
帳票印刷日: 2020/3/25

部位: 部位:

シリーズ: シリーズ:

名称: 名称:

色柄: 色柄:

●写真は印刷のため実物の色や材質感と異なる場合があります。実物サンプルでお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

機能・性能

シリーズ特長

見積No.:B0H2DY01

カラーバリエーション

件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様

基本

ハピアフロアベーシック柄

谷原６丁目　シンセイハウジング様　　　床材・玄関造作材

床材 造作材

床材 玄関造作材

化粧シート玄関造作材

ハピアフロア　ベーシック柄　ＭＪ 化粧シート框芯有５Ｈ６．５ＭＪ

MJ:クリアベージュ MJ:クリアベージュ

〈ネオホワイト〉

〈ライトオーカー〉

引きずり傷や凹み傷が付きにく

いため、キャスター付きイスや

車イスもご使用いただけます。

〈マロンブラウン〉

〈クリアベージュ〉

〈ティーブラウン〉

〈ミルベージュ〉

〈トープグレー〉

〈ダルブラウン〉

ワックス掛けが不要でお手

入れが簡単です。

床材：エクオスピュアシルク〈ウォールナット〉（2P）

汚れに強い床の特長
の動画をご覧いただけます

傷や汚れが付きにくく、多彩な色、柄、デザインで

お好みのコーディネートを楽しめます。
オレフィンシートに塗工樹脂を重ね電子線または、紫外線を照射。引っか

き傷、汚れにも強く、エコ基材「Eハードベース」や「Wハードベース」

「特殊MDF」などとの組合せにより、凹み傷やキャスター傷にも強さを発揮

します。

特殊オレフィンシート

【特殊オレフィンシートを使用した製品のメリット】

①スリッパや掃除機かけによる引っかき傷に配慮。

②汚れがつきにくくお手入れ簡単。

③日焼けに強く、床の美しさが長持ち

お手入れ簡単な木目柄の化粧床材

ハピアフロア ベーシック柄



帳票印刷日: 2020/3/25

シリーズ: シリーズ:

名称: 名称:

色柄: 色柄:

●写真は印刷のため実物の色や材質感と異なる場合があります。実物サンプルでお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

シリーズ特長

床材・玄関造作材

見積No.:B0H2DY01 件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様

洗面

サニーアート　ＳＸ　ホワイトオニキス

トイレ

床材 床材

サニーアート サニーアート

サニーアート　ＳＦ　フィオリートベージュ

SX:ホワイトオニキス柄 SF:フィオリートベージュ柄

SX〈ホワイトオニキス柄〉

〈マロンブラウン〉

SN〈ビアンコ柄〉 SF〈フィオリートベージュ柄〉

サニーアート

SE〈セルベジャンテ柄〉 SG〈グレイッシュセルべ柄〉 SP〈エンペラードールダーク柄〉

機能・性能

シリーズ特長

艶消し大理石柄の自然な質感と風合い

サニーアート



帳票印刷日: 2020/3/25

部位: 部位:

シリーズ: シリーズ:

名称: 名称:

色柄: 色柄:

●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

MJ:クリアベージュ DH:モダンホワイト

ハピア階段ベーシック柄 モダンスタイル部材

ＨＢ階段　箱踏板８７０Ｗ　ＭＪ　４入 階段ＭＳ　箱側桁３３００　ＤＨ

階段材 階段材

踏板 側桁・蹴込板

階段材

見積No.:B0H2DY01 件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様

階段材 階段材

MA〈ライトオーカー〉

WH〈ネオホワイト〉 MJ〈クリアベージュ〉

ML〈ミルベージュ〉

MG〈トープグレー〉MT〈ティーブラウン〉

PK〈マロンブラウン〉

カラーバリエーション シリーズ特長

色のばらつきを抑える特殊オレフィンシートを採用。

木質のやさしい雰囲気はそのままに、統一感にあふれた美しい空間コーディネートを演出できます。

また、段鼻部をR形状化、ノンスリップ溝も大型化し、安全性にも配慮しました。

MW〈ダルブラウン〉

美しい仕上がり

①踏板

特殊オレフィンシートを用いることで、ばらつきの少ない、安

定した品質を実現。お施主様にも満足度の高い

仕上がりをご提供いただけます。

②木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるた

め、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統

一感のとれた仕上がりを実現しています。

安全性への配慮

④ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。

また、ノンスリップ溝を大きくしているので、より安全にお使い

いただける仕様となっています。

⑤R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものに

するほか、見た目にもやさしい印象を与えます。

③ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、踏板の先端部が目立ちやすくなって

います。（巾5.8mm、深さ1mm）

製品動画〈DOVIE（ドゥービー）〉のご案内

ショールームのご案内

住宅向けカタログのご案内

製品の性能や特長などの動画を

パソコンやスマホ・タブレットから

ご覧いただけます。

左のQRコードからDAIKENの

製品情報をご覧いただけます。

お施主様の理想をカタチにする

ために、是非 DAIKENショールーム

をご活用ください。

左のQRコードからショールームの

情報をご覧いただけます。

お施主様への提案から部材選び、ご発注まで、目的に

応じたカタログをご用意しています。

木質感と滑りにくさが魅力の階段部材

ハピア階段 ベーシック柄



帳票印刷日: 2020/3/25

枠 ハンドル 枠 敷居 枠 ハンドル

【特注】VA2X542WHFP FFXR722 VA2E212WHLNA VA3EC2MJL FFD86532WH FFXR722
固定枠 ラウンド型 固定枠154 MJ:クリアベージュ 三方固定枠 ラウンド型
WH:ネオホワイト Tシルバー WH:ネオホワイト WH:ネオホワイト Tシルバー

ドアストッパー 引手 引手

VA881ZDS VADB1ZT VADB9ZT
ZD:ナチュラル ワンタッチ引手空錠 角座 ワンタッチ引手空錠 角座

ZT:Tシルバー ZT:Tシルバー

シリーズ シリーズ シリーズ
開閉形態 AA1EU014WHLNA 開閉形態 開閉形態
扉デザイン 扉デザイン 扉色柄
扉色柄 扉色柄 サイズ
サイズ サイズ

枠 床見切 把手 枠 ハンドル 枠 床見切 把手

RRK2A215MJLN MT710121MJ VAA841ZTF FFD86522WH FFXR722 RRK2A215MJRN MT710121MJ VAA841ZTF
固定枠154 MJ:クリアベージュ 84デザイン 角座 空錠 三方固定枠 ラウンド型 固定枠154 MJ:クリアベージュ 84デザイン 角座 空錠

MJ:クリアベージュ ZT:Tシルバー WH:ネオホワイト Tシルバー MJ:クリアベージュ ZT:Tシルバー

丁番 フラップストッパー 丁番 フラップストッパー

VA5ANZTL2 VA817ZTS VA5ANZTR2 VA817ZTS
ZT:Tシルバー セット ZT:Tシルバー セット

ZT:Tシルバー ZT:Tシルバー

シリーズ シリーズ シリーズ
開閉形態 開閉形態 開閉形態
扉デザイン 扉色柄 扉デザイン
扉色柄 サイズ 扉色柄
サイズ サイズ
丁番名 丁番名

●写真は印刷のため実物の色や材質感と異なる場合があります。実物サンプルでお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。●画像は扉・枠同色でのイメージです。

AA1AD315MJFCN FFD81122WH AA1AD315MJFCN

AA1DU014WHFNA

１Ｆ洋室１ １Ｆ洋室２ １Ｆ洋室２

ハピア

U0デザイン
収納開戸1800高734幅 引戸2枚片引

U0デザイン
WH:ネオホワイト
154.0x2432.0x2045.0

【特注】AA1XU042WHFNN FFD81132WH

WH:ネオホワイト
20.4x733.2x1500.0

RSシリーズ

WH:ネオホワイト
クローク折戸2枚

92.0x1644.0x2038.0

ハピア

片開き
D3デザイン
MJ:クリアベージュ
154.0x735.0x2045.0

ドア収納１

見積No.:B0H2DY01 件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様

１Ｆホール １Ｆ洋室１ １Ｆ洋室１

Nスタンダード丁番2枚吊

RSシリーズ
クローク折戸2枚
WH:ネオホワイト
92.0x1190.0x2038.0

ハピア

Nスタンダード丁番2枚吊

ハピア
片開き
D3デザイン
MJ:クリアベージュ
154.0x735.0x2045.0



帳票印刷日: 2020/3/25

枠 ハンドル 枠 床見切 把手 枠 床見切 把手

FFD86512WH FFXR721 RRK2A215MJRN MT710121MJ VAA841ZTF RRK2B216MJRN MT710121MJ VAA843ZTF
三方固定枠 ラウンド型 固定枠154 MJ:クリアベージュ 84デザイン 角座 空錠 固定枠154 MJ:クリアベージュ 84デザイン 角座 表示錠

WH:ネオホワイト Tシルバー MJ:クリアベージュ ZT:Tシルバー MJ:クリアベージュ ZT:Tシルバー

丁番 フラップストッパー 丁番 フラップストッパー

VA5ANZTR2 VA817ZTS VA5ANZTR2 VA817ZTS
ZT:Tシルバー セット ZT:Tシルバー セット

ZT:Tシルバー ZT:Tシルバー

シリーズ シリーズ シリーズ
開閉形態 開閉形態 開閉形態
扉色柄 扉デザイン 扉デザイン
サイズ 扉色柄 扉色柄

サイズ サイズ
丁番名 丁番名

枠 引手 枠 ハンドル 枠 ハンドル

【特注】VA8371MJ VADB1ZT FFD86512WH FFXR721 VA2X512WHFP FFXR722
MJ:クリアベージュ ワンタッチ引手空錠 角座 三方固定枠 ラウンド型 固定枠 ラウンド型

ZT:Tシルバー WH:ネオホワイト Tシルバー WH:ネオホワイト Tシルバー

入隅 出隅 ドアストッパー

VC2T6MJ VC2T4MJ VA881ZHS
MJ:クリアベージュ MJ:クリアベージュ ZH:ホワイト

シリーズ シリーズ シリーズ
開閉形態 開閉形態 開閉形態
扉デザイン 扉色柄 扉デザイン
扉色柄 サイズ 扉色柄
サイズ サイズ

●写真は印刷のため実物の色や材質感と異なる場合があります。実物サンプルでお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。●画像は扉・枠同色でのイメージです。

FFD81112WH AA1BD316MJFFN

ドア収納２

見積No.:B0H2DY01 件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様

１Ｆ洋室３ １Ｆ洋室３ １Ｆトイレ

ハピア ハピア（トイレドア）

D3デザイン

154.0x650.0x2045.0
Nスタンダード丁番2枚吊

トイレドア

MJ:クリアベージュ92.0x735.0x2038.0

Nスタンダード丁番2枚吊

【特注】AC1U2P11MJFNA FFD81112WH AA1XU012WHFNN

AA1AD315MJFCN

２ＦＬＤＫ ２ＦＬＤＫ ２Ｆ洗面脱衣室

RSシリーズ

WH:ネオホワイト
クローク折戸1枚

ハピア
アウトセット吊戸片引
2Pデザイン
MJ:クリアベージュ
45.0x1525.0x49.0

片開き
D3デザイン
MJ:クリアベージュ
154.0x735.0x2045.0

RSシリーズ
クローク折戸1枚
WH:ネオホワイト
92.0x735.0x2038.0

ハピア
収納開戸2000高734幅
U0デザイン
WH:ネオホワイト
95.0x733.2x2033.0



帳票印刷日: 2020/3/25

枠 敷居 枠 敷居

RRS2D215MJLJ VA3DC5MJL RRS2D216MJLJ VA3DC6MJL
固定枠154 MJ:クリアベージュ 固定枠154 MJ:クリアベージュ

MJ:クリアベージュ MJ:クリアベージュ

引手 引手

VAD13ZT VAD13ZT
カマ表示錠 角座 カマ表示錠 角座
ZT:Tシルバー ZT:Tシルバー

シリーズ シリーズ
開閉形態 開閉形態
扉デザイン 扉デザイン
扉色柄 扉色柄
サイズ サイズ

●写真は印刷のため実物の色や材質感と異なる場合があります。実物サンプルでお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。●画像は扉・枠同色でのイメージです。

AA1DD315MJFYA

ドア収納３

見積No.:B0H2DY01 件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様

２Ｆ洗面脱衣室 ２Ｆトイレ

ハピア

MJ:クリアベージュ
154.0x1450.0x2045.0

AA1DD316MJFYAハピア

D3デザイン（明窓付）
引戸片引 引戸片引

D3デザイン（明窓付）
MJ:クリアベージュ
154.0x1195.0x2045.0



帳票印刷日: 2020/3/25

部位: シリーズ: シリーズ:

シリーズ: 名称: 名称:

名称: 色柄: 色柄:

色柄:

部位: 部位:

シリーズ: シリーズ:

名称: 名称:

色柄: 色柄:

部位: 部位:

シリーズ: シリーズ:

名称: 名称:

色柄: 色柄:

●写真は印刷のため実物の色や材質感と異なる場合があります。実物サンプルでお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

３５着脱ブラケット横用　ＺＴ

ZT:Tシルバー

造作材

造作材

ハピアシステム造作部材

造作　笠木固定式　１５４－３．９　ＭＪ

MJ:クリアベージュ

ブラケット

手摺

システム手摺35型

３５着脱エンドブラケット　ＺＴ

ZT:Tシルバー

造作材

造作材

ハピアシステム造作部材

造作巾木Ｊ気密Ｍ７－５６．５ＷＨ２入

WH:ネオホワイト

手摺部材

丸棒ストレートゴム集成材

手摺

システム手摺35型

３５丸棒ストレート　ゴム　２７００　ＭＪ

MJ:クリアベージュ

手摺部材

ブラケット

手摺

システム手摺35型

件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様

ショールームのご紹介

造作材・その他

見積No.:B0H2DY01

スタイルブックのご紹介

製品動画＜DOVIE(ドゥービー)＞のご紹介

カウンター材

カウンタートップ

カウンタートップ

集成材カウンター(ゴム材)

ゴム直　抗Ｖ　３００－１８１０　ＷＨ

WH:ネオホワイト

手摺部材

I型セット

手摺

手摺セット32型

３２Ｉ型セット　８００Ｄ　ＭＪ　ＺＴ

MJ:クリアベージュ

手摺部材

hapia（ハピア）
STYLE SWITCH

(スタイルスイッチ）
Precious Time

（プレシャスタイム）

お客様のライフスタイルに合わせた住まいづくりを

ご提案するスタイルブックもご用意しております。

インテリア

コーディネート

パンフ
リノベーション向け

スタイルブック
上質上質空間を提案

するスタイルブック

製品の性能や特長などの動画を

パソコンやスマホ・タブレットからご覧

いただけます。

左のQRコードからDAIKENの製品情報を

ご覧いただけます。

左のQRコードからショールームの情報を

ご覧いただけます。

お施主様の理想をカタチにする

ために、是非 DAIKENショールーム

をご活用ください。



見積No. 明細SEQ

営業担当
見積作成

スペース

セット数
スペース

　　　　　スペース４№ 品番 品名 数量
1 FMW0991K24WHH 1
2 FMP9923K2499 1
3 FMF9997K24WH 1
4 FMX3512 1
5 FMP9920K2299A 1
6 FMP9920K2299A 1
7 FMP998AK3WH 1
8 FMP999AK1499 1
9 FMP9923K1499 1
10 FMF9997K14WH 1
11 FMP9920K1299A 1
12 FMP9920K1299A 1

玄関収納

発行日
お得意様
提出先担当者 見積有効期限

シリーズ ハピア 全体サイズ（幅×高） 1200mm　×　2045mm 1

件名 件名:谷原６丁目　シンセイハウジング様
部屋名 玄関収納

イメージ
玄収　Ｆ横ロング扉Ｗ８０Ｈ７ＷＨＨ
玄収　棚板セットシューズ用８０Ｈ７
玄収　シューズ本体　８０Ｈ７ＷＨ
ハンドルレス用プッシュオープン　２入
さらりあ～とセット　W800用
さらりあ～とセット　W800用
玄収　台輪　１２０ＷＨ
玄収　ロング扉ミラー　４０　Ｈ７
玄収　棚板セットシューズ用４０Ｈ７
玄収　シューズ本体　４０Ｈ７ＷＨ
さらりあ～とセット　W400用
さらりあ～とセット　W400用

特記事項


