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システムバスルーム　内容確認書

2200039050 2200039050-01-001-01

案件名 中川様邸

シリーズ名
本体品名略称 器具品名略称

区分 項目 内容

本体 本体 1 スタイル
  2 住宅ポイント -
  3 ﾊﾞｽﾙｰﾑｻｲｽﾞ
  4 ﾄﾞｱ位置左右勝手 ＡＲ
  5 ｸﾘﾝ軟水･浴槽ﾊﾟﾝ
  6 天井高さ・母屋
  7 壁プラン
  8 壁柄（ベース）
  9 壁柄（ﾌﾛﾝﾄ･ｻｲﾄﾞ）
  10 浴槽形状・排水栓
  11 浴槽断熱
  12 浴槽・エプロン色相
  13 フロフタ
  14 床
  15 床壁断熱･ﾄﾗｯﾌﾟ保温
  16 ドア
  17 カウンター形状
  18 ｳｫｰﾙｲﾝｶｳﾝﾀｰ色相 ウォールインカウンターなし
  19 カウンター色相

器具 20 照明
  21 天井・換気扇
  22 鏡
  23 小物棚
  24 洗場水栓
  25 浴槽水栓
  26 追いだき
  27 握りバー洗場正面
  28 握りバー浴槽側面
  29 握りバー浴槽
  30 タオル掛け
  31 窓接続枠
  32 配管接続
オプション 1 脚まわり部材セット
  BSL]
  2 暖房換気乾燥機 なし
  3 ﾐｽﾄ付浴乾用補強材 なし
  4 多室換気扇 なし
  5 洗面室暖房機 なし
  6 壁付ミスト なし
  7 バステレビ なし
  8 アンテナケーブル なし
  9 バスオーディオ なし
  10 ジェットバス なし

案件No. 御問合No.

フェリテURシリーズ
URB-1620AR-A6FFADHAUGAVｱP PK-URB-ARSGHDSSｵHNCNNNWBJ

スタイルB

1620サイズ

[A]浴槽ﾊﾟﾝなし･ｸﾘﾝ軟水なし 除菌楽すてﾍｱｷｬｯﾁｬｰ
[6]天井高2200（ﾄﾞｱ高2000･ﾄﾞｱ上ﾍﾞｰｽ柄）母屋なし
[F]ﾌﾛﾝﾄﾁｪﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ（ﾍﾞｰｽ:ﾗﾐﾘｱ、ﾌﾛﾝﾄ:ﾗﾐﾘｱ）
[F]ウェーブホワイト
[A]ウェーブグレー（濃色）
[D]スマートラインバス（ポップアップ排水栓）
[H]浴槽断熱あり（ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ･ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙなし）
[A][浴槽]ﾌｪｲｽｸﾘﾝ･ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ　[ｴﾌﾟﾛﾝ]ｽﾏｰﾄﾎﾜｲﾄ
[U]断熱組フタ（浴槽水栓用切欠ナシ）
[G]ﾌﾟﾚｰﾝﾌﾛｱ（ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ）ｺｰｷﾝｸﾞ仕上
[A]床断熱ﾅｼ･壁断熱ﾅｼ･ﾄﾗｯﾌﾟ保温材ﾅｼ
[V]折戸（ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ）
[ｱ]クリンかるわざシェルフ（クリンすっきり水栓）

[P]スマートホワイト__W
[H]モチ形照明2灯（LED）
[D]F天井断熱ｱﾘ（ﾌﾟﾚｰﾝﾎﾜｲﾄ）換気扇標準ﾀｲﾌﾟ･開口付
[S]縦長ミラー600･幅250（4点留め）
[S]ワイドシェルフ（ホワイト）2段
[ｵH]ｸﾘﾝｽｯｷﾘ水栓（ﾎﾜｲﾄ）ﾎﾜｲﾄ･ｴｱｲﾝ 一般地
[N]浴槽水栓なし
[C]循環金具のみ（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾎｰｽ接続用）
[N]握りバーなし
[N]握りバーなし
[N]握りバーなし
[W]ホワイトブラケット400
[B]1510奥行200（ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ）ｺｰｷﾝｸﾞ仕上
[J]ｴﾌﾟﾛﾝ裏 配管付･ｵﾈｼﾞ止め（樹脂管ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付）
1620･1階ﾎﾞﾙﾄ標準･ｽﾏｰﾄﾗｲﾝ（設置高420～520mm）[AS-UR1620-N
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システムバスルーム　内容確認書

2200039050 2200039050-01-001-01

案件名 中川様邸

シリーズ名
本体品名略称 器具品名略称

区分 項目 内容

案件No. 御問合No.

フェリテURシリーズ
URB-1620AR-A6FFADHAUGAVｱP PK-URB-ARSGHDSSｵHNCNNNWBJ

オプション 11 マイクロバブルバス なし
  12 ライン照明 なし
  13 調光器付スイッチ なし
  14 くもり止めヒーター なし
  15 換気扇用スイッチ なし
  16 シャワーヘッド なし（ﾎﾜｲﾄ･ｴｱｲﾝｾｯﾄ）
  17 シャワーホース なし
  18 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞｼｬﾜｰ なし（本体でｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞｼｬﾜｰ以外選択）
  19 壁付浴槽水栓 なし
  20 鏡留め具 なし
  21 くもり止めリキッド なし
  22 足元ラック なし
  23 ワイヤーラック平型 なし
  24 ワイヤーラック深型 なし
  25 ワイヤーラック浅型 なし
  26 ワイヤーラック鏡横 なし（本体で鏡横棚選択）
  27 ワイヤーボトル掛け なし
  28 フロントシェルフ なし
  29 フロフタフック
  30 ランドリーパイプ
  31 ランドリーブラケット
  32 追加握ﾘﾊﾞｰ（浴槽背面 なし
  33 追加握ﾘﾊﾞｰ（浴槽側面 なし
  34 追加握ﾘﾊﾞｰ（浴槽正面 なし
  35 追加握ﾘﾊﾞｰ（ﾌﾘｰ） なし
  36 握ﾘﾊﾞｰ後付補強ｾｯﾄ なし
  37 浴槽グリップ なし
  38 なし
  39 テラスドア用接続枠 なし
  40 既存窓アタッチメント なし
  41 ロングタオル掛け なし（本体でﾀｵﾙ掛け選択）
  42 ワイヤータオル掛け なし（本体でﾀｵﾙ掛け選択）
  43 ドア外タオル掛け なし
  44 吊り架台セット なし
  45 追いだき配管セット なし
  46 残り湯給水機能付循環金具 なし
  47 残り湯給水配管セット なし
  48 追いだき配管セット（残り湯 なし
  用）
  49 給水給湯配管 なし
  50 木造対応脚セット なし
  51 配管よけ金具 なし
  52 配管アタッチメント なし

断熱組ﾌﾀ用･固定ﾀｲﾌﾟ･ﾒｯｷ3個ｾｯﾄ[HOOK-05M-X3]
1620･1616･1618用･2本[R22X2-1600] ※
ﾎﾜｲﾄ4組（8個ｾｯﾄ）[R22-SYUNOU4] ※

OP窓接続枠
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システムバスルーム　内容確認書

2200039050 2200039050-01-001-01

案件名 中川様邸

シリーズ名
本体品名略称 器具品名略称

区分 項目 内容

案件No. 御問合No.

フェリテURシリーズ
URB-1620AR-A6FFADHAUGAVｱP PK-URB-ARSGHDSSｵHNCNNNWBJ

オプション 53 排水管用接続ｼﾞｮｲﾝﾄ なし
  54 排水エルボセット なし
  55 追加排水管セット なし
  56 アルミダクトホース なし
  57 フリードア額縁 なし
  58 ドア枠化粧カバー なし
  59 ドア用化粧下枠セット なし
  60 気密テープセット なし
  61 気密ボードセット なし
  62 ﾜｲﾔｰﾗｯｸ深型＋ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ なし
  63 ﾜｲﾔｰﾗｯｸ平型＋ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ なし
  64 ﾜｲﾔｰﾗｯｸ浅型＋ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ なし
  65 ﾜｲﾔｰﾎﾞﾄﾙ掛け＋ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ なし
  66 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ なし
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