
エフイーホーム様　標準仕様 (1F)
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

J1428718

SG01072

UB01066

2022年12月12日

堺営業所

関口　怜

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

画像はイメージです

サザナ　ＨＴシリーズ  Ｐタイプ
１６１６（１坪サイズ）
うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）

Selected Color 注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは２枚目をご覧ください

ﾎﾜｲﾄ(ﾗｸﾞ調) ｸﾞﾗﾝﾂﾎﾜｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭｳｫﾙﾅｯﾄ ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ

床 カウンター 壁：アクセントパネル 壁：周辺パネル 浴槽 浴槽エプロン

HTV1616UPX3**
VMJ2W YAUA1 EGKH8 IKJN1 SBE4R

お掃除ラクラクほっカラリ床

入った瞬間から心地よく、
親水パワーでお掃除ラクラク。

ゆるリラ浴槽

「気持ちいい」を科学したら、
このカタチになりました。

お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサッときれいに。

浴槽

ゆるリラ浴槽：ＦＲＰバス(ﾎﾜｲﾄ)(ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ排水栓)

魔法びん浴槽

魔法びん浴槽あり

ふろふた

ﾗｸかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたﾌｯｸ付(ﾎﾜｲﾄ)

カウンター

お掃除ﾗｸﾗｸｶｳﾝﾀｰ人工大理石[ｸﾞﾗﾝﾂﾎﾜｲﾄ]

スライドバー

スライドハンガー付インテリア･バー(メタル調)(L=1000)

洗い場水栓

2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）(一般地仕様)

シャワーホースフック

シャワーホースフック（メタル調）

照明

ｼｰﾘﾝｸﾞ照明 1灯(LEDﾗﾝﾌﾟ)

換気

換気暖房乾燥機(1室換気100V) ﾋｶﾙﾘﾓｺﾝ(ﾒﾀﾙ調)なし



エフイーホーム様　標準仕様 (1F)
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

J1428718

SG01072

UB01066

2022年12月12日

堺営業所

関口　怜

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

天井

平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH2150）

タオル掛け

タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡

お掃除ﾗｸﾗｸ ﾌﾚｰﾑ付縦長ﾐﾗｰ(W298×H1175)

収納

セパレート収納棚 W270･側面2段(ﾎﾜｲﾄ)

ドア

ｽｯｷﾘﾄﾞｱ折戸(W800･H2000･ﾎﾜｲﾄ)

ランドリーパイプ

ランドリーパイプ１本、ホルダー４個（ホワイト）

窓枠

フリーサイズ窓枠1550×910×200(ホワイト)

Color Variation ※ はお見積りカラーです

■床

ﾎﾜｲﾄ(ﾗｸﾞ調) ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾗｸﾞ調) ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾗｸﾞ調) ﾌﾞﾗｳﾝ(ﾗｸﾞ調) ﾎﾜｲﾄ(ﾀｲﾙ調) ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾀｲﾙ調) ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾀｲﾙ調)

ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ(ﾀｲﾙ調) ｺｰﾗﾙ(ﾀｲﾙ調) ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ(ﾀｲﾙ調) ﾌﾞﾗｯｸ(ﾀｲﾙ調) ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

■カウンター

ｸﾞﾗﾝﾂﾎﾜｲﾄ ｸﾞﾗﾝﾂﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾞﾗﾝﾂﾌﾞﾗｯｸ

■壁：アクセントパネル

ﾃｨﾝﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ ﾛﾌﾞｽﾄｸﾞﾚｰ ﾘﾌﾙﾎﾜｲﾄ ﾘﾌﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾏﾙｷｰﾅｸﾞﾚｰ ﾙﾃｨｼｭﾋﾟﾝｸ ﾌｧｾｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾌｧﾙﾃｨｳｯﾄﾞ ﾀﾙｼｱﾍﾞｰｼﾞｭ ﾉﾙﾃﾞｨｸﾞﾚｰｳｯﾄﾞ ﾍﾞﾙｾｼｰﾌﾞﾙｰ ﾄﾞﾚｰﾌﾟｺｰﾗﾙ ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏｸﾞﾘｰﾝ ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏﾋﾟﾝｸ

ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰ ｾｲﾗﾝ ｸﾚｱﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｸﾚｱﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｲｯｼｭｳｫﾙﾅｯﾄ

■壁：周辺パネル

ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ

■浴槽

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭN ﾋﾟﾝｸN ｱｸｱN

■浴槽エプロン

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟﾝｸN ｱｸｱN ﾌﾞﾗｯｸ



エフイーホーム様　標準仕様 (2F)
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

J1428718

SG01072

UB01067

2022年12月12日

堺営業所

関口　怜

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

画像はイメージです

サザナ　ＨＴシリーズ  Ｐタイプ
１６１６（１坪サイズ）
うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）

Selected Color 注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは２枚目をご覧ください

ﾎﾜｲﾄ(ﾗｸﾞ調) ｸﾞﾗﾝﾂﾎﾜｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭｳｫﾙﾅｯﾄ ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ

床 カウンター 壁：アクセントパネル 壁：周辺パネル 浴槽 浴槽エプロン

HTV1616UPX3**
VMJ2W YAU51 CGA06 CXA01 EGKH8 IKJN1 SBE4R

お掃除ラクラクほっカラリ床

入った瞬間から心地よく、
親水パワーでお掃除ラクラク。

ゆるリラ浴槽

「気持ちいい」を科学したら、
このカタチになりました。

お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサッときれいに。

浴槽

ゆるリラ浴槽：ＦＲＰバス(ﾎﾜｲﾄ)(ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ排水栓)

魔法びん浴槽

魔法びん浴槽あり

ふろふた

ﾗｸかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたﾌｯｸ付(ﾎﾜｲﾄ)

カウンター

お掃除ﾗｸﾗｸｶｳﾝﾀｰ人工大理石[ｸﾞﾗﾝﾂﾎﾜｲﾄ]

スライドバー

スライドハンガー付インテリア･バー(メタル調)(L=1000)

洗い場水栓

2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）(一般地仕様)

シャワーホースフック

シャワーホースフック（メタル調）

照明

ｼｰﾘﾝｸﾞ照明 1灯(LEDﾗﾝﾌﾟ)

換気

換気暖房乾燥機(1室換気100V) ﾋｶﾙﾘﾓｺﾝ(ﾒﾀﾙ調)なし



エフイーホーム様　標準仕様 (2F)
現場番号：

見積番号：

個別見積番号：

日付：

所課名：

担当者：

J1428718

SG01072

UB01067

2022年12月12日

堺営業所

関口　怜

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

天井

平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH2150）

タオル掛け

タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡

お掃除ﾗｸﾗｸ ﾌﾚｰﾑ付縦長ﾐﾗｰ(W298×H1175)

収納

セパレート収納棚 W270･側面2段(ﾎﾜｲﾄ)

ドア

ｽｯｷﾘﾄﾞｱ折戸(W800･H2000･ﾎﾜｲﾄ)

断熱防水パン

断熱防水パンあり

ランドリーパイプ

ランドリーパイプ１本、ホルダー４個（ホワイト）

窓枠

フリーサイズ窓枠1550×910×200(ホワイト)

Color Variation ※ はお見積りカラーです

■床

ﾎﾜｲﾄ(ﾗｸﾞ調) ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾗｸﾞ調) ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾗｸﾞ調) ﾌﾞﾗｳﾝ(ﾗｸﾞ調) ﾎﾜｲﾄ(ﾀｲﾙ調) ﾍﾞｰｼﾞｭ(ﾀｲﾙ調) ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(ﾀｲﾙ調)

ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ(ﾀｲﾙ調) ｺｰﾗﾙ(ﾀｲﾙ調) ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ(ﾀｲﾙ調) ﾌﾞﾗｯｸ(ﾀｲﾙ調) ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

■カウンター

ｸﾞﾗﾝﾂﾎﾜｲﾄ ｸﾞﾗﾝﾂﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾞﾗﾝﾂﾌﾞﾗｯｸ

■壁：アクセントパネル

ﾃｨﾝﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ ﾛﾌﾞｽﾄｸﾞﾚｰ ﾘﾌﾙﾎﾜｲﾄ ﾘﾌﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾏﾙｷｰﾅｸﾞﾚｰ ﾙﾃｨｼｭﾋﾟﾝｸ ﾌｧｾｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾌｧﾙﾃｨｳｯﾄﾞ ﾀﾙｼｱﾍﾞｰｼﾞｭ ﾉﾙﾃﾞｨｸﾞﾚｰｳｯﾄﾞ ﾍﾞﾙｾｼｰﾌﾞﾙｰ ﾄﾞﾚｰﾌﾟｺｰﾗﾙ ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏｸﾞﾘｰﾝ ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏﾋﾟﾝｸ

ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰ ｾｲﾗﾝ ｸﾚｱﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｸﾚｱﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｲｯｼｭｳｫﾙﾅｯﾄ

■壁：周辺パネル

ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ

■浴槽

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭN ﾋﾟﾝｸN ｱｸｱN

■浴槽エプロン

ﾎﾜｲﾄ ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟﾝｸN ｱｸｱN ﾌﾞﾗｯｸ


