
建築完成イメージ

販売区画図

●売主：株式会社タクマ不動産 ●販売：株式会社住まいの創造館ネッツ・トラスト／三井のリハウス枚方店 （共同仲介）

●本物件お問い合わせ先： 住まいの創造館ネッツ・トラスト 電話 ０７２－８３６－０１２７ ＦＡＸ ０７２－８３６－０１２８



★新価格販売開始　★全８区画の新規分譲地
★東南角地　★間取り変更可能

No.1887

交
通

京阪電気鉄道京阪線 樟葉駅 バス6分 樟葉南小学校降車 徒歩1分

所在地 枚方市楠葉面取町

枚方市楠葉面取町 種　目 新築一戸建
価
格 3,880万円 (税込) 間取り 4LDK

名称等 センチュリータウン楠葉面取　3号地

土
地

面　積 100.18㎡ (30.3坪) 

面積基準 公簿 私道面積

地　目 宅地 私道持分

土地権利 所有権 駐車場 有 1台可

接道状況 公道 南 6.7m/公道 東 4.7m

建
物

構　造 木造 2階建

延床面積 100.17㎡ (30.3坪) 1F55.62㎡ 2F44.55㎡

間取明細

建物現況 未着工 築年月

確認番号 第ＲＥＪ14211-14122

設
備

ガ　ス 都市ガス 汚　水 公共下水

水　道 公営水道 雑排水 公共下水

区
域

都市計画 市街化区域 区画整理

用途地域 第一種低層住居専用地域 計画道路

建ぺい率 50% 容積率 100%

0120-815-021

地域地区

学校区 樟葉南小学校　楠葉中学校　

引渡時期 相談 

住まいの創造館ネッツ・トラスト

大阪府知事(2)第52292号
 FAX:072-836-0128
 http://www.century21nets.com/
 E-mail:sumai@century21nets.com

センチュリー21住まいの創造館ネッツ・トラスト 

TEL.

センチュリー21加盟店 株式会社住まいの創造館ネッツ・トラスト

〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉１丁目２６－１

取引態様 仲介

備
考

センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。

※現況と相違ある場合は現況を優先します。



センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。

※現況と相違ある場合は現況を優先します。

住まいの創造館ネッツ・トラスト

センチュリー21住まいの創造館ネッツ・トラスト 

TEL. 0120-815-021
センチュリー21加盟店 株式会社住まいの創造館ネッツ・トラスト

大阪府知事(3)第52292号
 FAX:072-836-0128
 http://www.century21nets.com/
 E-mail:sumai@century21nets.com

〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉１丁目２６－１

取引態様 仲介

備
考

地域地区

学校区 樟葉南小学校　楠葉中学校　

引渡時期 期日指定 2017年4月下旬

第一種低層住居専用地域 計画道路

建ぺい率 50% 容積率 100%

水　道 公営水道 雑排水 公共下水

区
域

都市計画 市街化区域 区画整理

用途地域

建築中 築年月 2017年 4月完成予定

確認番号 第ＲＥＪ14211-14122

設
備

ガ　ス 都市ガス 汚　水 公共下水

接道状況 公道 南 6.7m/公道 西 4.7m

建
物

構　造 木造 2階建

延床面積 100.09㎡ (30.27坪) 1F52.51㎡ 2F47.58㎡

間取明細

建物現況

宅地 私道持分

土地権利 所有権 駐車場 有 1台可

名称等 センチュリータウン楠葉面取　６号地

土
地

面　積 100.13㎡ (30.28坪) 

面積基準 公簿 私道面積

地　目

★新価格販売開始★全８区画の新規分譲地
★南西角地

No.1890

交
通

京阪電気鉄道京阪線 樟葉駅 バス6分 樟葉南小学校降車 徒歩1分

所在地 枚方市楠葉面取町

枚方市楠葉面取町 種　目 新築一戸建
価
格 3,880万円 (税込) 間取り 4LDK



件名件名件名件名 １階 キッチン ZNZH7B提案提案提案提案ＮｏＮｏＮｏＮｏ楠葉面取町新区画８号地 様邸

水栓浄水器一体型シャワー混

合水栓

ＬＥＳＷ３３Ｋ３ＪＡ

ガラストップガスコンロ

両面焼グリル

Sｉセンサーコンロ

ガラストッププレート

お手入れが簡単で美しく耐久

性に優れた結晶化ガラス仕様

です。

シンクシンクシンクシンク 加熱機器加熱機器加熱機器加熱機器

スキマレスシンク

ステンレスＭタイプ

カウンターカウンターカウンターカウンター柄柄柄柄扉扉扉扉 柄柄柄柄

VL20シリーズ 鏡面

ビューティホワイト(LW)

人造大理石

ネオぺブルホワイト

ごごごご提案提案提案提案プランプランプランプラン

キッチンボード

ネオナイーブ柄

ホワイト(YS)

特特特特 長長長長

フルオープン食器洗い乾燥機

スマートカゴで、セットのいらい

らも軽減。奥までフルに引き出

せる浅型タイプ。

ソフトダウン・ウォールユニット

収納棚を目の前まで降ろして、

必要なものがすぐ取り出せま

す。（手動式）

取取取取っっっっ手手手手

ライン取っ手

（LCA）

ユニットユニットユニットユニット・・・・レールレールレールレール

排水部も継ぎ目がないのでお

手入れが簡単です。

フードフードフードフード

スマートフード

シルバー色・上幕板シルバー・

常時換気・照明付。

圧迫感のない、すっきりとした

スクエアなフォルム。掃除しや

すい撥水性フィルターで、お掃

除ラクラクです。

静かに閉まるソフトクロージン

グ機構。

深型のフロアストッカーには調

味料やパックを立てて収納で

きます。

扉柄扉柄扉柄扉柄バリエーションバリエーションバリエーションバリエーション

ＶＰＶＰＶＰＶＰ２０２０２０２０シリーズシリーズシリーズシリーズ（（（（木目木目木目木目・・・・鏡面鏡面鏡面鏡面））））

水栓金具水栓金具水栓金具水栓金具

Ｖ－ｓｔｙｌｅＶ－ｓｔｙｌｅＶ－ｓｔｙｌｅＶ－ｓｔｙｌｅ 扉扉扉扉：ＶＬ：ＶＬ：ＶＬ：ＶＬ２０２０２０２０ ビューティホワイトビューティホワイトビューティホワイトビューティホワイト（ＬＷ）（ＬＷ）（ＬＷ）（ＬＷ） 取取取取っっっっ手手手手：：：：ラインラインラインライン取取取取っっっっ手手手手 カウンターカウンターカウンターカウンター：：：：ネオネオネオネオぺぺぺぺブルホワイトブルホワイトブルホワイトブルホワイトリビングステーションリビングステーションリビングステーションリビングステーション

ＶＥＶＥＶＥＶＥ２０２０２０２０シリーズシリーズシリーズシリーズ（（（（木目木目木目木目））））

ＶＬＶＬＶＬＶＬ２０２０２０２０シリーズシリーズシリーズシリーズ（（（（単色単色単色単色・・・・鏡面鏡面鏡面鏡面））））

アルベロ

ブラック[PV]

アルベロ

ホワイト[PF]

エクセル

ダーク柄[ED]

エクセル

ライト柄[EL]

エクセル

ミディアム柄[EM]

エクセル

ホワイト柄[EF]

ブラウン

[LM]

オレンジ

[LE]

ベージュ

[LB]

ネイビー

[LC]

オリーブ

グリーン[LZ]

ビューティ

ホワイト[LW]

ファイン

レッド[LD]

モーブ

グレー[LJ]

取っ手は２タイプ

から選べます。

アルミライン(LCA)

フロアユニットフロアユニットフロアユニットフロアユニット

ウォールユニットウォールユニットウォールユニットウォールユニット

取っ手なし

（手掛け仕様）

ハンドル(HDA)

手掛けタイプの

取っ手です

取取取取っっっっ手手手手

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。



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。

件名件名件名件名 １階 浴室 ZNZH7B提案提案提案提案ＮｏＮｏＮｏＮｏ

パナソニックバスルームパナソニックバスルームパナソニックバスルームパナソニックバスルーム ＦＺＦＺＦＺＦＺ １６１６１６１６１６１６１６１６ ＡＲＡＲＡＲＡＲ 【【【【２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年５５５５月月月月２１２１２１２１日受注開始日受注開始日受注開始日受注開始】】】】

楠葉面取町新区画８号地 様邸

アクアマーブル人大

エスライン浴槽カラーラホワイト

単色ミディアムホワイト

ささっとキレイ排水口仕様

ACアンティークブラック

＋パラレルホワイト

フラット天井

スイングドア（ホワイト） スクエア壁付水栓

(メタルハンドル)

フラットラインLED照明FZ

（白色）

スリムミラー

カビシャット暖房換気乾

燥機

「エコナビ」運転でパ

ワーや時間を判断し、浴

室を効率的に自動乾燥。

握りバー兼用スライド

バー

（メタル）

浴槽浴槽浴槽浴槽 壁柄壁柄壁柄壁柄床床床床 天井天井天井天井

特長特長特長特長３３３３

ドアドアドアドア 洗洗洗洗いいいい場側混合水栓場側混合水栓場側混合水栓場側混合水栓 ミラーミラーミラーミラー照明照明照明照明

特長特長特長特長１１１１特長特長特長特長２２２２

サイズサイズサイズサイズ

ドアドアドアドア勝手勝手勝手勝手

エプロンエプロンエプロンエプロン

ピュアホワイト

※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。

特長特長特長特長１１１１

排水栓排水栓排水栓排水栓

ポップアップ排水栓

フッ素配合新素材

防汚成分（はっ水・はつ油成分）を、

表面だけでなく素材に練り込んで

いるので、汚れもつきにくく、

キレイが長持ち。

美しい大理石をイメージした

流れ模様（カラーラ柄）と、

シンプルな単色（ライト柄）

からお選びいただけます。

キレイが長く続く､つややかな浴槽

アクアマーブル

人造大理石浴槽

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。



エクセルミディアム

カウンターカウンターカウンターカウンター

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。

吐水口部分が引き出せる

ので、花瓶の水入れなど

に便利です。

マルチシングルレバーシャ

ワー

レバー１つで調節。

３面鏡

ツインラインＬＥＤ照明

ミドルミラー付き

両サイドからの均一な光で、

背の高さに関係なく、顔全体

を明るく照らします。

ヒーターレスでくもりにくいミラー

『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。

新感覚のミラーです。

鏡の表面に、吸水性・親水性の

ある膜をコーティング。

狭い部分しか効果のなかった

従来品（ヒーター）に対し、全面が

くもりにくいため、お風呂上がりも

鏡はいつもクリア。電気代も

かからないので経済的です。

ごごごご提案扉柄提案扉柄提案扉柄提案扉柄 水栓水栓水栓水栓

ミラーミラーミラーミラー

くもって

ないわ

件名件名件名件名 １階 洗面所 ZNZH7B提案提案提案提案ＮｏＮｏＮｏＮｏ

洗面洗面洗面洗面ドレッシングドレッシングドレッシングドレッシング ＮＥＷＣＬｉｎｅＮＥＷＣＬｉｎｅＮＥＷＣＬｉｎｅＮＥＷＣＬｉｎｅ エクセルミディアムエクセルミディアムエクセルミディアムエクセルミディアム

楠葉面取町新区画８号地 様邸

※３面鏡はセンターミラーのみ、２面鏡はメインミラーのみ。

奥
行

き
5
5

0
m

m

使いやすく、お手入れもラクなデザイン。

（画像は幅750mm）

扉柄扉柄扉柄扉柄バリエーションバリエーションバリエーションバリエーション

本体本体本体本体キャビネットキャビネットキャビネットキャビネット

引出しタイプ

（画像は幅900サイズ）

掃除しにくいフチの隙間がない

排水口。ゴミを取り除きやすい

ヘアキャッチャー。

水に濡れた物を置くのに

便利なウェットエリア。

継ぎ目や隙間がなく、

汚れてもささっと拭くだけ。

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

エクセルダーク

ホワイト（鏡面）

エクセルミディアム

ピンク（鏡面）

ホワイト

扉柄扉柄扉柄扉柄ＣＣＣＣ 扉柄扉柄扉柄扉柄ＢＢＢＢ

扉柄扉柄扉柄扉柄ＡＡＡＡ

＊扉柄Ａ／Ｂ／Ｃは

価格が変わります。

スモークオーク柄 ウォールナット柄 チェリー柄

オーク柄 メイプル柄 ホワイトオーク柄

ダーク柄

ライト柄

アルベロブラック

エクセルライトアルベロホワイト



※写真はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。小物は付属しておりません。

色柄色柄色柄色柄バリエーションバリエーションバリエーションバリエーション

ごごごご提案色柄提案色柄提案色柄提案色柄

ホワイト

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。

ホワイト

エクセル

ダーク

エクセル

ライト

洗浄方式洗浄方式洗浄方式洗浄方式

しっかり節水「「「「ターントラップターントラップターントラップターントラップ洗浄洗浄洗浄洗浄」」」」

１回あたりの洗浄水量５５５５．．．．７７７７ＬＬＬＬ。（大洗浄）

少ない水で流します。

洗浄時に排水栓が動く、当社独自の

洗浄方式で、大幅な節水を

実現しました。

洗浄音も静かで、深夜の眠りを

妨げません。

「「「「新素材新素材新素材新素材××××泡泡泡泡××××水流水流水流水流」」」」でででで、、、、汚汚汚汚れをれをれをれをシャットアウトシャットアウトシャットアウトシャットアウト。。。。

「激落ちバブル」

ミリバブルとマイクロバブル

２種類の泡洗浄で、１回１回

すみずみまでお掃除します。

「スパイラル洗浄」

うずまき状の水流により、

少ない水量（大洗浄５．７Ｌ）で

パワフルに流します。

有機ガラス系新素材

汚れの原因の多くは水アカ。

水アカのつきにくい新素材が

お掃除の手間を省きます。

水位アップでハネ返り軽減

便器内の水位を高めに設定。

気になるハネ返りや飛び散りに

配慮しました。

※画像は標準タイプです。

汚汚汚汚れがたまりやすいれがたまりやすいれがたまりやすいれがたまりやすいスキマスキマスキマスキマややややフチフチフチフチをなくしたをなくしたをなくしたをなくした設計設計設計設計。。。。

““““快適性快適性快適性快適性””””をををを細細細細かいところにまでかいところにまでかいところにまでかいところにまで。。。。

「スキマレス」設計

便器と便座が完全一体成形。

だから汚れのたまるスキマがなく

お掃除もカンタン。

「ひとふき形状」

これまで手が届きにくかった

フチの裏側そのものをなくし

お掃除もらくらくです。

洗剤ポケット

洗剤タンクのふたを開けて、

洗剤を直接注入できます。

座りやすい便座

小さなボディながら座面を広げ

座り心地を高めました。

オート便器洗浄

立って10秒後に自動的に

水が流れます。

ワイヤレスリモコン

押しやすい大きなボタンです。

件名件名件名件名 １階 トイレ ZNZH7B提案提案提案提案ＮｏＮｏＮｏＮｏ

トイレトイレトイレトイレ アラウーノアラウーノアラウーノアラウーノＳＳＳＳ ホワイトホワイトホワイトホワイト

楠葉面取町新区画８号地 様邸

※エクセル柄は

価格が変わります。



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。

特長特長特長特長

耐震ロック

地震の振動を感知して扉をロック。天袋・

トールユニット(2350用は除く)に標準装備。

樹脂製棚板

砂や泥で汚れても、取り外して水洗いでき

ます。

ユニット内部は、高級感のあるグレー色で

統一しています。

写真はイメージです。組合せはお見積書をご確認下さい。

扉勝手の表示のため、取っ手がない場合でも図示されている場合があります。

扉柄扉柄扉柄扉柄バリエーションバリエーションバリエーションバリエーション

オーク柄

ごごごご提案色柄提案色柄提案色柄提案色柄 ごごごご提案取提案取提案取提案取っっっっ手手手手

プレミアム仕様

プレミアム取っ手

ごごごご提案提案提案提案タイプタイプタイプタイプ

ハンドル T2型

サテンシルバー（メッキ）

標準仕様

件名件名件名件名 １階 玄関 ZNZH7B提案提案提案提案ＮｏＮｏＮｏＮｏ

玄関収納玄関収納玄関収納玄関収納コンポリアコンポリアコンポリアコンポリア ＶＥＲＩＴＩＳＶＥＲＩＴＩＳＶＥＲＩＴＩＳＶＥＲＩＴＩＳ オークオークオークオーク柄柄柄柄（ＥＹ）（ＥＹ）（ＥＹ）（ＥＹ）

楠葉面取町新区画８号地 様邸

家族家族家族家族のののの履物履物履物履物やややや備品備品備品備品をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり収納収納収納収納。。。。据付据付据付据付けけけけタイプタイプタイプタイプののののボックスボックスボックスボックス型玄関収納型玄関収納型玄関収納型玄関収納ですですですです。。。。

傘・コート収納 傘収納 扉裏収納 スリッパ

スライド樹脂棚板

静音ダンパー

ご家族の人数や玄関の広さなど､その家の個性に合わせた玄関収納が完成します。

■■■■オプションオプションオプションオプション

玄関にはお花を飾りたい 収納スペースがたっぷりほしい子どもにも取り出しやすく

オ プ シ ョ ンオ プ シ ョ ンオ プ シ ョ ンオ プ シ ョ ン やややや 機 能機 能機 能機 能 ユ ニ ッ トユ ニ ッ トユ ニ ッ トユ ニ ッ ト でででで 、、、、 も っ とも っ とも っ とも っ と 使使使使 い や す くい や す くい や す くい や す く ！！！！

■■■■機能機能機能機能ユニットユニットユニットユニット

※パーツ・オプションの一例です。ご提案のプランには含まれていない場合がございます。詳しくはお見積書をご確認ください。

※プランの一例です。ご提案のプランと異なる場合がございます。

セパレートプランセパレートプランセパレートプランセパレートプラン ココココのののの字字字字プランプランプランプラン トールプラントールプラントールプラントールプラン ロロロロのののの字字字字プランプランプランプラン

扉裏収納 傘

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄 鏡面ピュアホワイト柄

（プレミアム仕様のみ）

しっくいホワイト柄スモークオーク柄



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。

モデル写真のため、手すりの有無や段数、形状は実際のご提案とは異なる場合があります。

ごごごご提案色柄提案色柄提案色柄提案色柄

踏踏踏踏みみみみ板板板板 側板側板側板側板・・・・幅木幅木幅木幅木 蹴込蹴込蹴込蹴込みみみみ板板板板

手手手手すりすりすりすり

オープン・連続手すりのタイプは、

お見積書でご確認ください。

ごごごご提案色柄提案色柄提案色柄提案色柄
VERITIS 1500mm

ピッチタイプ・ストロン

グ

高強度のアルミ製丸棒

手すり。表面は凸凹触

感のあるシート仕上げ。

連続手すり 少ない金具で

すっきり仕上げ

オーク(EY)

特徴特徴特徴特徴２２２２特徴特徴特徴特徴１１１１

件名件名件名件名 階段 ZNZH7B提案提案提案提案ＮｏＮｏＮｏＮｏ

システムシステムシステムシステム階段階段階段階段 ＶＥＲＩＴＩＳＶＥＲＩＴＩＳＶＥＲＩＴＩＳＶＥＲＩＴＩＳスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード オークオークオークオーク柄柄柄柄（ＥＹ）（ＥＹ）（ＥＹ）（ＥＹ） ほたるほたるほたるほたるライトライトライトライト無無無無

楠葉面取町新区画８号地 様邸

オーク柄(EY) オーク柄(EY) オーク柄(EY)

安心設計とデザインにこだわった、

ベリティスのシステム階段。

ドアや床とのコーディネイトが

豊富なバリエーションでさらに自由に。

硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性

を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつき

にくく、光沢も長持ちします。

踏み板は安全性に配慮した滑りにくい仕様

の樹脂化粧シート。前部にはすべり止めＵ

溝加工、端部は万一足が当たっても怪我を

しにくいＲ面取り加工です。



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。特注品は標準タイプの画像です。別途、図面にてご確認ください。

coordinate
こだわりのインテリアをカタチに。住まいのことなら、パナソニックです。

■低ホルムアルデヒド仕様

■室内環境に配慮した低VOC対策商品

■取っ手は抗菌処理

環 境 と 人 に や さ し い

件名件名件名件名 ZNZH7B提案提案提案提案ＮｏＮｏＮｏＮｏ

内装内装内装内装／／／／収納収納収納収納

楠葉面取町新区画８号地 様邸

内装内装内装内装ドアドアドアドア

ＶＥＲＩＴＩＳ

上吊引戸(片引き)

ＬＤ型

オーク柄（ＥＹ）

１１１１階階階階

ＬＤＫＬＤＫＬＤＫＬＤＫ

１１１１階階階階

和室和室和室和室

１１１１階階階階

洗面所洗面所洗面所洗面所

１１１１階階階階

トイレトイレトイレトイレ

ＶＥＲＩＴＩＳ

Ｙ戸車引戸１．５間２枚片引き

ＰＡ型

オーク柄（ＥＹ）

ＶＥＲＩＴＩＳ

トイレ用片開きドア

ＴＡ型

オーク柄（ＥＹ）

特注品（画像は標準品です）

ＶＥＲＩＴＩＳ

上吊引戸(片引き)トイレ用

ＴＡ型

オーク柄（ＥＹ）

収納用建具収納用建具収納用建具収納用建具

ＶＥＲＩＴＩＳ

片開きドア

ＰＡ型

オーク柄（ＥＹ）

特注品（画像は標準品です）

２２２２階階階階

洋室洋室洋室洋室

２２２２階階階階

洋室洋室洋室洋室

２２２２階階階階

トイレトイレトイレトイレ

ＶＥＲＩＴＩＳ

片開きドア

ＰＡ型

オーク柄（ＥＹ）

特注品（画像は標準品です）

ＶＥＲＩＴＩＳ

折れ戸

ＴＡ型

オーク柄（ＥＹ）

特注品（画像は標準品です）

ＶＥＲＩＴＩＳ

折れ戸

フラットタイプ

オーク柄（ＥＹ）

１１１１階階階階

ホールホールホールホール

２２２２階階階階

廊下廊下廊下廊下

２２２２階階階階

洋室洋室洋室洋室

２２２２階階階階

洋室洋室洋室洋室

ＶＥＲＩＴＩＳ

折れ戸

フラットタイプ

オーク柄（ＥＹ）

ＶＥＲＩＴＩＳ

折れ戸

フラットタイプ

オーク柄（ＥＹ）

ＶＥＲＩＴＩＳ

折れ戸

フラットタイプ

オーク柄（ＥＹ）

建具について、特注品の場合でも画像は標準品です。特注内容の詳細につきましてはお見積書をご確認ください。

また、本体デザインのご確認用ですので、枠・間口寸法はご提案の内容と異なる場合があります。

収納用建具収納用建具収納用建具収納用建具

ＶＥＲＩＴＩＳ

折れ戸

フラットタイプ

オーク柄（ＥＹ）

２２２２階階階階

洋室洋室洋室洋室

収納用建具開収納用建具開収納用建具開収納用建具開きききき戸戸戸戸

木質床材木質床材木質床材木質床材

ＶＥＲＩＴＩＳ

フラットタイプ（両開き）８尺

オーク柄（ＥＹ）

１１１１階階階階

洗面所洗面所洗面所洗面所

１１１１階階階階

和室和室和室和室

ＶＥＲＩＴＩＳ

フラットタイプ（両開き）８尺

オーク柄（ＥＹ）

ジョイハードフロアーＡ

特殊化粧シート

１本溝・耐熱

オーク(EY)

建具について、特注品の場合でも画像は標準品です。特注内容の詳細につきましてはお見積書をご確認ください。

また、本体デザインのご確認用ですので、枠・間口寸法はご提案の内容と異なる場合があります。




