
有限会社 フレックスエ房 :練馬区大泉町 3丁目標準工事仕様書 (2019/2/1作成)

S

基礎 鉄筋コンク リートベタ基礎 (防温シー ト〕モルタ,レ仕上げ キツパ ッキン
=法

 GL+300(国面に準 じる )

メイン傾 :kmew『エクセレージ14堀水』ミニモ EW1931K
外墜

アクセント標 :kmew『ネオロック・光セラ16セラトピア』 グラート‖ HH4785A

屋根 knew:ョ ロニアルクアッド ネオプラック

軒車 建醸カルシウム傾下地 :塾装仕上

破風 サイディング :塾装仕上品

雨樋 セキスイ『覇丸 トップ105』  軒相 :周型 日経稲 :丸型

サッシ LIXIL DUO:全網戸付・ 目面箇所に上部シャッター付・居室部分ベアガラス使用

ド ア LIXIL賄火戸 ジエスタ‖ :G14 色 :ゼンオーク 片開き 。1デインプルキー ・ H2330

オープン外構 :車庫ヨンクリート打設金ゴテ仕上げ1台分を標準。1部乱石貼。三協立山アルミ製 機能ポール『スリムモダン』付 (設置出来る揚所が無い場合『マイリッシュ』となります)
外構

境界プロックフェンス B周囲囲存プロックは基本的に覇況のままとします。
FRP ハ

〓  関 ニツタイ「不 ッツ 7』Or「イクザ』〓関不―チ宮み 7m‐逗

玄関枢 六建裏『ハピアフロア玄関遣作材 石目柄』 (玄関巾木も同色) 色 :ネロマルキーナ

廊 下 大建堀フローリング 12ミ リ『‖Vフ ロアJ 色 :アッシュホワイ ト

LD 大建襲フローリング 12ミ リ『‖Vフ ロア』 色 :アッシュホワイト

キッチン 大建製フローリング12ミ リ『‖Vフ ロア』 色 :アッシュホワイト

洋 室 大建裏フローリング 12ミ リ『‖Vフ ロア』 色 :アッシュホフイト

階臓皇 六建裏「ハ ビアベインス階殿』 (踏み板・踊込板 B側標・手摺  タルプラウン)

トイレ 六建騒フローリング 12ミ リ『ハピアフロア 石目柄』 色 :ディベスコネワイト

洗画所 大建裏フローリング 12ミ リ『ハピアフロア 石目柄』 色 :ディペスコホワイ ト

リリカラ『ライト1000』 リリカラ『ベース』

'田

‐
t'ット 六建襲フローリング 12ミ リ『田Vフ ロ7』  色 :アクシュホワイ ト

廻経 :ネオホワイト

巾本 :タルプラウン

和室 無 し 畳寄せ リリカラ『ライ Ⅲ1000』 リリカラ『ベース』
グルニエ 耐火ボード下地 クロス仕上げ 回り搬な し リリカラ『ライ Ⅲ1000J リリカラ『ヘース』

ヨンセント 2口,イプ (リ ビング3ヶ所 キッチン2ヶ所 (アース付)吾 里 2ヶ所 トイレ1ケ所 流面 lヶ所)

A/Cコ ンセント LDKlヶ 所 各室 lヶ所

TV端子 吾里 lヶ所 (TVアンテナは熙 し)

TEL端 子 醤四lヶ所 (CD督のみ籠
=.LAN配

線凝びLAN用堅配冒は要層l』 追資用 )

照明器具 共用部分 (廊下・ トイ レ・滉面所 。玄関・ ポーチ・キッチン・ パスルーム)照明器異付

電 気

インターホン パナソニック翌テレビドアホン 。ドアホン掘機 (聖付・カラーモニターれ | 口子機 :ワイヤレスモニター付きドアホン

ガス キッチン 語漏器
ガ ス

ガス栓 リビングlヶ所

六建翌マイセレクンヨンンリース「うづくり本目調』o『ハビアヘインスンリーズ :H2000,イ ア 開琶戸 (スタングード丁番タイプ)orヨ Iを 戸は国面に準じる
ドア

ドアデザイン :リ ビング『横本目Jデザイン』.居室・洗面所 Dトイレ『横木目Aデザイン』 レバーハンドル :65デザイン サテンニッケル色
クローゼツト 六建署マイセ レクシ ョンシリーズ ハ ビアベインスンリーズ :折戸タイプ &開き戸タイプは口面に準 じる

下駄箱 六建裏′ヽピアプレミアシリーズ マイセレクションシリーズ『マイ玄関:風訥J 錦付 :幅750～ 1200(国面に準じる)

手 摺 大建襲システム手摺付 E丸棒ス トレート・ゴム集成材エンドキヤップ ロ着脱プラケット横用 使用

和室 無 し

建 具

和室随子 し

語嗣F水 キッチン 溺画化覆台 潜星 溺濯概 外部水道 (1ケ所〕 トイレ

緒 湯 キッチン 洗画化粧台 浴皇水 道

外部水道 外部水道lヶ所付き :水道メータはlヶ所

'河

,署「▼フエリア』L聖1650X1950〔ブイス:ユ ロ画に竿じる,Aズ トツア天預・3ロ コンロ何刀スコ1熙概帯 〔用画踊琶クリル.不―ロートッ77レート`ンルバーE.W〓600)・ 1‐乃

"て

FBR翻
システムキッチン

三憂電機裏食器洗乾爆概・タカギ裏ビ舟トイン浮水器 Bンロッヨフアンタイプレンジフード (VUSタ イプ)

トイレ LIXIL寝 『ベーシアシヤワートイレ』 :フルオート便器洗浮 。まる洗い洗浄 。すつきリキレイ (手動式リフトアップ ロキレイ便塵・ノズルシャッター)・ 節求タイプ

錯湯器 ノーリツ製16～ 24号縮湯器 (オート):台所・浴室リモコン付き

洗面Tヒ粧台 刊TO裏『サタア』W=750:3面錦・エコンングルシャンプー水栓 日片引き出しタイプ扉 ロエコミラー (W=600の場合 :2面銃 。エコンングルシャンプー水栓 。開き扉・エコミラー)

浴 室 LIXIL製『アライズ』1616(サイズは国面に準 )・ 照明1器 ロエヨげンチ浴悟・浴憎肉握リバー手摺。電気式換気乾爆暖房機。くるりんポイ。手レイサ‐モ,17・ 12型地デジ対応浴皇テレビ

住宅設備

い乾爆鶴②浴室換気乾爆暖房機です。※70ド以上はフラット35S金利Bプランタイプ対応 (申請・検査費用は要別途。基礎高300で防火地域・準防火地域向の場合はフラット35対応。)※本駒件で使用している特定保守製


