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現場番号 J2251497
総合見積番号 SG01005

ＴＯＴＯ株式会社

関西支社

〒593-8328

大阪府　堺市　西区鳳北町１０－１１０

【見積り問合せ先】

0570-088-661
06-6253-5522

TEL
FAX
担当 大西　匠

見積合計金額（税抜） ¥659,000

※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） ¥724,900

現場名 ファミリー庭園様サンプルプラン

堺営業所

関西支社　営業センター

係印

※2019年10月1日からの価格でお見積しています。
※「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１０％で計算しています（２０１９年１０月１日以降は１０％が適用されます）

品　番
品　名

数量 単価(税抜) 金額(税抜) 受後納期

 659,000 1システムバスルーム一式（№：UB01001）

＊詳細は別紙にてご確認下さい。

¥659,000＊＊＊＊＊＊＊＊＊　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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弊社ならこの価格より

64％OFF
※オプション除く
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システムバスルーム

御見積書 2019年10月15日

現場番号 J2251497
総合見積番号 SG01005
（個別見積番号 ）UB01001

ＴＯＴＯ株式会社

関西支社

〒593-8328

大阪府　堺市　西区鳳北町１０－１１０

【見積り問合せ先】

0570-088-661
06-6253-5522

TEL
FAX
担当 大西　匠

見積合計金額（税抜） ¥659,000

※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） ¥724,900

現場名 ファミリー庭園様サンプルプラン

堺営業所

関西支社　営業センター

係印

※2019年10月1日からの価格でお見積しています。
※「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１０％で計算しています（２０１９年１０月１日以降は１０％が適用されます）

品　番
品　名

数量 単価(税抜) 金額(税抜) 受後納期

システムバスルーム　０．７５坪　一式

■本体・セレクト
HSV1216UNX5AF  1  659,000  659,000001

サザナＨＳ　Ｎタイプ

EDKH6  1  0  0002

壁柄

■備考

セレクトの金額は本体価格に対する差額です。単品は2019年10月1日以降の価格が表示されております。

■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※※ （スライドチェアのみ４週間）」

断熱１ 天井・壁・床断熱なし

床 カラリ床

床 ホワイト（単色）

床 お掃除ラクラク排水口

床ワイパー なし

アクセントパネル 正面／プリエベージュ

周辺パネル 周辺パネル／ベーシスホワイト

カウンター上収納棚 収納棚２段
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2 / 22019年10月15日※2019年10月1日からの価格でお見積しています。

現場番号 J2251497
総合見積番号 SG01005
（個別見積番号 ）UB01001

※「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１０％で計算しています（２０１９年１０月１日以降は１０％が適用されます）

品　番
品　名

数量 単価(税抜) 金額(税抜) 受後納期

上収納棚カラー ホワイト

カウンター下収納棚 カウンター下収納棚なし

スッキリドア スッキリドア／折戸／Ｗ８００／Ｈ２０００

ドアカラー ホワイト

換気 換気扇付

天井 平天井（壁高さＨ＝２１５０）

洗場水栓 スッキリ水栓（ホワイトハンドル）

シャワーヘッド コンフォートウエーブ（ホワイト）

バス水栓 基本仕様はバス水栓なしです。

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 ラウンド浴槽

浴槽仕様 浴槽内ステップなし／ハンドグリップなし

浴槽材質 ＦＲＰバス

浴槽排水栓 ゴム栓

浴槽カラー ホワイト

浴槽エプロン 浴槽エプロン／ホワイト

浴槽保温 魔法びん浴槽なし

カウンター お掃除ラクラクカウンター単色

カウンターカラー ホワイト

鏡 お掃除ラクラク鏡

鏡 縦長ミラー／Ｗ２９８×Ｈ６００

照明 半球形照明／１灯／ＬＥＤ／電球色

スライドバー スライドバーなし（ハンガー２個付き）

タオル掛け タオル掛け／Ｌ＝４００／ホワイト

タオル掛け ドア外タオル掛け／なし

ふろふた シャッターふた

(セレクト)

壁柄 EDKH6  　[正面ｱｸｾﾝﾄﾌﾟﾗﾝ]：ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ×ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ

 659,000セット小計

 1  659,000 659,000＊＊＊　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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ファミリー庭園様サンプルプラン  
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

J2251497

SG01005

UB01001

2019年10月15日

堺営業所

大西　匠

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

画像はイメージです

サザナ　ＨＳシリーズ  Ｎタイプ
１２１６（０．７５坪サイズ）
心も身体ももっとラクに、サザナが叶える心地よい毎日
家族が安心して使える分かりやすい操作性　スッキリ水栓（ホワイトハンドル）搭載

Selected Color 注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは２枚目をご覧ください

ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ

床 カウンター 壁：アクセントパネル 壁：周辺パネル 浴槽 浴槽エプロン

HSV1216UNX5**
EDKH6

翌朝にはカラッとさわやか

水が引いて翌朝カラリ

クリアがうれＣ！

面倒な鏡の汚れも
ラクラクすっきり。

簡単がうれＣ！

カウンター奥も
サイドも洗い残しなし

浴槽

ラウンド浴槽：ＦＲＰバス(ﾎﾜｲﾄ)(ｺﾞﾑ栓)

魔法びん浴槽

魔法びん浴槽なし

ふろふた

シャッター式ふろふた

カウンター

お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

照明

半球形照明１灯(LEDﾗﾝﾌﾟ)

換気

換気扇

天井

平天井（壁高さＨ＝２１５０）

洗い場水栓

スッキリ水栓(ホワイトハンドル)(一般地仕様)

スライドバー

スライドバーなし(シャワーハンガー)



ファミリー庭園様サンプルプラン  
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

J2251497

SG01005

UB01001

2019年10月15日

堺営業所

大西　匠

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

タオル掛け

タオル掛け（ホワイト）

鏡

お掃除ﾗｸﾗｸ鏡縦長ﾐﾗｰ(W298×H600)

収納

収納棚２段(ホワイト)

ドア

スッキリ折戸(W800･H2000･ホワイト）

Color Variation ※ はお見積りカラーです

■床

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

■カウンター

ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾈｲﾋﾞｰ

■壁：アクセントパネル

ﾌﾟﾘｴﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾌﾟﾘｴｴﾎﾞﾆｰ ﾌﾟﾘｴｱｸｱ ﾌﾟﾘｴﾋﾟﾝｸ ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ

■壁：周辺パネル

ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ

■浴槽

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟﾝｸ ｱｸｱ

■浴槽エプロン

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟﾝｸ ｱｸｱ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｯｸ
























