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照明/Panasonic

インテリアダクト スライド・回転タイプ
テーブルに合わせて、あかりの位置を微調整したい・・・
そんな時にお勧めの配線ダクトです。

スライドさせたり、９０度までの回転が可能です。

ダクトレールには、ダクトタイプの照明が
簡単にお取り付けいただけます

※別紙カタログをご用意しておりますので、ご希望
の方はお声がけください。

⇒特別価格 11,200円（税抜）

※お取り付けご希望の方は１か所につき5,000円にて承っております。

⇒特別価格 4,900円（税抜） ⇒特別価格 4,900円（税抜） ⇒特別価格 8,400円（税抜） ⇒特別価格 8,400円（税抜） ⇒特別価格 11,500円（税抜）



照明/Panasonic

点灯ボタン
(普段のあかり)

記憶している調光・

調色状態であかりを

点灯させます。

消灯ボタン

(LED・常夜灯全消灯)

白い色／
暖かい色ボタン

光色を 白い色 （昼

光色）から暖かい色

（ 電球色 ） に 連続

で調節できます。

明るい／
暗いボタン

100％～約5％の間で

連続調光できます。

全灯ボタン

100％で点灯します。

常夜灯ボタン(蓄光)

常夜灯を点灯させます。

■ 調光・調色タイプ用

⇒特別価格 8,100円（税抜）

⇒特別価格 9,500円（税抜）

⇒特別価格 12,000円（税抜）

⇒特別価格 11,000円（税抜）

※お取り付けご希望の方は１か所につき２０００円にて承っております。



窓まわりセレクション

住まいにはいろいろな部屋・窓があります。

※お客様のプランに合わせてお見積りさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

シーンに合わせた製品を選んで、より豊かで快適な暮らしへ！



カーテンレール/タチカワブラインド

ふさかけ：デリアスO：全12色

使い勝手の良い一般カーテンレールをご用意しました。

お早めにご検討頂きますと、お取り付けしてお引渡しすることが可能です。（商品ご決定から1～2週間ほどお時間頂きます。）

レール：ファンティア：ダブル正面付けにて施工させていただきます。

ファンティアダブルレール1.82ｍ房掛け2個付き

■価格：5,830円（税抜）

※上記金額に取付費が含まれます。

4ＬＤＫ【1.82ｍ×5窓、2.0ｍ×1窓、1.0ｍ×3窓／合計8窓】

■価格：68,000円（税抜）

4ＬＤＫ【1.82ｍ×6窓、2.73ｍ×1窓、1.0ｍ×5窓／合計12窓】

■価格：96,000円（税抜）

《参考価格》

※お客様のプランに合わせてお見積りさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。



エコカラット/LIXIL



テレビボード（造り付け）/ ＷＯＯＤ ＯＮＥ

《参考価格》 オーク材

■Ａ/TV台上棚プラン 1820×145 価格： 36,300円（税抜）

■Ｂ/TV台収納プラン 1820×300 価格： 62,000円（税抜）

■A/TV台上棚

■B/TV台収納プラン

●カラー

■Ｃ/TVボードプラン 1545×450 価格：181,600円（税抜）

■Ｃ/TVボードプラン（フロート）

※下地補強が必要なため、設置できない場合もございます。施工費別途必要となります。

※サイズ、色、仕様など様々なプランが可能です。

※床置きにもできます



アクセントボード（マグネット対応）/

●カラー ●サイズ

■900㎜×2400㎜（厚3.5） 価格：73,000円（税抜）

■900㎜×1200㎜（厚3.5） 価格：56,000円（税抜）

※上記の金額には施工費が含まれております

afterbefore

家の中に掲示スペースを設けてスッキリ＆おしゃれに。

プレシャスホワイト ブラック ネイビーブルー ボトルグリーングレー

磁石がくっつくから、釘や画鋲は必要なし。壁に穴があいたりしません。

※縦横自由にお取り付けできます。

《参考価格》



収納棚（中段・枕棚）

奥行

《参考価格》

■固定棚２段 （３尺×奥行600）価格：45,000円（税抜）

■固定棚１段 （３尺×奥行600）価格：40,000円（税抜）

■パイプ追加一か所：1,200円（税抜）

※下地補強が必要なため、設置できない場合もございます。

※サイズ違いは別途お見積り致します。

収納スペースに棚を追加して収納力アップしませんか？

●寸法/奥行 ●寸法/巾

《枕棚》

《中段》
※一般出来なお布団の入る寸法です。

設置費込

《中段》

《枕棚》



カップボード 1 /LIXIL

プラン1 定価￥227,000／
掲載カラー クリエアイボリー

プラン2 定価￥247,000／
掲載カラー クリエペール

プラン3 定価￥301,000／
掲載カラー クリエモカ

プラン4 定価￥362,000／
掲載カラー クリエダーク

￥157,000（税抜） ￥165,000（税抜）

￥215,000（税抜）￥193,000（税抜）

★お客様のキッチンの面材に合わせたカップボードがおつくり出来ます

サイズバリエーション

高さ 500・700・900

※扉カラーは他にもございます

食器棚/間口１５００ｍｍ ・・・・・・・・・・・・・・・・



カップボード 2 /LIXIL

プラン1 定価￥253,000／
掲載カラー クリエダーク

プラン2 定価￥273,000／
掲載カラー クリエモカ

プラン3 定価￥332,000／
掲載カラー クリエラスク

プラン4 定価￥388,000／
掲載カラー クリエアイボリー

￥229,000（税抜）￥200,000（税抜）

★お客様のキッチンの面材に合わせたカップボードをお作りできます

サイズバリエーション

高さ 500・700・900

※扉カラーは他にもございます

食器棚/間口１８００ｍｍ ※冷蔵庫はW700まで

￥172,000（税抜） ￥179,000（税抜）



物干し金物/

《室内》 物干し 天井取付けタイプ

雨天時・夜間など、洗濯物を室内に干したいときにさっと使える室内物干し。
洗濯物の一時掛けや毎日着るものを掛けるなど、幅広い使い方が可能です。

1本、2本組で広がる使い方

ポールは着脱式です。
使用しない時は
邪魔になりません。

着脱式ポールで使わない時はスッキリ1 2

〈取り外し方〉
①押して ②回す

《室外》 物干し ベランダ用

高さが自由に調整でき、高い位置・低い位置を選べる物干し。
不要な時はスッキリ収納できてとても便利です。

最大伸長時

（収納式、壁付き共通カラー）

●カラー

●壁付物干し

使わない時は折りたためます。

収納時

●収納式物干し
上下に高さの調節ができます

■ロングタイプ 長さ：685ｍｍ

■標準タイプ 長さ：495ｍｍ

2本入り ■価格：27,000円（税抜）

3本入り ■価格：33,000円（税抜）

2本入り ■価格：23,000円（税抜）

3本入り ■価格：27,000円（税抜）
1本目 ■価格：6,000円（税抜）

2本目 ■価格：4,000円（税抜）

※上記1本目の金額は送料込みの金額です

※取り付け代として別途15,000円（税抜）を
いただいております

※天井下地材（野縁）に取付るため、位置はご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

※上記の金額には施工費が含まれております

※柱や間柱に取付するため、位置はご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

■ホスクリーン標準/SPC-W(ホワイト）
寸法：460ｍｍ/550ｍｍ/640ｍｍの三段階で切り替え

※他サイズもございます
設置費込

2本入り ■価格：37,000円（税抜）

■収納式物干し金物



テラス屋根/

（税抜）

テラス スピーネ

屋根パネル材

クリアブルー

熱線吸収ポリカーボネート 熱線吸収アクアポリカーボネート

クリアマットS クリアS

クリアマット クリアブラウン

ポリカーボネート

ビューステージHスタイル用屋根タイプ ルーフタイプ

後付けバルコニー一体型 柱なしタイプ

2階 柱付き 3階 柱なし2階1階

熱線吸収ポリカーボネート

熱線カット率

約36%

熱くなりにくい

さらに優れた

熱線カット率 ※

屋根形状

カラー

F型 R型

ブラック オータムブラウン シャイングレー

ナチュラルシルバー ホワイト

※当商品は、設置場所の状況、プラン、大きさ等により金額が異なります。お気軽にお問い合わせください。

《参考価格》

2間×3尺/ポリカ熱線吸収アクア仕様 自在桁仕様 ■価格：195,000円（税抜）

2間×4尺/ポリカ熱線吸収アクア仕様 自在桁仕様 ■価格：207,000円（税抜）

バリエーション

熱線カット率

約36%

熱くなりにくい

さらに優れた

熱線カット率 ※

光触媒の力で

こびりつく汚れを

分解し雨で流します！

汚れにくい 熱線吸収アクアポリカーボネート

工場の
排煙

車の排気
ガス

鳥の
フン

優れた
熱線カット率と
防汚機能を
プラス

テラスタイプ 造り付けバルコニー用屋根タイプ

1階設置で柱を地面に埋め込むタイプ 家のバルコニーに屋根をかけるタイプ

1階 柱付き 3階 柱付き2階

熱を効果的にカットする熱線吸収タイ

プ。

日射による室内温度の上昇を軽減

するから、

夏の冷房効率がグンとアップ。

冷房費が節約できます。

熱線カット率が高く、日射によ

る室内温度の上昇を軽減。

さらに自然の力で美しさを保つ

防汚機能が付きました。



ＳＴＹＬＥ ＳＨＡＤＥ

1800×1200窓/ベーシックタイプ

※上記の金額には施工費が含まれております

※お客様のご希望に合わせてお見積りさせていただきます。

Basic style フック固定タイプ

窓の外側でしっかり日ざしを

カットできます。

Balcony style 手すり固定タイプ

窓を開ければ、バルコニーの横を

吹き抜ける風を採り込めます。

Deck style デッキ固定タイプ

庭先に心地よい

日陰空間を生み出します。

《参考価格》

《参考価格》
1800×1200窓/ベーシックタイプ

■価格：81,000円（税抜）

《参考価格》

1800×2000窓/ベーシックタイプ

■価格：88,000円（税抜）光を取り入れながらプライバシーを確保／使わない時もスマートに

■価格：75,000円（税抜）

2枚目以降

■価格：35,000円（税抜）

2枚目以降

■価格：41,000円（税抜）

2枚目以降

■価格：48,000円（税抜）

シェード/

夏の暑さをすっきり解消。窓辺をスッキリ美しく！



シャッター/

リフォームシャッター イタリア

防犯・台風対策にシャッターで安心を！

●カラー

●特徴
手動

シャイングレー ブロンズブラック
オータム
ブラウン ホワイト

ナチュラル
シルバー

特注対応

住宅防火戸対応品もご用意。幅広い要望にお応えできる、鋼板窓シャッターです。

●防犯性と耐風圧性を向上させる
安心設計

新開発の「防犯耐風フック」を標準装備。
スラットを抜けにくくした構造になっています。

●シャッターを開けきった時の衝撃音を
やわらげる「ソフトストップ機構」

幅木のストッパーにダンパーを内蔵
することで、シャッターを開けきった時
の衝撃音をやわらげます。

●安心・手間いらずの自動施錠

幅木の把手を持ってシャッターを降ろす
だけで自動施錠。手間もかからず、
鍵をかけ忘れる心配もありません。

※2Ｆ腰窓取付時 足場が必要です。（足場費別途）

非防火/手動タイプ

1800×1200窓 ■価格：123,000円（税抜）

1800×2000窓 ■価格：145,000円（税抜）

《参考価格》
2枚目以降

■価格： 96,500円（税抜）

■価格：119,000円（税抜）

※上記の金額には施工費が含まれております。

※当商品は、設置場所の状況、プラン、大きさ等により金額が異なります。お気軽にお問い合わせください。

after before



屋外水栓/Maezawa Exterior

木調水栓柱+木調水栓パン＋水栓（アンティーク）

■価格：125,000円 （税抜）

※上記金額には施工費が含まれていますが、配管経路によりプラス費用が発生する場合がございます。
※お客様の敷地によりご提案させていただきます。

《参考価格》

・外寸531㎜×447㎜×150㎜

・高さ 900㎜

水栓柱｜みかげ８0角

水栓パン〈抗菌仕様〉水栓パン専用台座〈抗菌仕様〉

水栓柱+水栓パン＋水栓＋台座

■価格：75,000円（税抜）

・外寸460㎜×445㎜×160㎜

・高さ 900㎜

設置費込

おしゃれな水道をあなたのお庭にも！

MELS

《参考価格》



ウッドデッキ/ＹＫＫ

リウッドデッキ200

■900×2400 価格：00,000円（税抜）

※お客様の敷地によりご提案させていただきます。お気軽にお問合せください。

《参考価格》

●カラー



コーティング/フロア

《価格》 ＬＤＫプラン ■価格：150,000円（税抜）

1棟フルプラン ■価格：250,000円（税抜）

ＬＤＫプラン ■価格：185,000円（税抜）

1棟フルプラン ■価格：300,000円（税抜）

《価格》

20年施工保証

10年施工保証

※1,2階全部と階段/2階建てまで

※1階全部 玄関ホール、ＬＤＫを含む特定寝室

※1,2階全部と階段/2階建てまで

※1階全部 玄関ホール、ＬＤＫを含む特定寝室

※ロフト、小屋裏は除きます

※ロフト、小屋裏は除きます

【艶なし】



コーティング/フッ素・防カビ・空気触媒

フッ素■価格：

フロアコーティングと同時施工の場合（￥85,000のところ） フッ素 ■価格：50,000円（税抜）

1年施工保証

※浴室（壁面パネル+エプロン内部＋タイル目地＋排水）
洗面化粧室内の壁紙+洗面化粧台収納部

フッ素コーティング

防
カ
ビ
コ
ー
テ
ィ
ン
グ

※バスタブ+キッチンパネル+キッチン天板+洗面化粧台（ボウル部分）

空 気 触 媒 セ ル フィ ー ル

フロアコーティングと同時施工の場合（￥85,000のところ） 防カビ■価格：50,000円（税抜）

ご新居内の壁紙にコーティング施工するだけで室内の消臭、抗菌、防カビ、抗ウイルス滅
菌処理、有害物質の分解を行う新しいタイプのコーティング剤です。一度施工すると長時
間効果が持続するため、経済的なコーティングです。

セルフィール 1階すべての壁紙に施工 ■価格：129,000円（税抜）
消臭 抗菌 有害物質分解 抗ウイルス カビ抑制

セルフィール 1、2階すべての壁紙に施工 ■価格：215,000円（税抜）



＊＊＊＊＊お問い合わせ先＊＊＊＊＊

216-0011川崎市宮前区犬蔵2丁目2番12号
TEL.044-863-3450 FAX.044-863-3029
H.P.http://www.sakura-k.co.jp
E-mail：watarai@sakura-k.co.jp
携帯：080-4087-9614

担当：渡曾 智子 わたらい ともこ

定休日：水曜日/日曜日
営業時間：10時～17時

mailto:watarai@sakura-k.co.jp

