
大阪実現場モデル
商品仕様書



「大阪実大モデル」空間展示仕様書～玄関・トイレ～

クラフトレーベル
■玄関収納コンポリア■
標準価格 206,600円

ラピスタイルフロアー
ライムホワイト

標準価格 82,500円（3ケース）
品番 KEZTWH

クラフトレーベル 塗れるドア
ＰＡ型 ワイルドオーク
標準価格 93,400円
UW650×UH2060

フレームシェルフ
フレームブラック

棚板ホワイトアッシュ
標準価格 37,600円



「大阪実大モデル」空間展示仕様書～ＬＤＫ①～

クラフトレーベル 内装ドア
ＬＦ型 ブラックオーク
標準価格 93,400円
UW755 ×UH1,905

ベリティスフロアーＷクラフト
フォギーホワイト

標準価格 325,000円 (10ケース)

品番 KEHWV2SWU

クラフトレーベル 塗れるドア
ＬＥ型 ワイルドオーク
標準価格 141,800円
UW875 × UH1,857

フレームシェルフ
フレームブラック

棚板アンティークダーク
標準価格 50,600円

室内窓 (2段3列)
金属部ホワイト
ガラスモールガラス

標準価格214,800円

キッチン
ラクシーナ

カップボード
L-class



「大阪実大モデル」空間展示仕様書～ＬＤＫ②～

ベリティスプラス(2間引き分け)
ＰＡ型 ウォールナット
標準価格 381,100円
DW1,277×DH2,232

カスタムパーツ造作棚(2間引き分け)
ウォールナット

標準価格 476,500円
造作棚板、マグネットボード含む

インテリアカウンター
TV部(ホワイトアッシュ)
標準価格 94,000円

インテリアカウンター
デスク部(ホワイトアッシュ)
標準価格 48,000円

カスタパーツ(マグネットボード)
ブラックオーク

標準価格 29,000円 ×5

フレームシェルフ
フレームブラック

棚板ホワイトアッシュ
標準価格 41,600円 ×2



「大阪実大モデル」空間展示仕様書～主寝室～

ベリティスプラス(上吊りアウトセット)
ＰＡ型 ウォールナット
標準価格 114,200円
DW799×DH2,225

アーキスペックフロアーW
フレンチヘリンボーン セットホワイトオーク
標準価格 164,000円（４ケース）
品番 KEAWV2SWY

カスタムパーツ造作棚
ホワイトアッシュ

標準価格 89,700円
羽目板含まず

カスタムパーツ羽目板
ホワイトアッシュ

標準価格 167,800円
ウォークイン含む

室内窓 (2段3列)
金属部ホワイト
ガラスモールガラス

標準価格 214,800円



「大阪実大モデル」空間展示仕様書～洗面所・脱衣室～

シーライン (フロートタイプ)リフォームバス
MR

クラフトレーベル 塗れるドア
ＰＡ型 ワイルドオーク
標準価格 189,200円
UW755×UH2270

ラピスタイルフロアー
モルタルグレー

標準価格 110,000円（４ケース)
品番 KEZTGH

＊1面鏡 ×3セット



「大阪実大モデル」空間展示仕様書～子ども部屋～

アイシェルフ
金属部ホワイト
木部ホワイト

標準価格 380,500円

カスタパーツ(マグネットボード)
ホワイトアッシュ

標準価格 36,300円

カスタパーツ(有孔化粧ボード)
ホワイトアッシュ

標準価格 27,800円

クラフトレーベル 塗れるドア
ＭＦ型 ワイルドオーク
標準価格 189,200円

アーキスペックフロアーW
スクエアブロック セットオーク

標準価格 123,000円（３ケース）
品番 KEAWV1SSEY

室内窓 (2段3列)
金属部ホワイト
ガラスモールガラス

標準価格 214,800円



(平面図／プラン図)

大阪実大モデル







室内窓 ／ アイシェルフ ／ フーレムシュルフ
／ 玄関収納



■LDK～子ども部屋（室内窓） 定価 214,800円



■LDK～主寝室（室内窓） 定価 214,800円



■ウォークイン アイシェルフ 定価 220,200円



■子ども部屋 アイシェルフ 定価 380,500円



■キッチン フレームシェルフ 定価 50,600円



■トイレ フレームシェルフ 定価 37,600円



■LDK フレームシェルフ 定価 41,600円 × 2セット



■玄関収納 クレフトレーベル 定価 206,600円



カスタムパーツ



定価 476,500円 (D450)

造作棚化粧ボード QPS021201WY
（定価 22,000円）

マグネットボード QPS053601DV
（定価 29,000円）

掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム

■LDK 造作棚（造作棚化粧ボード・マグネットボード）



■主寝室 造作棚（造作棚化粧ボード・羽目板）

定価 89,700円 (D300)

造作棚化粧ボード QPS020101GY
（定価 12,000円）

掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム

定価 167,800円
羽目板 QPS030110GY

（定価 25,000円）
掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム



■子ども部屋 デスクプラン（マグネットボード・有孔化粧ボード）

定価 36,300円
マグネットボード QPS053601GY

（定価 29,000円）
掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム

定価 27,800円
有孔化粧ボード QPS043601GY

（定価 16,000円）
掲載カタログ ： 暮らし&リフォーム



床材



■玄関ホール

■LDK

■１Ｆ リビングスペース

ラピスタイルフロアー
ライムホワイト
定価 27,500円（1.65㎡）
品番 KEZTWH
掲載カタログ 木質床材 玄関框

クラフトＷ フォギーホワイト
定価 32,500円（3.3㎡）
品番 KEHWV2SWU
掲載カタログ 木質床材 玄関框

アーキスペックフロアW
フレンチヘリンボーン セットホワイトオーク
定価 41,000円（3.3㎡）
品番 KEAWV2SWY
掲載カタログ 木質床材 玄関框



■洗面・脱衣所

■子ども部屋

ラピスタイルフロアー
モルタルグレー
定価 27,500円（1.65㎡）
品番 KEZTGH
掲載カタログ 木質床材 玄関框

アーキスペックフロアW
スクエアブロック セットオーク
定価 41,000円（3.3㎡）
品番 KEAWV1SSEY
掲載カタログ 木質床材 玄関框


