
•通常のプラン発注の場合、取付部品セットも含まれます。

平成　　　年　　　月　　　日

TEL ご担当者

ご注文　  　お見積り

様

様

ご住所

お取扱い店

希望納期

物件名

（1808仕様）

キッチンのみ

•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。

枠内を入力していただければ簡易見積可能です。

参照ページ

□奥行650mm・I型　　□奥行650×650mm・L型　　□奥行600mm・I型　　□奥行600×600mm・L型

□フルフラット ダイニング側：（テーブル・オール収納・セミ収納）　　□耐力壁
□ローステップ ダイニング側：（パネル・引き戸・開き）　
□スマートステップ ダイニング側：（パネル・ディスプレイ＆クローズ・オープン＆開き）

□ソフトダウン　　□電動昇降乾燥機　　□電動昇降水切り

カウンター高さ □800mm　　□850mm　　□900mm

壁付け

□フルフラット ダイニング側：（テーブル・オール収納・セミ収納）
□ローステップ ダイニング側：（パネル・引き戸・開き）
□スマートステップ ダイニング側：（パネル・ディスプレイ＆クローズ・オープン＆開き）

□フロア＆ウォール　□I型（サイドフード）　□I型（センターフード）　□フロア＆フード　□フロアのみ　□ウォールのみ　□壁付け・I型・L型：

シンク位置 □シンク左勝手　　□シンク右勝手 •調理する人から見た位置です。

機器 食器洗い乾燥機：（ 無 ・ 有 ）　　まな板キレイ乾燥機　 ：（ 無 ・ 有 ）P.132～149
P.158

加熱機器：　□ガス機器　　□IH機器

プランレイアウトP.104～105

キッチン間口 壁付け・I型／
対面／アイランド

壁付け・L型／
Ⅱ型㎜

高さ： □500mm　　□600mm　　□700mm　　□900mm

収納 □アルミフレーム樹脂扉　□アルミフレームガラス扉　　□幅750mm　□幅800mm　□幅900mm　

□幅600mm　　　□幅750mm　　　□幅900mm　
水切り □アルミフレーム樹脂扉　□アルミフレームガラス扉

□シンク側対面 ダイニング側：（テーブル・オール収納）　　□シンク側壁付け

揃え位置　 ：　　□上端合わせ　　□下端合わせ 照明設置方法 ： □照明スペース付　　□フラット

•不要の場合は空欄。

シンク側
㎜

コンロ側
㎜

天井高さ

㎜
ウォール上限

㎜

ウォールユニット設定P.105・
P.160～162

ウォール種類
フラップアップ

コンビネーションパレット

P.104～105

P.105

P.105

□W600　　□W750　　□マルチワイド・トリプルワイド ※1※4

カウンターP.122

クッキングコンセントP.159

□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　 □人大ビューホワイト　 □人大グレージュ※2　   □ステンレス※3

P.128～131

P.132～137

シンク※

※6

P.123～127

食器洗い
乾燥機

●スリムセンサー水栓　　①一般地仕様 ： VJ01FPSWTEA　　②寒冷地仕様 ： VJ01FPSWTEAZ
●スリムセンサー水栓浄水器一体　　③一般地仕様 ： VJ01FPSWTEB
●トリプルセンサー水栓　　④一般地仕様 ： VJS01E10TUA1　　⑤寒冷地仕様 ： VJS01E10TUAZ1
●エコカチット混合水栓　　⑥一般地仕様 ： VJKM5111TEPC 　　⑦寒冷地仕様 ： VJKM5111ZTEPC 　　
●混合水栓　　⑧一般地仕様 ： VJ02FPBNA　　⑨寒冷地仕様 ： VJ02FPBNAZ
●エコカチット混合水栓ハンドシャワー　⑩一般地仕様：VJ04FPSNE　⑪寒冷地仕様：VJ04FPSNEZ
●混合水栓ハンドシャワー　⑫一般地仕様：VJ04FPSNA　⑬寒冷地仕様：VJ04FPSNAZ
●エコカチット混合水栓サラサラワイドシャワー　⑭一般地仕様：VJ03FPSNE　⑮寒冷地仕様：VJ03FPSNEZ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑯一般地仕様：VJ03FWSNE　⑰寒冷地仕様：VJ03FWSNEZ
●グースネック水栓　　⑱一般地仕様 ： VJKM807PC　　⑲寒冷地仕様 ： VJKM807ZPC
●エコカチット浄水器一体型シャワー混合水栓　　⑳一般地仕様 ： VJKM6001EPC 　　㉑寒冷地仕様 ： VJKM6001ZEPC 
●浄水器専用水栓　　㉒一般地仕様 ： VJK1600PC 　　㉓寒冷地仕様 ： VJK1600ZPC 　　
●還元水素水生成器 　　㉔ VJTK-HB41-SSK㉑VJTK-HB41-SSK　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㉕カラン穴のみ（φ37）

□PaPaPaシンク（奥行933の対面カウンターでは選択不可。またカウンター柄がピンクフレーク、パープルフレークでは選択不可）　
ラクするーシンク 　　　　　　□ホワイト　□ベージュ　□グレー
スキマレスシンク・ムーブラックタイプ　□グラーノホワイト　□カームグレー　□カームベージュ　□ビューホワイト　□グレー　
　　　　　　　　　  □ピンク　□グリーン

□ステンレスシンクM　　□ステンレスシンクS

□無　　□有

●幅450・深型・バイオパワー除菌　□フルオートオープン：VJS45KD8AWD　□フル扉材：VJS45KD8WD　□上面操作：VJS45MD8WD　
□VJS45VD7SD　　●幅450・深型　□シルバー色： VJS45RD7SD　　●幅450・浅型　□バイオパワー除菌：VJS45VS7SD
●幅450・浅型　□シルバー色： VJSPW-S450A

水栓金具
水栓穴（1）

奥行650用

奥行650用

奥行600用

奥行600用

水栓穴（2）

PaPaPa
シンク

PaPaPa
シンク以外

水栓位置
PaPaPaシンク以外：　□左　　□右　　□左＋右　　□なし（ラクするーシンクは水栓穴なしの選択不可）
PaPaPaシンク：　　　□１箇所（図の（１））　　□２箇所（図の（１）（２））　　□なし

•奥行650プランにも使用できます。

※間口により
　選択できる
   シンクは
　異なります。

•水栓の標準
 位置は加熱
 機器側となり
 ます。

（1）（2）

（1）（2）

（1）（2）

•扉柄記号については
 P.118～121をご参照ください。

P.118～121 扉 柄 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。□

取っ手 □ハンドル取っ手（HGS）　□ハンドル取っ手（HBS）　□ハンドル取っ手（HBE）　□ハンドル取っ手（HCD）　□ハンドル取っ手（HCE）　□ライン取っ手（LCA）

キッチン設置条件

プランニングチェックシート

R

L

ロングフードプラン
（I型奥行650mmのみ）

スキマレスシンク・ステンレス 　□Mタイプ　□Mタイプ・スラくるネット付　□Mタイプ・ディスポーザー対応用　□Sタイプ　ささっと仕様（ 無 ・ 有 ）※4※5

対面

アイランド

Ⅱ型（奥行650のみ）
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加熱機器
（ガスコンロ）

P.138～143

加熱機器
（IHクッキングヒーター）

P.144～149

●トリプルワイド※1※4　　□ステンレスゴトク：VJS2G（R・L）3S3　　□ホーローゴトク：VJS2G（R・L）3H3
●幅750・ガラストップ・マルチグリル　　□VJS2801WPS 
●幅750・ガラストップ・マルチグリル　　□ステンレスゴトク：VJSDS05WS 　　□ホーローゴトク：VJSDS05WH 
●ガラストップ・両面焼きワイドグリル・シルバー色　　□幅750：VJS20N9WH 　　□幅600：VJS20N8WH 
◎ガラストップ・両面焼きワイドグリル・シルバー色　　□幅750：VJSHW25L2　　□幅600：VJSHW25L1
●ガラストップ・両面焼きワイドグリル・シルバー色　　□幅750：VJS31N9WH　　 □幅600：VJS31N8WH
●ガラストップ・両面焼きグリル・シルバー色　　□幅750：VJSW32Q7W 　　□幅600：VJSW32Q6W 
●幅600・ガラストップ・片面焼きグリル　　□シルバー色：VJSG32Q3V 　
◎幅600・クリアカラートップ・両面焼きグリル・シルバー色
　□天面ホワイト色：VJSW21K1W　　□天面ピンク色：VJSW21K1P　　□天面グレー色：VJSW21K1G　　□天面ショコラ色：VJSW21K1C
●幅600・ホーロートップ・両面焼きグリル　　□シルバー色：VJSW32Q5W 
●幅600・ホーロートップ・片面焼きグリル　　□シルバー色：VJSG32Q1V 

●マルチワイドIH※1※4　　□ブラック色 ： VJS1AEB3L3K　□シャンパンゴールド色 ： VJS1AEB3G3K
●3口IH　トリプルワイド※1※4　　□シルバー色 ： VJS12EB2S3K　□シャンパンゴールド色 ： VJS12EB2G3K　□ブラック色 ： VJS12EB1E3K
●3口IH　ダブルオールメタル（IH＆遠赤ラクッキングリル）　　□幅750・ブラック色 ： VJSXP77EK
　□幅750・シルバー色 ： VJSXP77SK　□幅600・ホワイト色 ： VJSXP76WK　□幅600・シルバー色 ： VJSXP76SK
●3口IH　シングルオールメタル（ IH＆遠赤ラクッキングリル）
　□幅750・シルバー色 ： VJSXP57SK　□幅600・ホワイト色 ： VJSXP56WK　□幅600・シルバー色 ： VJSXP56SK
●3口IH　鉄・ステンレス対応（ IH＆遠赤ラクッキングリル）
　□幅750・シルバー色 ： VJSXP37SK　□幅600・ホワイト色 ： VJSXP36WK　□幅600・シルバー色 ： VJSXP36SK
●2口IH＋ラジエント　鉄・ステンレス対応（ IH＆遠赤ラクッキングリル）・シルバー色　　□幅750 ： VJSW173SK　□幅600 ： VJSW163SK
●3口IH　鉄・ステンレス対応（遠赤ラクッキングリル）
　□幅750・シルバー色 ： VJSXSF37SK　　□幅600・ホワイト色 ： VJSXSF36WK　□幅600・シルバー色 ： VJSXSF36SK
●3口IH　鉄・ステンレス対応（遠赤ラクッキングリル）
　□幅750・シルバー色 ： VJSXS37SK　□幅600・ホワイト色 ： VJSXS36WK　□幅600・シルバー色 ： VJSXS36SK
●3口IH　鉄・ステンレス対応　　□幅600・シルバー色 ： VJSG33XSTK
●2口IH＋ラジエント　鉄・ステンレス対応　　□幅600・シルバー色 ： VJSG32ESTK　□幅600・シルバー色 ： VJSG32AST
　　　　　　　　　　　　　　  □幅600・シルバー色 ： VJSG32AS　 　

参照ページ

13A（13A・12A用） LP （LPG）ガス種

電気オーブンレンジ※7　　　□VJSDB901M1
ガスオーブンレンジ※7　　　（株）ハーマン製□VJSDR320E　　リンナイ（株）製□VJS62EE1N
□コンロ下スライド壁納め有　　□コンロ下スライド壁納め無

幅     ： 高さ※8：

上幕板・扉柄仕様 ： （ 無 ・ 有 ）　　•ほっとくリーンフード（マルチワイド･トリプルワイド用含む）、ファンキレイフード、スマートフードⅡ（マルチワイド･トリプルワイド用含む）、薄型で選択可。
上幕板・鋼板製 ： （ シルバー色 ・ ホワイト色 ）　　•フード本体と同色になります。　

•ユニット交換を行う場合は、ご発注前に必ず図面にて組み合わせをご確認ください。　　※1 マルチワイド・トリプルワイドは間口により対応できない場合があります。　
※2 壁付けⅠ型／L型／Ⅱ型の奥行650mm・ローステップ対面・スマートステップ対面のPaPaPaシンクのみ対応。　※3 壁付けⅠ型／L型の奥行650mmのみ対応。　
※4 ステンレスカウンターは選択不可。　※5 ディスポーザー対応用は対応しておりません。　※6 PaPaPaシンクの場合、浄水器専用水栓・還元水素水生成器のみ設置可能。　
※7 上部の加熱機器によりオーブンレンジとの組み合わせができない場合があります。　※8 フードの種類により選択できる高さは異なります。　※9 薄型・平型フードには横幕板の設定はありません。 

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。 マークがついている項目は、WEBハウズのレイアウト画面・その他仕様、オプションの中で選択。

•ほっとくリーンフード（マルチワイド･トリプルワイド用含む）、ファンキレイフード、スマートフードⅡ（マルチワイド･
 トリプルワイド用含む）、エコナビ搭載スクエアマントルフード、ほっとくリーンフードサイド・センター用、
 エコナビ搭載スクエアサイドフード、スクエアサイドフードSタイプ（シルバー色）で選択可。

：　□無　□有同時給排用幕板・
同時給排用ダクトカバー

•ほっとくリーンフード（マルチワイド･トリプルワイド用含む）、ファンキレイフード、
 スマートフードⅡ（マルチワイド･トリプルワイド用含む）で選択可。梁欠き幕板　 ：　□無　□有（ ホワイト色 ・ シルバー色 ）

□600mm　□750mm　□900mm □500mm　□600mm　□700mm　□900mm　　•フード＋上幕板の高さ　

レンジフードP.150～155 ●ほっとくリーンフード静電タッチスイッチ　　□シルバー色 ： VJG03BHWZ＊M
●ほっとくリーンフード　　□シルバー色 ： VJS08BHWZ＊M
●ほっとくリーンフード･マルチワイド･トリプルワイド用　　□シルバー色 ： VJG05BHWZ3M
●ファンキレイフード　　□シルバー色 ： VJS20BHWZ＊F（R・L） 
●スマートフードⅡ　　□シルバー色 ： VJS43AHZ＊M 　
●スマートフードⅡ（リモコン対応）　　□シルバー色 ： VJS43AHWZ＊M 　　
●スマートフードⅡ･さっとれるファン　　□シルバー色 ： VJS45AHZ＊M 　　□ホワイト色 ： VJW45AHZ＊M 
●スマートフードⅡ･さっとれるファン（リモコン対応）　　□シルバー色 ： VJS45AHWZ＊M 　　□ホワイト色 ： VJW45AHWZ＊M 
●スマートフードⅡ･マルチワイド･トリプルワイド用　　□シルバー色 ： VJS44AHWZ3M 
●スタイリッシュフード　　□ホワイト色 ： VJTW13BHWZF　　□ブラック色 ： VJTE13BHWZF
●エコナビ搭載スクエアマントルフード　　□シルバー色 ： VJS97BHWZM
●ブーツ型シロッコ　　□シルバー色 ： VJS73AH＊F2　　　●ブーツ型プロペラ　　□シルバー色 ： VJS63AH＊F2
●薄型フード　　□シルバー色 ： VJS02AHZ＊F（R･L）　　　●薄型フード（リモコン対応）　　□シルバー色 ： VJS02AHWZ＊F（R･L）
●平型フード直排気用　　□シルバー色 ： VJBFRS3K＊＊（R・L）S　  　●平型フード上排気用　　□シルバー色 ： VJBFRS3F＊＊（R・L）S

●静音スリムセンターフード シルバー色　□高さ550：VJGS1BHWZM55　□高さ750：VJGS1BHWZM75　□高さ900：VJGS1BHWZM90
●スタイリッシュセンターフード　　□ホワイト色 ： VJTW15BHWZF　　□ブラック色 ： VJTE15BHWZF
●エコナビ搭載スクエアセンターフード　　□シルバー色：VJS95BHWZM
●スクエアセンターフードSタイプ　　□シルバー色 ： VJS11AHWZM　　□ホワイト色 ： VJW11AHWZM

●ほっとくリーンフードサイド・センター用 シルバー色 ： VJG06BHWZM　　□ ： センター設置　　□ ： サイド設置

●スタイリッシュサイドフード　　□ホワイト色 ： VJTW14BHWZF（R・L）　　□ブラック色 ： VJTE14BHWZF（R・L）
●エコナビ搭載スクエアサイドフード　　□シルバー色：VJS96BHWZM（R・L）
●スクエアサイドフードSタイプ　　□シルバー色 ： VJS12AHWZM（R・L）　　□ホワイト色 ： VJW12AHWZM（R・L）
●薄型サイドフード　　□シルバー色 ： VJS81AH2M（R･L）
●薄型サイドフード（リモコン対応）　　□シルバー色 ： VJS81AHWZ2M（R･L）
●薄型サイドフード・さっとれるファン（リモコン対応）　　□シルバー色 ： VJS82AHWZ2M（R･L）

横幕板※9 　 ：　□無　　□有（ 右 ・ 左 ・ 両側 ） L型ダクト　 ：（ 無 ・ 有 ） •ファンキレイフードは付属

P.143・P.149 □ガス種確認済

加熱機器下

●：（株）ハーマン製

◎：リンナイ（株）製

キッチンのみ
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参照ページ

P.167

オプション
（ウォール用）

P.163

オプション
（フロア用）

P.198 米びつ・ストッカー用

タオル掛けライン取っ手用

エンドパネル・フロア用

エンドパネル・トール用H2700

•キッチンボード柄については、 P.193をご参照ください。

•上記キッチンボードを選択した場合、必須部材となります。

オプション
（シンク用）

P.197

キッチンボードP.192～195

ハイカウンター
コーナー用

P.183

まな板立て

止水プレート

水切りカゴ

クッキングネット

水切りカゴ

M用

S用

M用

S用

スキマレスシンク・
ステンレス用

ラクするーシンク用

PaPaPaシンク用

D600ステンレスシンク用

サブシンク

サブシンク用水切りカゴ

スキマレスシンク・
ムーブラック用

スラくるネット

ダストラック

取付セット

キッチンボード柄

□ホワイト □ベージュ

ジョイナー □ホワイト □ベージュ

□ブラック

□ブラック

3×8　1枚

3×6　2枚

3×3　2枚

目地用

入隅用

出隅用

見切用

セット

セット

セット

ケース

ケース

ケース

ケース

LED流し元灯（VJ35RM）

LED流し元灯・対面設置用（VJ36RM）

LED流し元灯コンパクトタイプ（VJ33RM）

LED流し元灯プルスイッチ・壁面固定用（VJ37RM）

LEDライン照明幅900（VJS39RM090）

LEDライン照明幅1500（VJS39RM150）

LEDライン照明幅1650（VJS39RM165）

LEDライン照明幅1800（VJS39RM180）

上幅木　W1800・□H195/□H300
上幅木　W2700・□H195/□H300

クックスクリーンP.168～169 •フラット対面/アイランド、ローステップ対面/アイランドのみ

スマートステップ対面上用
カウンター

P.165 ローステップ対面上用
カウンター

□メラミンホワイト □人大ビューホワイト

選択必須

エンドパネル・ウォール用

W1800・□H195　□H300
W2700・□H195　□H300

上幅木 □シルバー色
□ホワイト色
□ブラック色

キッチンボード柄

□壁付直付け

•キッチンボード柄については、P.193をご参照ください。

•フラット対面/アイランド、ローステップ・スマートステップ対面/アイランドで、ほっとくリーンフードサイド・センター用との組み合わせのみ

対面プラン用
キッチンボード

P.192～195

加熱機器横 キッチンボード：（ 無 ・ 有 ）

キッチンボード：（ 無 ・ 有 ）加熱機器前

取付設置費は別途となります。

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。 マークがついている項目は、WEBハウズのレイアウト画面・その他仕様、オプションの中で選択。

キッチンのみ

設置方法 ：□壁付け用　　□ハッチ用（センター）
間口 壁付け用 ：　□1350mm　　□1500mm　　□1800mm

ハッチ用 ：　□1350mm　　□1500mm　　□1800mm
カウンター柄 ： □メラミン（ホワイト） □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 □人大ビューホワイト □人大グレージュ

□メラミンホワイト □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 □人大ビューホワイト □人大グレージュ

配置 ：□向かって左　　□向かって右

　□無　　□有
ロングクックスクリーン 　□無　　□有

止水プレート

スラくるネット

水切りカゴ

止水プレート

水切りカゴ

止水プレート

クッキングネット

止水プレート
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