
見 積 明 細 書

注１．金額は、基本仕様からの｢追加・変更｣による差額となります。
注２．*のついた項目は、基本仕様から｢追加・変更｣しています。

見積日 物件No 提案No

2019/10/ 8 YEJ3HAB17PJ(件名)サンプルプラン

商 品 名 部 屋 名パナソニックバスルーム　ＦＺ １階  浴室

■組合せ価格■組合せ価格(=(=ＡＡ++ＢＢ++ＣＣ))：：     612,000    612,000円円

金額はメーカー希望小売り価格です。■ベースプラン価格■ベースプラン価格((ＡＡ))：：    612,000    612,000円円
シリーズシリーズ ベースタイプ １２１６ ドア勝手ドア勝手 ＡＲサイズサイズ

■部材別変更・追加差額■部材別変更・追加差額 ( (ＢＢ))：：          0          0円円
　床：ミディアムホワイト（単色）（ささっと排水口）　ドア位置移動：なし床床
　断熱材：なし
　浴槽形状：アーチ浴槽　浴槽：ＦＲＰ浴槽：ピュアホワイト　ジェットバス：なし浴槽浴槽
　浴槽ハンドル・排水栓：ホワイトハンドル：なし　排水栓：ヒートン栓　追焚穴加工＋水受けトレイ：なし
　浴槽パン：無し

風呂フタ風呂フタ 　風呂フタ：巻きフタ　風呂フタフック：なし　３分割組みフタ：なし
エプロンエプロン 　ピュアホワイト

　*壁柄：（ＡＣ）パラレルグリーン＋（Ｂ）パラレルホワイト　壁高さ：Ｈ：２１５０（ドアＨ：２１５０）　ドア位置移動：なし壁壁
　全高カット：なし　勾配天井：なし　壁穴加工：有
　断熱材：なし
　天井・換気設備：フラット天井／換気扇　断熱材：なし天井天井
　勾配天井：なし
　サークルＬＥＤ照明（１灯）照明照明
　ドア：２枚折りドア（ホワイト）　全高カット：なし　壁高さ：Ｈ：２１５０（ドアＨ：２１５０）ドアドア

カウンターカウンター 　オーバルカウンター（ホワイト）
ミラーミラー 　シンプルミラー
収納棚収納棚 　*ライトシェルフ（２段）（ホワイト）
収納テーブル収納テーブル 　なし
洗い場水栓洗い場水栓 　洗い場側水栓（サーモ式）：ストレート壁付水栓（ホワイトハンドル）　シャワー：ホワイトシャワーヘッド・ホワイトホース　水栓地域：一般地
浴槽側水栓浴槽側水栓 　浴槽側水栓：なし　水栓地域：一般地
裏配管裏配管 　浴槽下接続　裏配管Aなし
スライドバースライドバー 　シャワーフック（ホワイト・グレー）　シャワーホースフック：なし
タオル掛けタオル掛け 　タオル掛けＡ
フリーサイズ窓枠フリーサイズ窓枠 　なし

■オプション■オプション ( (ＣＣ))：：          0          0円円
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品名 サイズ(m/m)デザイン 品番 数量

見積日 提案No

No

＊：受注生産品（組合せ品番は非表示） ！：生産中止予定品 ×：生産中止品 ▲：改定前単価

バスルームバスルーム

パナソニックバスルーム　ＦＺパナソニックバスルーム　ＦＺ

１階　浴室　パナソニックバスルーム　ＦＺ　１２１６　ＡＲ　【２０１８年８月（受注開始）】１階　浴室　パナソニックバスルーム　ＦＺ　１２１６　ＡＲ　【２０１８年８月（受注開始）】

プラン品番：ＢＨＦ７ＡＲ１１１Ｃ１１Ｄ１３ＭＮＦ１Ｄ４２Ｆ１Ｇ１Ｅ１１Ｌ２ＡＮＵ１３Ｎ７Ｎ２ＮＮ

床関連品番    1          100,000                   100,000 *GTG1AX
◇ミディアムホワイト（単色）（ささっと排水口）

ＦＲＰ　アーチ浴槽：ピュアホワイト    1           76,000                    76,000 *GTG71YPW1R

巻きフタ：１１５０用    1            8,000                     8,000 *GTG71BMN11E

エプロン関連品番    1           25,000                    25,000 *GTG1BX
◇ピュアホワイト

壁関連品番    1          182,500                   182,500 *GTG2AX
◇（ＡＣ）パラレルグリーン＋（Ｂ）パラレルホワイト／Ｈ：２１５０（ドアＨ：２１５０）

天井関連品番    1           55,000                    55,000 *GTG3AX
◇フラット天井／換気扇／断熱材：なし

サークルＬＥＤ照明：電球色    1           22,000                    22,000 *GTG9GVL2670

２枚折戸：ホワイト　Ｈ２１５０    1           55,000                    55,000 *GTG42C4WU

鏡：シンプルミラー    1            4,500                     4,500 *GTG6MBA

収納棚：ライトシェルフ　２段　ホワイト    1            4,500                     4,500 *GTG9GVJ2042

カウンター関連品番    1           21,000                    21,000 *GTG6AX
◇オーバルカウンター（ホワイト）

ストレート水栓：ホワイト    1           44,500                    44,500 *GTG9S1813Y

壁裏配管Ｒ　壁付水栓    1           10,000                    10,000 *GTGM43BA47R1

配管回り止プレート    1            1,000                     1,000 *GTGM06K4KNZ1

シャワーフック：ホワイト    1            1,500                     1,500 *GTG9Z045796A

タオル掛け：Ａタイプ    1            1,500                     1,500 *GTG9GN6147

このプランは出荷時の器具取付用壁穴加工は有りです。発注時に壁穴加工をご確認ください。

（小計）（小計） 612,000612,000
（商品小計）（商品小計） 612,000612,000

物件No見 積 明 細 書見 積 明 細 書 2019/10/08B17PJYEJ3HA
担当者

出力日：（件名）サンプルプラン 2019/10/08
単価 金額 備考

単価・金額はメーカー希望小売価格（税抜）です。   1
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見積日 提案No

No

＊：受注生産品（組合せ品番は非表示） ！：生産中止予定品 ×：生産中止品 ▲：改定前単価

（ 税 抜 ）（ 税 抜 ）商品合計商品合計 612,000612,000
（ 税 抜 ）（ 税 抜 ）総合計総合計 612,000612,000

物件No見 積 明 細 書見 積 明 細 書 2019/10/08B17PJYEJ3HA
担当者

出力日：（件名）サンプルプラン 2019/10/08
単価 金額 備考

単価・金額はメーカー希望小売価格（税抜）です。   2



製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

件名 １階 浴室 YEJ3HA提案Ｎｏ

パナソニックバスルーム　ＦＺ　１２１６　ＡＲ　【２０１８年８月（受注開始）】

サンプルプラン

ＦＲＰアーチ浴槽
ピュアホワイト

単色ミディアムホワイト
ささっと排水口仕様

ACパラレルグリーン
＋パラレルホワイト

換気扇（１００Ｖ）

２枚折りドア（ホワイト） ストレート壁付水栓
（ホワイトハンドル）

サークルＬＥＤ照明 １灯
（電球色）

シンプルミラー

浴槽 壁柄床 天井・換気設備

特長３

ドア 洗い場側混合水栓 ミラー照明

特長１特長２

※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と
　異なる場合がございます。ショウルームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

特長１

換気口がドアの上にあるから、
汚れにくい。
今までのドアは、面材まわりの
パッキンや換気口の部分に
汚れがつきやすい状態でした。
スキットドアはパッキンをなくし、
換気口を水のかかりにくい
ドア上部に移動。
汚れにくく、おそうじラクラクです。

スキットドア
お掃除性と換気性能を両立したドアをラインナップ。

入った空気がドアに沿うように
下に流れて、浴室全体を換気します。

スミピカフロア
床のスミに目地がないので､汚れがおとしやすい。

しっかりお掃除したつもりでも、
目地にカビが生えやすかった浴槽のスミ。
スミピカフロアは、床の端が立ち上がって
いるから、防水性に優れています。
水が入り込まず、汚れがたまりにくいので、
キレイが続きます。
さらに、目地が同方向に揃ったグリッド
パターンの床はスポンジを滑らせやすく、
拭き掃除もラクラク。

オーバルカウンター
（ホワイト）

シャワーフック
樹脂ヘッド水栓の場合：ホワイト、
メタルヘッド水栓の場合：グレー

収納棚
ライトシェルフ（ホワイト）
（２段）

タオル掛けＡ

フラット天井

サイズ

ドア勝手

排水栓

エプロン

ピュアホワイト

ヒートン栓






















