
● 当シートに無い項目・仕様は、標準仕様での見積りとします。また、チェック記入のない項目につきましても弊社標準仕様にて作成をします。
 　必要に応じて詳細はご指示ください。
● 記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。

★ ご物件名 ● 所在地  年月日　　　年　　　月　　　日 
★ 建物種類　□戸建　□マンション ★工事　□新築　□リフォーム
★ 建築業者様名 ★ 社名 ★ ご担当者様

MEMO

初期見積作成用

mit_se22002　2022.3.31発行

かんたんプランチェックシート
洗面化粧台　ルミシス　ボウル一体タイプ（キレイアップ水栓） 洗面化粧台 ルミシス

該当の項目に□チェックを付けてください。

ハイグレード

□ グロスウッドダーク□ グロスウッドライト

Q4 周辺キャビネット・サイド仕上げ 64,65

Q5 扉／カウンターカラー 47,57

■ サイド仕上げ（オープン側）

ベースエンドパネル ※1
　□ あり　□ なし
ミラーエンドパネル（3面鏡・4面鏡・5面鏡） ※1
　□ あり　□ なし
トールエンドパネル ※2
　□ あり　□ なし
ランドリーキャビネットエンドパネル 
　□ あり　□ なし
※1  壁・トールキャビネットが隣接する側には、エンドパネルは選択できません。
※2  トールキャビネットのエンドパネルはオープン側のみの選択となります。

□ エクリュピンク□ グレインブラック

□ サテンベージュ

間口450mm
□ Lタイプ　
□ Rタイプ

□ 扉ユニット
間口600～900mm

トール
キャビネット
（鏡扉タイプ）
間口150mm
□ Lタイプ　
□ Rタイプ

トール
キャビネット
（引出タイプ）
間口300mm
□ Lタイプ　
□ Rタイプ

間口450mm
□ Lタイプ　
□ Rタイプ

トール
キャビネット
（ランドリータイプ）
間口300mm
□ Lタイプ　
□ Rタイプ

□ 多面鏡

タイルバックパネル
（オプション）
□ 雪華ブラック

タイルバックパネル
（オプション）
□ ニュアンスミックスホワイト

※多面鏡はボウル位置とベースキャビネット
　間口により3面鏡・4面鏡・5面鏡が決まります。

Q2 ベースキャビネットの仕様詳細

※ボウル位置によって選べるキャビネット間口が変わります。
　ボウル位置が中央：900～1450mm
　ボウル位置が左寄せ・右寄せ：1200mm以上
　ボウル位置が２連の場合、1650mm以上

□    900mm □    950mm □ 1000mm □ 1050mm 
□ 1100mm □ 1150mm □ 1200mm □ 1250mm 
□ 1300mm □ 1350mm □ 1400mm □ 1450mm 
□ 1500mm □ 1550mm □ 1600mm □ 1650mm 
□ 1700mm □ 1750mm □ 1800mm

Q１ 基本情報

■ カウンターカラー

ハイグレード
〈サークルボウル/スクエアボウル〉

□ パールホワイト

スタンダード

□ ピュアホワイト

ミドルグレード

□ パールブラック□ グラニット
　 ナチュレホワイト

□ ラピシアブラック□ ラピシアロレックグレー □ ラピシアネオホワイト □ ラピシアクロスベージュ
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フルセット

□フルスライドタイプ

中央 2連片寄せ※対応ボウル位置：

□ 一般地　□ 寒冷地
■ 一般地・寒冷地仕様

■ 設置方法・壁の納まり

■ 間口タイプ

■ 水栓金具

■ ベースキャビネットタイプ

□あり  □なし
■ けこみ収納

3・4・5面鏡
■ バックパネル

■ 扉カラー

３面鏡
ボウル位置：中央タイプ
本体間口：900～1450mm

４面鏡
ボウル位置：左寄せ・右寄せタイプ
本体間口：1200～1400mm

５面鏡
ボウル位置：2連タイプ
本体間口：1650～1800mm

５面鏡
ボウル位置：左寄せ・右寄せタイプ
本体間口：1450～1800mm

■周辺キャビネット

■ 電源

■ 天井幕板

※窓枠などがあり、ベースキャビネットとは異なった間口を選択したい
　場合は、プラン打ち合わせの際にお申し出ください。

□ 両側壁

□ 右側壁
 （左側オープン）

□ 左側壁
 （右側オープン）

□ 両側オープン

□ なし　□ 左側　□ 右側　□ 両側　
■ ドア枠回避

■ 壁間の有効寸法（設置条件が両側壁の場合）

□ プラグ式　□ 直結式　

□ あり　□ なし　

■ ボウル位置

□ 中央
　  (～1450mm)

□ 左寄せ
　  (1200mm以上)

□ 右寄せ
　  (1200mm以上)

□ ２連
　  (1650mm以上)

□スクエアボウル

■ ボウル形状

有効寸法　　　　mm　
※壁～壁の幅です。

※キャビネット間口＋10mm以上必要です。
※ドア枠回避仕様の場合は、キャビネット間口+20mm以上必要です。
※両側回避の場合は、キャビネット間口＋30mm以上必要です。

間口750mm
□間口調整材付
□間口調整材なし

ランドリーキャビネット
間口650mm
□間口調整材付
□間口調整材なし

■ カウンターの高さ
□ 約750mm（－50mm）　□ 約800mm（標準）　□ 約850mm（＋50mm）

Q3 ミラーキャビネットの仕様詳細 58,59,61

給水位置　　□ 壁　□ 床
排水位置　　□ 壁　□ 床
止水栓　　　□あり  □なし

■ 給排水方向

＝ルミシスカタログ（ヨ-MB36-15A 2022.2.15発行）の掲載ページ

セミオープンセット

□フルスライドタイプ

片寄せ※対応ボウル位置：

□ ミラーバック
　 パネル

■ 照明

□ 上部ライン照明付　□ 上部ライン照明付・下部照明付 
□ フェイスフルライト付・下部照明付 

ミドルグレード

□ ライトオーク □ チェリー □ ショコラオーク□ ウォルナット

□ ネオグロスホワイト

スタンダード

□ ラインホワイト

□ タッチレス水栓
　 （ナビッシュ）
　 クロム

□ タッチレス水栓
　 （ナビッシュ）
　 ブラック

□ シングルレバー
　 シャワー水栓
　 クロム

□ シングルレバー
　 シャワー水栓
　 ブラック

□ ブラック

■ 本体キャビネットカラー

□ ホワイト

※水栓金具がブラックの
場合は、本体キャビネッ
トカラーはブラックのみ
の対応となります。
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