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「自分スタイル」空間展示仕様書～玄関ホール～

■室内窓■
定価 72,600円 ×２

クラフトレーベル
■玄関収納コンポリア■
定価 349,400円

【階段部分】
定価 ： 430,200円
【手すり部分】
定価 ： 324,700円
掲載カタログ ： ベリティス

フレームシェルフ
定価 77,900円

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
フレンチヘリンボーン セットユーカリ色
定価 ： 41,000円（3.3㎡）
品番構成 ： KEAWV2SLY
掲載カタログ： 木質床材 玄関框



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～洗面クローゼット～

ラピスタイルフロアー
ライムホワイト色

定価 ： 27,500円（1.65㎡）
品番構成 ： KEZTWH
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

アイシェルフ
定価 407,600円

洗面化粧台
（シーライン フロートタイプ）

定価 262,000円

ホシ姫さま 天井付け
CWFE12CM
30,800円

フレームシェルフ
定価 41,100円



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～キッチン・ダイニング～

いろりダイニング
定価 3,604,400円

L-classカップボード
定価 845,300円

天吊りフレームシェルフ
定価 121,500円

フレームシェルフ
定価 87,000円

ラピスタイルフロアー モルタルグレー色

定価 ： 27,500円（1.65㎡）
品番構成 ： KEZTGH
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

クラフトレーベル 塗れるドア
定価 ：132,800円

掲載カタログ ：
ベリティスクラフトレーベル



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～パントリー～

定価 340,000円（パントリー・2か所分）

有孔化粧ボード 定価 ： 46,000円
品番構成 ：
有孔化粧ボード QPS043601DV ×２

（定価 16,000円）
見切り縁 QPS511102DV ×２

（定価 7,000円）
掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム

ベリティスフロアーＷクラフト
フォギーホワイト色
定価 ： 32,500円（3.3㎡）
品番構成 ： KEHWV2SWU
掲載カタログ： 木質床材 玄関框



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～リビング空間～

アイシェルフ
定価 278,400円

キュビオス
定価 737,900円

ベリティスフロアーＷクラフト
グレージュ色

定価 ： 32,500円（3.3㎡）
品番構成 ： KEHWV2SMU
掲載カタログ： 木質床材 玄関框



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～子供部屋（男の子）～

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
スクエアブロック セットバーチ色

定価 ： 41,000円（3.3㎡）
品番構成 ： KEAWVSSBY
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

マグネットボード（カスタムパーツ）
定価 ： 120,000円
品番構成 ：
QPS053601PV 定価35,000×３
QPS511202PV 定価7,500 ×２

掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム

クラフトレーベル MG型
定価 ：143,600円

掲載カタログ ：
ベリティスクラフトレーベル



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～子供部屋（女の子）～

クラフトレーベル MG型
定価 ：143,600円

掲載カタログ ：
ベリティスクラフトレーベル

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
フレンチヘリンボーン セットホワイトオーク色

定価 ： 41,000円（3.3㎡）
品番構成 ： KEAWV2SWY
掲載カタログ： 木質床材 玄関框



「自分スタイル」空間展示仕様書 ～主寝室～

ラピスタイルフロアー
ライムホワイト色

定価 ： 27,500円（1.65㎡）
品番構成 ： KEZTWH
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

羽目板
定価：80,500円

品番構成 ：
羽目板 QPS030110 TY ×3
幅95×長さ3,950（t5.5）
（有効幅 88） 10枚入り
定価 25,000円 ×３
見切り縁 QPS511202TY ×1
定価 5,500円
掲載カタログ ：暮らし&リフォーム

アイシェルフ
定価 292,000円



図面等



框：アーキスペックフロア－Ｗフレンチヘリンボーン
（セットユーカリ色）

幅木：VERITIS 2型（白）
玄関収納：コンポリア/サイズＷ2,400Ｗ程度

（ネイビーオーク柄ＮＶ/取手：Ｔ２ブラック）
オープン棚：フレームシェルフ/サイズＷ1,300程度

（アンティークブラウン色・フレーム：黒色）

エントランス・ホール

廊下

倉庫・パントリー

キッチン

ダイニングリビング

洗面・脱衣室

浴室

トイレ

収納スぺース

床：ＫＹタイル（エレガントクォーツ300□ＥＱＺ30－1）
壁：クロス（ＡＷ ＥＳＰＯＩＲＭＡＴＥ696５９０３９）
照明器具：ダウンライトＬＧＤ1101Ｌ

床：ベリティスフロアーＷクラフト（フォギーホワイト）
幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL引き戸：ＬＧ型（塗装/枠共）

（取手：Ｃ１型ブラック）
収納部材：アイシェルフ（サイズ：現場合わせ）
室内窓：ブラック色/サイズＷ800Ｈ750程度
収納内部材：カスタムパーツ羽目板（ブラックオーク）

有孔化粧ボード（同色）

照明器具：ダウンライトＬＧＤ３101Ｎ

オープン棚：フレームシェルフ/サイズＷ1,200程度
（アンティークダーク柄・フレーム：黒色）

床：ラピスタイルフロアー（モルタルグレー）
幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL引き戸：ＬＧ型（塗装/枠共）

（取手：Ｃ１型ブラック）

照明器具：流し元ダウンライトＸＡＤ３４１３Ｖ
ダウンライトＸＡＤ３１１１Ｖ

オープン棚：フレームシェルフ/サイズＷ745程度
（アンティークダーク柄・フレーム：黒色）

床：ラピスタイルフロアー（モルタルグレー）
幅木：VERITIS 2型（白）

照明器具：テーブル上ＬＧＢ１５１７７
ダウンライトＸＡＤ１１１１Ｖ

床：ベリティスフロアーＷクラフト（グレージュ）
幅木：VERITIS 2型（白）
テレビ台収納：キュビオス（鏡面ブラック）
勉強机（収納部材）：アイシェルフ（サイズ：現場合わせ）

壁：クロス（ＡＷ ＥＳＰＯＩＲＭＡＴＥ696５９０３９）
照明器具：ダウンライトＸＡＤ３１１１Ｌ

ダウンライトＸＡＤ３１１１Ｖ
スタンド ＳＣ438Ｂ

床：ラピスタイルフロアー（ライムホワイト）
幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL引き戸：ＬＨ型（塗装/枠共）

（取手：Ｃ１型ブラック）
収納部材：アイシェルフ（サイズ：現場合わせ）
室内干し機：ホシ姫さま

壁：クロス（Ｃｏｌｅ＆Ｓon 69/12147）
照明器具：ダウンライトＬＧＤ3101V

幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL開き戸：ＭＧ型（塗装/枠共）

（取手：Ａ１型真鍮色）
洗面台：ＣＬｉｎｅ Ｄ530タイプ（ホワイト）

壁：クロス（パターンヘキサゴンタイルシート04）
照明器具：ダウンライトＬＧＤ１101V

オフローラ

幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL開き戸：ＭＧ型（塗装/枠共）

（取手：Ａ１型真鍮色）
ペーパーホルダー・タオル掛け

壁：漆喰塗り（オンプルニュアーズ）
照明器具：ダウンライトＬＧＤＣ１10２Ｌ

床：アーキスペックフロア－Ｗフレンチヘリンボーン
幅木：VERITIS 2型（白）

壁：クロス（ＡＷ ＥＳＰＯＩＲＭＡＴＥ696５９０３９）
照明器具：ダウンライトＬＧＤ1101Ｌ

Ｆｌｏｏｒ １



階段：ＶＥＲＩＴＩＳ スタンダードタイプ（ウォールナット）
床：ラピスタイルフロアー（スレートブラック）
幅木：VERITIS 2型（白）

階段・ホール

照明器具：階段 ブラケットＬＧＢ８０５５３
ホールダウンライトＬＧＤ1101Ｌ

床：アーキスペックフロア－Ｗスクエアブロック
（セットバーチ色）

幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL開き戸：ＭＧ型

（ホワイトアッシュ柄ＧＹ/取手：Ａ１型真鍮色）
収納用建具：折れ戸：ＰＡ型

（ホワイトアッシュ柄ＧＹ/取手：Ｔ１型ブラック色）
壁面：カスタムパーツ有孔化粧ボード（ネイビーオーク）

マグネットボード（ワイルドオーク）

洋室１

照明器具：ＬＧＢ1９４７１

床：アーキスペックフロア－Ｗフレンチヘリンボーン
（セットホワイトオーク色）

幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL開き戸：ＭＧ型

（ホワイトアッシュ柄ＧＹ/取手：Ａ１型真鍮色）
収納用建具：折れ戸：ＰＡ型
（ブルーグレーオーク柄ＡＶ/取手：Ｔ１型ブラック色）

洋室２

壁：クロス（marimekkoウニッコ ２３３５１）
照明器具：ＬＧＢ１９４７２

床：ラピスタイルフロア－（ライムホワイト）
幅木：VERITIS 2型（白）
建具：CRAFT LABEL開き戸：ＭＧ型

（ホワイトアッシュ柄ＧＹ/取手：Ａ１型真鍮色）
CRAFT LABEL開き戸：ＭＧ型
（ホワイトアッシュ柄ＧＹ/取手：Ａ１型真鍮色）

収納部材：アイシェルフ（サイズ：現場合わせ）
壁面：カスタムパーツ羽目板（ウォールナット）

洋室３

照明器具：ＬＧＢＺ６１１４

Ｆｌｏｏｒ ２



室内窓 ／ 玄関収納 ／ キュビオス ／ 階段



■玄関～パントリー（室内窓）

定価 72,600円 ×２



■１Ｆ 玄関収納 （クラフトレーベル 玄関収納）

定価 349,400円



■リビング（キュビオス）

定価 737,900円



■オープン階段 & オープン手すり

【階段部分】

定価 ： 430,200円

【手すり部分】

定価 ： 324,700円

掲載カタログ ： ベリティス



アイシェルフ



■リビング（アイシェルフ）

定価 278,400円



■倉庫・パントリー（アイシェルフ）

定価 340,000円（パントリー・2か所分）



■倉庫・パントリー（アイシェルフ）

定価 340,000円（パントリー・2か所分）



■洗面・脱衣室ＷＩＣ（アイシェルフ）

定価 407,600円（洗面クローク室Ｌ型）



■洗面・脱衣室ＷＩＣ（アイシェルフ）

定価 407,600円（洗面クローク室Ｌ型）



■２階洋室 主寝室（アイシェルフ）

定価 292,000円

※若干レイアウト変更



フレームシェルフ



■玄関ホール（フレームシェルフ）

定価 77,900円



■キッチン天吊り（フレームシェルフ）

定価 121,500円



■ダイニングテーブル横（フレームシェルフ）

定価 87,000円



■洗面・脱衣室ＷＩＣ（フレームシェルフ）

定価 41,100円



カスタムパーツ



■１Ｆ 食品庫・パントリー（有孔化粧ボード）

定価 ： 46,000円

品番構成 ：
有孔化粧ボード QPS043601DV ×２

（定価 16,000円）
見切り縁 QPS511102DV ×２

（定価 7,000円）

掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム



■２Ｆ 子供部屋（男の子側のお部屋） （マグネットボード）

定価 ： 120,000円
品番構成 ：
QPS053601PV 定価35,000×３
QPS511202PV 定価7,500 ×２

掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム



■２Ｆ 主寝室 壁 （羽目板）

定価：80,500円
品番構成 ：
羽目板 QPS030110 TY ×3
幅95×長さ3,950（t5.5）
（有効幅 88） 10枚入り
定価 25,000円
見切り縁 QPS511202TY ×1
定価 5,500円
掲載カタログ ：暮らし&リフォーム



■ ベリティスクラフトレーベル 塗れるドア

１F LDK 入口

定価 ：132,800円

掲載カタログ ：
ベリティスクラフトレーベル

１F 洗面脱衣室 入口

定価 ：168,500円

掲載カタログ ：
ベリティスクラフトレーベル

１F 洗面クローゼット

定価 ：447,700円

掲載カタログ ：
ベリティスクラフトレーベル

２F 子供部屋

定価 ：143,600円

掲載カタログ ：
ベリティスクラフトレーベル



床材



■１Ｆ 玄関ホール

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
フレンチヘリンボーン セットユーカリ色

定価 ： 41,000円（3.3㎡）
品番構成 ： KEAWV2SLY
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

■１Ｆ キッチン・ダイニングスペース

■１Ｆ リビングスペース

ラピスタイルフロアー
モルタルグレー色

定価 ： 27,500円（1.65㎡）
品番構成 ： KEZTGH
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

ベリティスフロアーＷクラフト
グレージュ色

定価 ： 32,500円（3.3㎡）
品番構成 ： KEHWV2SMU
掲載カタログ： 木質床材 玄関框



■１Ｆ 洗面クローゼットルーム

ラピスタイルフロアー
ライムホワイト色

定価 ： 27,500円（1.65㎡）
品番構成 ： KEZTWH
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

■１Ｆ 倉庫・パントリー

ベリティスフロアーＷクラフト
フォギーホワイト色

定価 ： 32,500円（3.3㎡）
品番構成 ： KEHWV2SWU
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

■２Ｆ 廊下

ラピスタイルフロアー
スレートブラック色

定価 ： 27,500円（1.65㎡）
品番構成 ： KEZTBH
掲載カタログ： 木質床材 玄関框



■２Ｆ 主寝室

ラピスタイルフロアー
ライムホワイト色

定価 ： 27,500円（1.65㎡）
品番構成 ： KEZTWH
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

■２Ｆ 子供部屋（男の子）

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
スクエアブロック セットバーチ色

定価 ： 41,000円（3.3㎡）
品番構成 ： KEAWVSSBY
掲載カタログ： 木質床材 玄関框

■２Ｆ 子供部屋（女の子）

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
フレンチヘリンボーン セットホワイトオーク色

定価 ： 41,000円（3.3㎡）
品番構成 ： KEAWV2SWY
掲載カタログ： 木質床材 玄関框



宅配ボックスコンボ



■玄関 （宅配ボックスコンボ & エントランスポール）

定価 ： 200,300円
品番構成 ：

宅配ボックス専用ポール
CTNR8300CS 定価 48,700円

フェイサスFF 漆喰ホワイト
CTCR2003WS 定価 68,100円

宅配ボックスコンボ ミドルタイプ
CTNR4020LWS 定価 83,500円

掲載カタログ ：暮らし&リフォーム


