
プランニングチェックシート

ラクシーナ

ラクシーナ

物 件 名 様
ご 住 所

お 取 扱 い 店 TEL　　　　　　　ご担当者　　　　　　　　　　　様
希望納期 　　平成　　　年　　　月　　　日 □ご注文　  　　□お見積り

•通常のプラン発注の場合、取付部品セットも含まれます。•各項目の空欄を記入、または□に□チェックの上、ご注文ください。

参照ページ

カップボード
設置条件 

天井高さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm 　

ウォール上限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm

プラン 壁 付 け □カウンタープラン　　□トールプラン　　□トール・カウンタープラン　　□ハイトールプラン
□家電収納ハイカウンタープラン　蒸気処理（ 無 ・ 有 ）　　□家電収納トールプラン　蒸気処理（ 無 ・ 有 ）

間口 □600　　□750　　□900　　□1200・R　　□1200・L　　□1500・R　　□1500・L　　□1800・R　　□1800・L　　

＜カップボードプランのR・Lについて＞
下図のように左右非対称のプランはR・Lタイプの選択が可能です。　（P.181掲載の左右非対称プランはRタイプ）

カウンタープラン トール・カウンタープラン

1500・L/1800・L1500・R/1800・R1200・R

右
開
き

右
開
き

1200・L

左
開
き

左
開
き

1200・R 1200・L

右
開
き

右
開
き

右
開
き

左
開
き

左
開
き

左
開
き

家電収納ハイカウンタープラン

1200・R/1500・R/1800・R 1200・L/1500・L/1800・L

奥 行 □450　　□650（カウンタープランのみ）

壁位置 □向かって左　　□向かって右

P.78～89 扉 柄
•扉柄記号については
 P.78～79をご参照ください。

取っ手 □ハンドル/つまみ取っ手（MJD）※1　□ハンドル/つまみ取っ手（MJE）※1　□ハンドル/つまみ取っ手（MJG）※1　□ハンドル取っ手（HAA）
□ハンドル取っ手（HAE）　　　  □ハンドル取っ手（HCD）　　　□ハンドル取っ手（HCE）　　 　□ライン取っ手（LCA）

P.90～91 カウンター □メラミン（ホワイト）　　　　□メラミン（木目ダーク柄）　　　□メラミン（木目ミディアム柄）　　　□メラミン（木目ライト柄）
□人大グラーノホワイト　　  □人大カームグレー　　　　 　  □人大カームベージュ　　　　　 　□人大グレー
□人大ピンクフレーク　　　 □人大パープルフレーク

オプション 数量 数量 数量

米びつ（開き用） 上幅木

□シルバー色
□ホワイト色
□ブラック色

W1800・H195 エンドパネル・壁付フロア用 

上幅木　W1800・H195 W1800・H300 エンドパネル・壁付ウォール用 

上幅木　W1800・H300 W2700・H195 目地棒・トール用 

上幅木　W2700・H195 W2700・H300 蒸気対応パーツW940  （P.194）

上幅木　W2700・H300 エンドパネル・壁付トール用 蒸気対応パーツW1390  （P.194）

カラーミックス 

　　　□
カラーミックスの場合はプラン図に柄変更箇所
を記入し、注文シートと一緒にFAXしてください。

参照ページ

トールパントリー
設置条件

天井高さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm 　

ウォール上限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm

P.172～173 間口 □450　　□900　　

扉 □アルミフレーム樹脂扉　　□アルミフレームガラス扉 　　□ホワイト 
取っ手 □HAA　　□HJD（MJDのハンドル取っ手）　　　・扉が「ホワイト」の場合いずれかを選択　・取っ手についてはP.172をご参照ください。

ウォール部 □棚板　　□ソフトダウン 
ミドル部 □棚板　　□スライド内引出し 　　 □回転アミカゴ付（幅900のみ）  

フロア部 □開き棚板　　□開き内引出し 　　□開きスライドアミカゴ 
□「ナノイー」搭載食品庫（幅900のみ） 

オプション 数量 数量 数量

上幅木　W1800・H195・t4 上幅木

□シルバー色
□ホワイト色
□ブラック色

W1800・H195・t4 エンドパネル・壁付トール用H2700・D452 

上幅木　W1800・H300・t4 W1800・H300・t4 目地棒・トール用 

上幅木　W2700・H195・t4 W2700・H195・t4

上幅木　W2700・H300・t4 W2700・H300・t4
トールパントリーはすべてWEBハウズのエキスパートモードでの選択になります。

マークがついている項目は、WEBハウズのエキスパートモードで選択。

カップボード部

トールパントリー

※1 開き扉はつまみ取っ手。

カップボードのみ



プランニングチェックシート
（1808仕様）

ラクシーナ

ラクシーナ

参照ページ

アクティブウォール
設置条件

天井高さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm 　

ウォール上限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm

P.170～171 間口 □1050　　□1200　　□1500　　□1800

左側 右側

扉 □ホワイト　　　　　□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
□アルミフレーム樹脂扉

□ホワイト　　　　　□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
□アルミフレーム樹脂扉

取付部材柄 　•扉柄記号についてはP.78～79をご参照ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  •エンドパネル・上幅木の色柄です。

ウォール部 □棚板　　□ソフトダウン（幅525除く） □棚板　　□ソフトダウン（幅525除く）
ミドル部 □棚板　　□内引出し 　　□回転アミカゴ付（幅900のみ） □棚板　　□内引出し 　　□回転アミカゴ付（幅900のみ） 

フロア部 □オープンユニット　 　　　　　□内引出し 
□スライドアミカゴ（幅525除く） 　□「ナノイー」搭載食品庫（幅525除く） 

□オープンユニット　 　　　　　□内引出し 
□スライドアミカゴ（幅525除く） 　□「ナノイー」搭載食品庫（幅525除く）

オプション 数量 数量

上幅木　W1800・H195・t4 上幅木

□シルバー色
□ホワイト色
□ブラック色

W1800・H195・t4

上幅木　W1800・H300・t4 W1800・H300・t4

上幅木　W2700・H195・t4 W2700・H195・t4

上幅木　W2700・H300・t4 W2700・H300・t4

参照ページ
P.186～187 コーディネイトドア冷蔵庫

（FAXでご注文ください）
●色記号（2桁）は、即納対
　応品および納期約2週間
　色以外は、発注システム
　に直接入力できませんの
　で、別途ご指定ください。

601L ： NR-J60MC-□　　　501L ： NR-J50MC-□　　　470L ： NR-J47MC-□　　　
406L ： 右開き NR-J41MC-□／左開き NR-J41ML-□
•□にはボディカラー記号とドアカラー記号が入ります。 （例 NKM  ボディカラー：ライトベージュ［N］  ドアカラー：オークウッド［KM］）

■ ボディカラー記号とドアカラー記号

取付設置費は別途となります。

品番を記入してください。

カラー記号 カラー名

ボディ
カラー

N ライトベージュ

T ブラウン

X ダークグレー

ドア
カラー

TM ダークウッド☆

PM チェリーウッド☆

KM オークウッド★

NM メイプルウッド★

WM ホワイトウッド★

TT ダークティンバー☆

XT ミディアムティンバー☆

LT ライトティンバー★

WT ホワイトティンバー★

カラー記号 カラー名

ドア
カラー

WS ホワイトストーン

PJ 和紙

MB ミディアムブラウン

FB ファインブラウン

FC ファインベージュ

RY ダルイエロー

MY ミディアムイエロー

FY ファインイエロー

RG ダルグリーン

MG ミディアムグリーン

FV ファインパープル

RA ダルブルー

カラー記号 カラー名

ドア
カラー

MA ミディアムブルー

FA ファインブルー

MD ミディアムオレンジ

RP ダルピンク

MP ミディアムピンク

FP ファインピンク

RR ダルレッド

MR ミディアムレッド

ＲＫ ダルブラック

FH ファイングレー

アクティブウォール

コーディネイトドア冷蔵庫

アクティブウォールはすべてWEBハウズのエキスパートモードでの選択になります。

即納色 ： WDW（ボディカラー：ホワイト　ドアカラー：ディープホワイト）

納期について

◆納期【約１ヶ月】
●工場受注後、工場出荷まで約１ヶ月です。
●連休や受注の集中により納期が１ヶ月以上かかる場合がありますので、事前に納期のご確認をお願い致します。

◆納期【約2週間】
●★、☆印のドアカラーは納期【約2週間】でも対応可能です。 
ただしボディカラーはあらかじめ設定された色（★：ライトベージュ［N］　☆：ブラウン［T］）となり、それ以外の 
ボディカラーを選択される場合は納期が約1ヶ月となります。

●工場受注後、工場出荷まで約2週間です。
●連休や受注の集中により納期が2週間以上かかる場合がありますので、事前に納期のご確認をお願い致します。

◆即納色
●ディープホワイト[WDW]は即納可能なカラーです。ボディカラーはホワイトです。他のカラーは選べません。


