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様

作成日 タカラスタンダード株式会社
様 ﾌﾟﾗﾝ番号

現場番号
商品名

《参考》 別途 ﾄｲﾚ周辺部材組付費

※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ◆ 備考

◆ 御確認事項
☆商品の仕様・価格等につきましては　予告なく変更する事がありますので、

ご購入の際に は、弊社　支店営業所等へお問い合せ頂くか、カタログにて

よくご確認下さるようお願い致します。

☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。 No.6252764 *

◆いわき営業所
福島県いわき市平字下の町８番地の１４

TEL 0246-22-6201 / FAX 0246-22-6205

◆いわきショールーム

水野

周波数 50Hz

便座 高機能便座

便器 排水方向 床排水

タンク 手洗有仕様

《トイレ》

便器 標準便器

カラー

担当営業 担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ﾌﾟﾗﾝ作成者(税込 ¥46,980)¥43,500

シリーズ Ｃシリーズ

御名前

業者

Ｔimoni　ティモニ

（　　）内の価格は税込価格＜税率８％＞を表示しています。

ホワイト

ガス種 未定

商品
御見積金額 ¥287,300 ( 税込 ¥310,284 )

TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6215

トイレ 御見積書

2019年8月22日
7205C-1906-0215T
A6252764

郡山-いわきSR OT2

WCC-1-(SW)
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御名前 様

作成日 2019/8/22

御見積明細　トイレ
NO 数量 単価 金額

1 便器本体(床排水) TS-FC8211-S-B BW1 1 31,500 31,500

2 キャビネット WCK -89N-1 (SW) 1 37,500 37,500

3 塞ぎ板 WCFI-89S   (SW)-1 1 10,000 10,000

4 カウンター WCCK-89-A1 (SW) 1 23,000 23,000

5 手洗付タンクセット TS-CV1892-1KB 1 40,000 40,000

6 高機能便座 TS-BNZ601KD BW1 1 93,000 93,000

7 紙巻器 ｶﾐﾏｷｷB MK1 1 3,000 3,000

8 どこでもラック（ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ） MGSK ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS (W 1 1,100 1,100

9 ハンドバー ﾊﾝﾄﾞﾊﾞSWEI600 M 1 8,000 8,000

10 ホーロートイレパネル(フロア用) PZYO-104   (DW) 1 19,500 19,500

11 パネル施工キット ﾊﾟﾈﾙｾｺｳｷｯﾄS(W) 1 5,700 5,700

12 リモコン用マグネット WC-MGNｾｯﾄ601 1

どこでもラック（ｱﾙﾐﾎｰﾛｰﾀｲﾌﾟ） MGH-KR(W) 3 5,000 15,000

15

15

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 トイレ周辺部材組付費
トイレ商品組付費

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。　又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

（　　）内の価格は税込価格＜税率８％＞を表示しています。

¥287,300

トイレ合計 ¥287,300

¥43,500 ( 税込 ¥46,980 )

7205C-1906-0215T

クロムメッキタイプ

タオルハンガーＳ、ホワイト

I型(ステンレス)

ストーンホワイト

プラン番号  

仕様商品名 品番

標準便器

ホワイト

床排水用(ホワイト)

手洗い有(ナチュラルホワイト)

郡山-いわきSR OT2

現場番号 A6252764

シリコン色(ホワイト)

商品総合計

小物置き
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様

作成日 タカラスタンダード株式会社
様 ﾌﾟﾗﾝ番号

現場番号
商品名

《参考》 別途 商品組付費

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ◆ 備考

◆ 御確認事項
☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約一ヶ月程度いただきます。

☆商品の仕様・価格等につきましては　予告なく変更する事がありますので、

ご購入の際に は、弊社　支店営業所等へお問い合せ頂くか、カタログにて

よくご確認下さるようお願い致します。

☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

No.6252764 *

◆いわき営業所
福島県いわき市平字下の町８番地の１４

TEL 0246-22-6201 / FAX 0246-22-6205

◆いわきショールーム

水野

《ホーロー内装材》

担当営業 担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ﾌﾟﾗﾝ作成者(税込 ¥61,560)¥57,000

御名前

業者

Emawall　エマウォール　インテリアタイプ

（　　）内の価格は税込価格＜税率８％＞を表示しています。

商品
御見積金額 ¥114,000 ( 税込 ¥123,120 )

TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6215

ホーロー内装材 御見積書

2019年6月29日
7205C-1906-0234T
A6252764

郡山-いわきSR OT2

WCC-1-(SW)
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御名前 様

作成日 2019/6/29

御見積明細　ホーロー内装材
NO 数量 単価 金額

1 エマウォール　エッジセット NSｴｯｼﾞｾｯﾄJ-S3 (MD) 1 3,200 3,200

2 エマウォール　インテリアタイプ P-NSP2400X0910A(INU) 1 31,800 31,800

3 エマウォール　インテリアタイプ P-NSP2700X0910A(INU) 2 33,800 67,600

4 パネル施工キット ﾊﾟﾈﾙｾｺｳｷｯﾄS(B) 2 5,700 11,400

6

6

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費
ホーロー内装材商品組付費

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。　又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

（　　）内の価格は税込価格＜税率８％＞を表示しています。

ﾐﾃﾞｨｱﾑ

シリコン色(アンバー)

ｳｫﾙﾅｯﾄﾐﾃﾞｨｱﾑﾀﾞｰｸ 長辺240

ｳｫﾙﾅｯﾄﾐﾃﾞｨｱﾑﾀﾞｰｸ 長辺270

商品総合計 ¥114,000

ホーロー内装材合計

7205C-1906-0234T

商品名

¥114,000

郡山-いわきSR OT2

現場番号 A6252764 プラン番号  

仕様 品番

¥57,000 ( 税込 ¥61,560 )


