
ユーネックスグリーンヒル101号室 占有部仕上表 2022年9月30日

□仕上表 

メーカー 品名・品番・仕様 設計上代 備考

基本仕様
床タイル 玄関・LDK タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT60X60　600角(594×594） t=9.5mm \1,1800/㎡ *75㎡在庫確保済み　問合せ：ダイナワン皆藤氏090-3048-8922

床タイル目地 玄関・LDK 目地（弾性目地） LIXIL 目地巾3㎜　スーパークリーン　インテリアフロア　　MJS/IF-G1K（ナチュラルホワイト）

上框 玄関 タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT60X60  600角(594×594） t=9.5mm　H60D150W600(トメ加工）

玄関タイル巾木 玄関 タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT60X60 600角(594×594） t=9.5mm　H100　小口磨き
＊ボード増し貼りしてはめ込み。見えがかりｔ=8mm程度とする。
壁パネル部はパネル面合わせ。

床タイル トイレ タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT60X60　600角(594×594） t=9.5mm \1,1800/㎡

床タイル目地 トイレ 目地 LIXIL 目地巾3㎜　スーパークリーン　バス・トイレ　SS-11K(ホワイト）

床.腰壁タイル 洗面室一部 タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT30X60　300×600角(296×594）t=9.5mm \1,1800/㎡ *4㎡在庫確保済み　問合せ：ダイナワン皆藤氏090-3048-8922

床.腰壁タイル目地 洗面室一部 目地 LIXIL 目地巾3㎜　スーパークリーン　バス・トイレ　SS-11K(ホワイト）

床フローリング 2F廊下・洋室1・２・３・1階廊下納戸 直貼りフローリング WOODTEC HRTS519L4KS ノースチェスナット柄   巾145×長さ909mm×厚み13.3 \12,980/㎡

巾木 玄関以外 オレフィンシート DNP WST-36 H=40 *木パネル部巾木なし

壁クロス 指定のない部分 ビニールクロス サンゲツ TH30536 不燃・準不燃　(防カビ・抗菌・消臭） \1,090/㎡

壁クロス(アクセント) リビング一部（TV面）
ダイニング間接壁面

ビニールクロス ルノン RH-7497 不燃 \1,080/㎡

壁塗装 ダイニング間接照明部R壁
ダイニング壁面一部

塗装 (※TH30536クロス合わせ)

壁クロス(アクセント) MBR1面 ビニールクロス トミタ TC-60902 　92cm×50m　不燃・準不燃 \1,304/㎡

壁パネル 1F廊下 オレフィンシート トッパン TE-SN2025 マキアージュエルムTG

壁タイル キッチン タイル INAX DTL-1035/TLG-11  1000×350×10.5mm ￥9,800/㎡

壁タイル目地 キッチン 目地 LIXIL スーパークリーン　キッチン　MJS/KS-11K(ホワイト）

腰壁タイル トイレ一部 タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT60X60　600角t=9.5

腰壁タイル目地 トイレ一部 目地 LIXIL 目地巾3㎜　スーパークリーン　バス・トイレ　SS-11K(ホワイト）

腰壁タイル トイレ一部 タイル アドヴァン ストレッチヘキサ　グレージュ　光　MATR-1112PU　278×304×8mm ￥8,800/㎡ *3㎡在庫確保済み　問合せ：アドヴァン小久保氏　080-5881-7506

腰壁タイル目地 トイレ一部 目地 LIXIL 目地巾3㎜　スーパークリーン　バス・トイレ SS-11K（ホワイト）

壁タイル 洗面室　三面鏡背面壁 タイル 平田タイル 10thirty13000   マット　97×297×8mm ￥7,800/㎡ *10㎡確保済み 問合せ：平田タイル青木氏 080-5776-5768

壁タイル目地 洗面室　三面鏡背面壁 目地 LIXIL 目地巾3㎜　スーパークリーン　バス・トイレ　SS-11K(ホワイト）

天井クロス 指定のない部分 ビニールクロス サンゲツ TH30536 不燃・準不燃　(防カビ・抗菌・消臭） \1,090/㎡

天井塗装 1階リビング天井(折上げ
部)

塗装 (※TH30536クロス合わせ)

モールディング 1階リビング天井 塗装 みはし 特注製作品　別途図面参照

床見切り 異なる素材間 SUS フラットバー

サッシ三方枠 既存スチール 塗装 WST-36　色合わせ

サッシ下枠 オレフィンシート WST-36

階段 指定のない部分 塗装 モルテックス BM-02 WHITE LIGET

カーテンレール TOSO エリート　ホワイト　

ピクチャーレール TOSO T3-N(天井埋込み)ナチュラルシルバー

スイッチコンセント パナソニック コスモワイド21シリーズ　ホワイト

建具・折戸
ＬＤ 引き戸 ユニオン 特注製作 枠：CHステンカラー　ガラス：ミルキーハーフ(合せガラス6mm） *上レール　シルバー

1F建具 1F　建具(木パネル部) オレフィンシート トッパン TE-SN2025 マキアージュエルムTG　小口テープ貼り ※隠し扉　要打合せ

1F　枠 オレフィンシート トッパン TE-SN2025 マキアージュエルムTG ※隠し扉　要打合せ

１F T型レバーハンドル T-form FOR10-FET03-C-SS（サテン） ¥26,800

1F　丁番 隠し丁番 スガツネ HES3D-120型　シャンパンゴールド

2F建具 2F　建具 オレフィンシート トッパン TE-SN2063 ブリラスウッドW　小口　Vカットラッピング

2F　枠 オレフィンシート う TE-SN2063 ブリラスウッドW

2F　レバーハンドル カワジュン 2-T1C-C-LJ(仕上げ/クローム） ¥6,100 *H950に取り付け　

2F　丁番 丁番 ベスト BK-196(クローム) 

　 ドアキャッチャー カワジュン AC-784-XN サテンニッケル

アームストッパー ベスト NO.1504N

1F玄関 床戸当り ベスト No.444　サテンニッケル　グレーゴム

1F階段下納戸 扉 オレフィンシート・ミラー トッパン TE-SN2063 ブリラスウッドW　　ミラー：クリアミラー　ミラーエッジAL-EL-9/2(鏡面）

取手 アングルハンドル スガツネ 100-010-157 SN-95M 鏡面研磨

2F洗濯機収納折戸 扉 メラミン　 アイカ工業 K-6110KN

取手 Ｊ+U型手掛け

1F玄関扉 室内側 ダイノックシート 3M DI-NOC PS-1438 単色ホワイト

外側 ダイノックシート 3M DI-NOC FW-1801EX ウォールナット

1F玄関FIXガラス 内貼り ウインドウフィルム 3M Nanoルーチェ NANOFGLU

下足入れ・クローゼット 扉 メラミン鏡面 アイカ工業 K-6110KM（鏡面）

取手 金物なし Ｊ+U型手掛け

台輪 メラミン アイカ工業 K-6110KN

ボックス 低圧メラミン インフィル ホワイト

2F物入れ 扉 メラミン アイカ工業 K-6110KN

取手 金物なし Ｊ+U型手掛け

ボックス 低圧メラミン インフィル ホワイト *内部下部に家具コンセント設置

キッチン
下台扉 扉 メラミン アイカ工業 JC-10195K 　縦木目

(インフィル)
取手 金物なし テーパー手掛け形状

下台キャビネット ボックス 低圧メラミン インフィル チャコール

台輪 メラミン アイカ工業 SUS　HL

カウンター シーザーストーン コンフォート 4600 Organic White t=13mm

吊戸棚 扉 メラミン鏡面 K-6110KM（単色鏡面）　上下1.5R　

取手 金物なし 扉延ばし

ボックス 低圧メラミン インフィル ホワイト

フィラー・幕板 メラミン アイカ工業 K-6110KN

食品庫 取手 プルノブ KAWAJUN PC-142-XNL  サテンニッケル ¥2,270

浄水器一体型シングル水栓 メイスイ GE1Z-FHGST　引出しシャワー付混合栓

シンク 特注板金シンクN800CSS(バイブレーション研磨）　W800

ガスコンロ RINNAI RHS71W32L24RSTW 3口ガスコンロ Lisse 75cm巾・ステンレスフェイス

レンジフード Ariafina BETL-901 S (排気のみ) ※カラー:ステンレス *排気のみ　（同時吸排なし）

ビルトイン食器洗い乾燥機 Miele G5214CSCi Active Plus W600・ドア面材タイプ 全面操作パネル　200V

システム収納
(インフィル)



キッチントール収納
冷蔵庫横トール収納 扉 塗装 塗装仕上（メラミンK-6110色合せ）

(イルマテック)
取手(トール収納のみ） プッシュつまみ スガツネ DPL-OV-CR ¥1,950

取手(下台・吊戸） 取手なし 下台：プッシュラッチ　吊戸棚：扉延ばし

オープン棚部分 メラミン アイカ工業 JC-10195K 

内部 ポリ合板 アイカ工業 RK-6110

フィラー・幕板 メラミン アイカ工業 K-6110KN

台輪 メラミン アイカ工業 K-6110KN

洗面化粧台
カウンター 天板 コーリアン デュポン WTZ ホワイトテラゾー　見付H200/両サイド100R

(イルマテック)
洗面化粧台扉 扉 メラミン アイカ工業 JC-10195K　縦木目  上下1.5R

取手無し 扉延ばし

下台キャビネット ボックス ポリ合板 アイカ工業 RK-6110

ボックス上端仕上 メラミン アイカ工業 K-6110KN

配管隠し板 メラミン アイカ工業 K-6110KN

台輪 メラミン アイカ工業 K-6110KN

リネン庫 扉 メラミン アイカ工業 JC-10195K　縦木目

取手無し 金物なし プッシュラッチ

ボックス ポリ合板 アイカ工業 RK-6110

右側側面 メラミン アイカ工業 JC-10195K　縦木目

フィラー・幕板 メラミン アイカ工業 K-6110KN

台輪 メラミン アイカ工業 K-6110KN

洗面ボウル セラトレーディング VB616300 ¥66,500

水栓 ハンスグローエ Vivenis 75012000 ¥38,500 2022年12月頃　JWWA取得予定

洗面室アクセサリー
タオルレール KAWAJUN SC-099-XC(クローム）　W=200 ¥3,900

トイレ手洗い化粧台
カウンター コーリアン デュポン GTZ グレイッシュテラゾー  H100/両サイド100R

(イルマテック)
手洗い化粧台 扉 塗装 （メラミンK6110色合せ） 両サイドR形状

手掛け 手掛け つまみ Carlisle Pull White  76mm /small

手洗いボウル T-form ADF70-2613-001　400×400　オーバーフロー無し ¥58,800

水栓 ハンスグローエ 75042000　シングルレバー混合栓　クローム仕上げ　 ¥63,800 2022年12月頃　JWWA取得予定

トイレアクセサリー
タオルレール KAWAJUN SC-099-XC(クローム）　W=200 ¥3,900

ペーパーホルダー Tform FRF74-1516(クローム） ¥10,200

床 タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　WHITERTTTT30X60　（サーモ&グリップタイプ）300×600角(296×594）　t=9.5mm \17,800/㎡
問合せ：ダイナワン皆藤氏090-3048-8922

壁（アクセント１面） タイル 平田タイル 10thirty13000   マット　97×297×8mm  （縦イモ貼り） \7,800/㎡ 問合せ：平田タイル青木氏 080-5776-5768

壁 タイル ダイナワン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT60X60　600角(594×594） t=9.5mm \1,1800/㎡ *75㎡在庫確保済み　問合せ：ダイナワン皆藤氏090-3048-8922

浴槽 アクリル製 NS-1675H 1600×750mm ピュアホワイト　（ポップアップ排水栓付・ハンドグリップ・フロふた2枚）

カウンター・浴槽エプロン ディゾーズホワイト　マット　WHITERTT60X60　600角(594×594） t=9.5mm

シャワー水栓 ハンスグローエ NHG15348004ベルソスタット(サーモスタットバス、シャワー混合水栓セット）

ポスト
三共アルミ SMA型　ポールタイプ　アーバングレー　メール便対応

DATE　 DATE　
＊選定中

2022/4/27 2022/6/23 ＊赤文字：検討中（変更の可能性あり）・注意事項

2022/5/2 2022/9/30 ＊青文字：前回からの変更

2022/5/6

2022/5/11

2022/5/14

UB
(ニッコー)

Libra style corporation

602 2-14-5, MITA, MINATO-KU　TOKYO  JAPAN 108-0073

◎Libra Style corporation,All right reserved.


