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岡崎 実現場企画仕様書 ～玄関・廊下～

玄関框

玄関框（リフォーム框）
アーキスペックフロアーW対応
リフォーム框
セットユーカリ柄
６尺サイズ
希望小売価格：25,000円（税抜）

玄関框（付け框）
セットユーカリ柄
９尺サイズ
希望小売価格：17,000円（税抜）

収納

フレームシェルフ
フレームアウト・壁付け
フレーム：ブラック色
棚板：アンティークダーク色
W1384×H900
希望小売価格：77,900円（税抜）

造作部材

カスタムパーツ
有孔化粧ボード ブラックオーク柄
希望小売価格：16,000円（税抜）/1枚入り

（幅900×長さ1790×t6）

造作部材

カスタムパーツ
羽目板 ホワイトオーク柄
希望小売価格：25,000円（税抜）/10枚入り

（幅95×長さ3950×t5.5 ※有効幅88 ）
見切縁 20ｍｍ

床材

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
希望小売価格：41,000円（税抜）/ケース 3.3㎡

造作部材

ベリティス 幅木9型
オフブラック柄
希望小売価格：5,800円（税抜）/2本入り

（H57×L3950×t7）



岡崎 実現場企画仕様書 ～キッズルーム～

内装ドア

クラフトレーベル 片開きドア
本体：ＬE型 ブルーグレーオーク柄

透明熱処理ガラス
枠：固定枠 ブルーグレーオーク柄（Uオーダー）

ハンドル：A1型 オフブラック色
UW735×UH2035
希望小売価格：89,100円（税抜）

収納

アイシェルフ
アルミ：ホワイト色
木部：グレージュウッド柄
W1666×D450×H2000
希望小売価格：190,100円（税抜）

収納

キュビオス
ホワイトオーク柄
ユニット部：ホワイト柄
W2547×D455×H730
希望小売価格：253,200円（税抜）

室内窓

室内窓（FIX窓）
本体：オフブラック色

透明熱処理ガラス
見切り枠： ブラックオーク柄
UW1644×UH1199
希望小売価格：215,500円（税抜）

床材

ラピスタイルフロアー
ライムホワイト
希望小売価格：27,500円（税抜）/ケース 1.65㎡

造作部材

カスタムパーツ
マグネット対応化粧ボード ブルーグレーオーク柄
標準価格：29,000円（税抜） /1枚入り

（幅900×長さ1790×t6）
見切り縁 20㎜

造作部材

ベリティス 幅木9型
しっくいホワイト柄
希望小売価格：5,800円（税抜）

/2本入り

（H57×L3950×t7）



岡崎 実現場企画仕様書 ～洗面室・トイレ～

床材

ラピスタイルフロアー
モルタルグレー
希望小売価格：27,500円（税抜）/ケース 1.65㎡

床材

ラピスタイルフロアー
モルタルグレー
希望小売価格：27,500円（税抜）/ケース 1.65㎡

内装ドア

クラフトレーベル 片開きドア
本体：MG型 ブッラクオーク柄

チェッカー アクリル
枠：固定枠 ブラックオーク柄（Uオーダー）

ハンドル：A1型 オフブラック色
UW735×UH2035
希望小売価格：121,500円（税抜）

内装ドア

クラフトレーベル 片開きドア
本体：MG型 ブッラクオーク柄（Uオーダー）

チェッカー アクリル
枠：固定枠 ブラックオーク柄（Uオーダー）

ハンドル：A1型 オフブラック色
UW645×UH1900
希望小売価格：153,700円（税抜）

洗面ドレッシング

シーライン

トイレ

アラウーノ

浴室

マンションリフォームバスルーム MR



クロス②面
モール

岡崎 実現場企画仕様書 ～ダイニング・キッチン～

内装ドア

ベリティス プラス 上吊引戸
本体：HE型 ソフトウォールナット柄（Uオーダー）

枠：固定枠 ソフトウォールナット柄（Uオーダー）

引手：C3型 ロング引手 オフブラック色
UW2480×UH2275
希望小売価格：1,468,300円（税抜）

内装ドア

クラフトレーベル 濡れるドア
本体：LE型 ワイルドオーク柄

透明熱処理ガラス（Uオーダー）

枠：固定枠 ワイルドオーク柄（Uオーダー）

ハンドル：A1型 オフブラック色
UW735×UH2035
希望小売価格：126,900円（税抜）

床材

ラピスタイルフロアー
モルタルグレー
希望小売価格：27,500円（税抜）/ケース 1.65㎡

キッチン ラクシーナ

収納

アイシェルフ
アルミ：オフブラック色
木部：グレージュウッド柄
W2489×D300×H2000
希望小売価格：259,300円（税抜）

収納

フレームシェルフ
フレームアウト・壁付け
フレーム：ブラック色
棚板：アンティークダーク色
W764×H1560
希望小売価格：87,000円（税抜）

造作部材

カスタムパーツ
羽目板 グレージュウォールナット柄
標準価格：25,000円（税抜）/10枚入り

（幅95×長さ3950×t5.5 ※有効幅88 ）
見切縁 20ｍｍ

収納

フレームシェルフ
フレームイン・天吊り
フレーム：ブラック色
棚板：アンティークダーク色
オプション：グラスハンガーL ×2

ハンギングバーL ×1
W1219×H750
希望小売価格：122,500円（税抜）



岡崎 実現場企画仕様書 ～寝室～

収納用建具

収納用建具折れ戸
本体：PA型 ネイビーオーク柄（Uオーダー）

枠：直付下レール3方枠 ネイビーオーク柄
（Uオーダー）

ハンドル：T2型 オフブラック色
UW2400×UH1950
希望小売価格：139,500円（税抜）

床材

ベリティスフロアーW
クラフト グレージュ色
希望小売価格：32,500円（税抜）/ケース 3.3㎡

内装ドア

ベリティス 上吊引戸
本体：HB型 ホワイトアッシュ柄（Uオーダー）

枠：固定枠 ホワイトアッシュ柄（Uオーダー）

引手：C3型 ロング引手 オフブラック色
UW1645×UH1950
床見切り縁込み
希望小売価格：355,800円（税抜）

室内窓

室内窓（FIX窓）
本体：オフブラック色

透明熱処理ガラス
見切り枠： ブラックオーク柄
希望小売価格：358,000円（税抜）※2セット合計価格

収納

キュビオス
鏡面ブラック柄
ユニット部：グレー柄
W2545×D455×H730
希望小売価格：287,300円（税抜）

収納

フレームシェルフ
フレームアウト・壁付け
フレーム：ブラック色
棚板：アンティークダーク色
W929×H570
希望小売価格：43,600円（税抜）

収納用内部パーツ

収納用内部パーツ
押し入れ枕棚 ホワイト柄 ×２セット
洋服パイプ ×2セット
希望小売価格：58,000円（税抜）

造作部材

カスタムパーツ
羽目板 ブラックオーク柄
標準価格：25,000円（税抜）/10枚入り

（幅95×長さ3950×t5.5 ※有効幅88 ）
見切縁 20ｍｍ

造作部材

ベリティス 幅木9型
オフブラック柄
希望小売価格：5,800円（税抜）

/2本入り

（H57×L3950×t7）



■玄関（フレームシェルフ）



■キッズルーム（内装ドア）



■キッズルーム（室内窓）



■キッズルーム（キュビオス）



■キッズルーム（アイシェルフ）



■洗面室（内装ドア）



■トイレ（内装ドア）



■ダイニング（内装ドア）



■ダイニング（内装ドア）



■ダイニング（アイシェルフ）



■ダイニング（フレームシェルフ）



■キッチン（フレームシェルフ）



■寝室（内装ドア）



■寝室（収納用建具）



■寝室（室内窓）



■寝室（室内窓）



■寝室（キュビオス）



■寝室（フレームシェルフ）


