ南

新宿ビル５Ｆ

0570-037-302
03-5309-2766

TEL
FAX
担当 中口　美穂

見積合計金額（税抜） ¥1,122,700

※必ず詳細でご確認下さいますようお願い申し上げます。

納入予定時期

運        賃

受渡し場所

荷   造   代

御支払方法

見積有効期限

消 費 税 等

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

３０日

消費税等１０％が含まれております

責任者

見積合計金額（税込） ¥1,234,970

現場名 チラシ掲載プラン

販売推進第５課

係印

※「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。
■弊社は2022年10月1日ご注文承り分より希望小売価格を改定します。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

品　番
品　名

数量 単価(税抜) 金額(税抜) 受後納期

<浴室>

 1,122,700 1システムバスルーム一式（№：UB01007）

＊詳細は別紙にてご確認下さい。

¥1,122,700＊＊＊＊＊＊＊＊＊　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。
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システムバスルーム

御見積書 2022年03月07日

現場番号 G2293424
総合見積番号 SG01007
（個別見積番号 ）UB01007

ＴＯＴＯ株式会社

東京支社

〒151-0053

東京都　渋谷区　代々木２－１－５　ＪＲ南

新宿ビル５Ｆ

0570-037-302
03-5309-2766

TEL
FAX
担当 中口　美穂

見積合計金額（税抜） ¥1,122,700

※必ず詳細でご確認下さいますようお願い申し上げます。

納入予定時期

運        賃

受渡し場所

荷   造   代

御支払方法

見積有効期限

消 費 税 等

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

御打合せの上

３０日

消費税等１０％が含まれております

責任者

見積合計金額（税込） ¥1,234,970

現場名 チラシ掲載プラン

販売推進第５課

係印

※「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。
■弊社は2022年10月1日ご注文承り分より希望小売価格を改定します。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

品　番
品　名

数量 単価(税抜) 金額(税抜) 受後納期

<浴室>

システムバスルーム　１坪　一式

■本体・セレクト
HKV1616UCX5AR  1  1,108,000  1,108,000001

シンラ　ＨＫ　Ｃタイプ

YAU51  1  14,700  14,700002

追焚加工

■備考

セレクトの金額は本体価格に対する差額です。

■仕様

※※納期※※ 「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※※ （フルスクリーン片引戸のみ約４週間）」

床 お掃除ラクラクほっカラリ床

床 パール調［ライツホワイト］

床 お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）

床ワイパー 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）なし

アクセントパネル 正面／ワークスグレー

周辺パネル 周辺パネル／エニーホワイトグレー

カウンター収納 アクセントカウンター（水栓一体）
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現場番号 G2293424
総合見積番号 SG01007
（個別見積番号 ）UB01007

※「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。
■弊社は2022年10月1日ご注文承り分より希望小売価格を改定します。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

品　番
品　名

数量 単価(税抜) 金額(税抜) 受後納期

カウンター収納 Ｗ５００

カウンター収納 ホワイト

カウンター上収納棚 セパレート収納棚／Ｗ１８５／２段

上収納棚カラー ホワイト

ドア 折戸／Ｗ８００Ｈ２０００

ドアカラー ホワイト

換気 暖房換気扇

換気 （抗菌・防カビ仕様）

換気 ＡＣ１００Ｖ／ヒカルリモコンなし

洗面所暖房 洗面所暖房機なし

天井 平天井（目地付き・Ｈ２１５０）分割

天井 （抗菌・防カビ仕様）

洗場水栓 ２ＷＡＹタッチ水栓（カウンター一体型）

洗場水栓 サーモスタット

シャワーホースフック シャワーホースフックなし

シャワーヘッド コンフォートウエーブ／メタル調

バス水栓 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。

浴槽仕様 ファーストクラス浴槽

浴槽仕様 ストレート／ステップなし

浴槽仕様 ワンプッシュ排水栓

浴槽材質 お掃除ラクラク人大浴槽

浴槽カラー エレノアホワイト

浴槽仕様 ヘッドレスト付き／グレー

浴槽機能 楽湯なし

浴槽エプロン エプロン

浴槽エプロン ホワイト

浴槽保温 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）

カウンター お掃除ラクラクカウンター人工大理石

カウンター グランツホワイト

鏡 お掃除ラクラク鏡

鏡 フレーム付縦長ミラー

鏡 Ｗ２９８×Ｈ１３００

鏡 くもり止めヒーターなし

照明 ダウンライト／温白色／３灯

スライドバー スライドハンガー付インテリアバー／メタル

タオル掛け タオル掛け／ホワイト

ふろふた 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／ホワイト

断熱 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）

(セレクト)

追焚加工 YAU51  　防水ﾊﾟﾝあり/浴槽脚側穴加工 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付
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現場番号 G2293424
総合見積番号 SG01007
（個別見積番号 ）UB01007

※「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。
■弊社は2022年10月1日ご注文承り分より希望小売価格を改定します。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

品　番
品　名

数量 単価(税抜) 金額(税抜) 受後納期

 1,122,700セット小計

 1  1,122,700 1,122,700＊＊＊　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。
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