
ポイントメニュー

協 定 企 業 様 対 象

新 生 活 応 援



Select [Sofa＆Living table]

■ソファⅠ(×1台)
Size：W1520*D785*H755(SH400)mm
木部：オーク材 オーク突板/オイルフィニッシュ
背クッション：フェザー ウレタンチップ
座クッション：フェザー ウレタンチップ、ウレタン
張地：09BL（ポリエステル・手洗い可)

コード

15P

A-1

張地

09BLOCN

木部

※写真はイメージです。

コード

5P

A-2

■リビングテーブルⅠ(×1台)
Size：W1100*D500*H375mm
素材：オーク突板/ウレタン塗装
※台輪はブラックのみです。

VN

木部

※画像の木部は設定色と異なります。

※写真はイメージです。



Select [Sofe＆Living table]

コード

10P

A-4

■センターテーブルⅡ(×1台)
Size：W1100 *D550*H350mm
素材：ウォルナット材 ウォルナット突板

/オイルフィニッシュ

木部

コード

5P

A-6

■リビングテーブルⅢ(×1台)
Size：W1250*D450*H410mm
素材：オーク材 オーク突板/オイルフィニッシュ

OCN

木部

WAL

■ソファⅡ(×1台)
Size：W1730*D790*H750(SH390)mm
木部：ブナ材 ブナ突板ウレタン塗装
本体：ウェビングテープ S字スプリング
座クッション：ウレタン
脚部：ABR（天然木/ウレタン塗装）
張地：GY(ポリエステル・手洗い可)

01GY

張地 脚部

ABR

コード

10P

A-3

■ソファⅢ(×1台)
Size：W1980*D880*H810(SH410)mm
本体：ウェビングテープ S字スプリング
クッション：フェザー ウレタンチップ
座クッション：フェザー ウレタンチップ、ウレタン
脚部：ACN(天然木/ウレタン塗装）
張地：04BE(ポリエステル・手洗い可)

張地

04BE

コード

15P

A-5

脚部

ACN



Select [Dining Set]

コード

6P

B-1 コード

6P

B-3

コード

8P

B-5
コード

8P

B-7

■ダイニングテーブルⅠ(×1台)
Size：W1500*D850*H700mm
素材：オーク材 ・オーク突板/ウレタン塗装

■ダイニングチェアⅠ(×4脚)
Size：W490*D535*H780(SH420)mm
木部：オーク材 オーク突板/オイルフィニッシュ
張地:：
カバー：07BE

■ダイニングテーブルⅡ(×1台)
Size：W1500*D800*H700mm
素材：ウォルナット突板/ウレタン塗装

■ダイニングチェアⅡ(×4脚)
Size：W480*D550*H840（SH425）mm
脚部：スチール 木目柄転写
張地：ブラック（合成皮革）

■ダイニングテーブルⅢ(×1台)
Size：W1600*D810*H680mm
素材：ブナ材/オイルフィニッシュ

■ダイニングチェアⅢ(×2脚)
Size：W490*D600*H790（SH415）mm
木部：ブナ材/オイルフィニッシュ
張地：12BE（ポリエステル リネン・手洗い可）

■ダイニングテーブルⅣ(×1台)
Size：W1550*D800*H710(670)mm
素材：突板部 チーク材

無垢部 アカシアマンギウム材
/荏胡麻オイル仕上げ（国産天然オイル）

■ダイニングチェアⅣ(×2脚)
Size：W465*D506*H770（SH425）mm
素材：突板部 チーク材

無垢部 アカシアマンギウム材
/荏胡麻オイル仕上げ（国産天然オイル）

張地：S2ブラック
（本牛革SAランク セミアニリン 型押しタイプ）

[チェアカバー]

▲07BE

[チェア張地]

▲12BE

[チェア/ベンチ張地]

▲S2 ブラック

■ダイニングベンチⅣ(×1台)
Size：W1050*D360*H430mm
素材：突板部 チーク材

無垢部 アカシアマンギウム材
/荏胡麻オイル仕上げ（国産天然オイル）

張地：S2ブラック
（本牛革SAランク セミアニリン 型押しタイプ）

■ダイニングベンチⅢ(×1台)
Size：W1350*D590*H670（SH415）mm
木部：ブナ材/オイルフィニッシュ
張地：12BL（ポリエステル リネン・手洗い可）

[ベンチ張地]

▲12BL

コード

14P

B-2
コード

14P

B-4

コード

12P

B-6

コード

12P

B-8



■TVボードⅢ(×1台)
Size：Ｗ1500*D450*H365mm
素材：ウォルナット材

ウォルナット突板 /ウレタン塗装

Select [TV Board]

コード

10P

C-1
コード

10P

C-2

コード

10P

C-3 コード

10P

C-4

■TVボードⅠ(×1台)
Size：Ｗ1500*D395*H380mm
素材：天板 プリント強化紙化粧板

側板 プリント強化紙化粧板
前板 オレフィンシート貼り
本体 プリント紙化粧板

■TVボードⅡ(×1台)
Size：W1525*D400*H410mm
木部：オーク材 オーク突板/オイルフィニッシュ

■TVボードⅣ(×1台)
Size：W1500*D450*H455mm
素材：ウォルナット材 ウォルナット突板

/オイルフィニッシュ

木部

WAL

※画像の木部色は異なります。

木部

WCN



コード

15P

D-1 コード

4P

D-5

■マットレス(ダブル)(×1台)
Size：W1390*D1960*H200mm

■サイドテーブル(×1台)
Size：W500*D370*H500mm
素材：天板 強化ガラス

側板 ホワイトオーク突板
引出前板 ホワイトオーク無垢材
/ウレタン塗料

■サイドテーブル(×1台)
Size：W500*D370*H500mm
素材：天板 強化ガラス

側板 ウォールナット突板
引出前板 ウォールナット無垢材
/ウレタン塗料

■ベッドフレーム(ダブル)(×1台)
Size：W1410*D2040*H780mm

■ベッドフレーム(ダブル)(×1台)
Size：W1410*D2040*H780mm

Select [Bed＆Side table]

ベッドフレーム素材：フレーム ホワイトオーク無垢材、突板

床板：桐材/ウレタン塗料

■マットレス(シングル)(×1台)
Size：W970*D1960*H200mm

■ベッドフレーム(シングル)(×1台)
Size：W990*D2040*H780mm

コード

12P

D-2

コード

15P

D-3

■マットレス(ダブル)(×1台)
Size：W1390*D1960*H200mm

ベッドフレーム素材：フレーム ウォールナット無垢材、突板
床板 桐材 /ウレタン塗装

■マットレス(シングル)(×1台)
Size：W970*D1960*H200mm

■ベッドフレーム(シングル)(×1台)
Size：W990*D2040*H780mm

コード

12P

D-4

コード

4P

D-6



コード

9P

E-1

Desk setDesk set

■デスクset(×1set)
Size：W1800*D450*D715mm
素材：天板・表面材 アルダー突板

引き出し前板 アルダー無垢板
側板 プリント合成合板
/ウレタン塗料

コード

9P

E-2

■デスクset(×1set)
Size：W1800*D450*D715mm
素材：天板・表面材 ウォルナット突板

引き出し前板 ウォルナット無垢板
側板 プリント合成合板
/ウレタン塗料

■デスクset(×1set)
Size：W1200*D450*D715mm
素材：天板 アルダー無垢材

表面材 アルダー突板
側板 プリント合成合板
/ウレタン塗装

コード

6P

E-3

■デスクset(×1set)
Size：W1200*D450*D715mm
素材：天板 ウォルナット無垢材

表面材 ウォルナット突板
側板 プリント合成合板
/ウレタン塗装

コード

6P

E-4

■デスクチェア(×1脚)
Size：W440*D565*H760（SH420）mm
木部 ：オーク材 オーク突板/ウレタン塗装
張地 ：PVC（合成皮革）
カバー；22BL（ポリプロピレン・手洗い可）

木部

張地

22BL

OCN

コード

3P

E-5

Select [Desk set]

※デスク画像ににあるチェア・小物類はポイントに含まれておりません。

コード

4P

E-6

■デスクチェア ALDER(×1脚)
Size：W410*D525*H790（SH445）mm
木部 ：アルダー無垢材/ウレタン塗料
張地 ：ライトクリーム03（ポリエステル）

ALDER WALNUT

張地 張地

ライトクリーム03 アッシュグレー03

コード

4P

E-7

■デスクチェア WALNUT(×1脚)
Size：W410*D525*H790（SH445）mm
木部：ウォールナット無垢材/ウレタン塗料
張地：アッシュグレー03（ポリエステル）

※画像の張地は設定色と異なります。



Select [Air conditioner］

Daikin air conditioner

おもに6畳程度
室内外機設置：同一階(配管長～６m)

おもに8畳程度
室内外機設置：同一階(配管長～６m)

■2.2～3.6ｋW スリムタイプ
室内機Size：W798*D265*H250mm
室外機Size：W675（+65)*D284(+42)*H550mm

（）内は突起物の寸法です
カラー；ホワイト

■4.0～7.1ｋW
室内機Size：W798*D267*H295mm
室外機Size：W795（+78)*D300(+42)*H595mm

（）内は突起物の寸法です
カラー：ホワイト

室内 F22YTCXS-W/質量10Kg
室外 R22YCXS/質量22KgCX series

※リモコンホルダーは付属していません。

※リモコンホルダーは付属していません。

室内 F25YTCXS-W/質量10.5Kg
室外 R25YCXS/質量22Kg

室内 F28YTCXS-W/質量10.5Kg
室外 R28YCXS/質量26Kg

室内 F36YTCXS-W/質量10Kg
室外 R36YCXS/質量27Kg

室内 F40YTCXP-W/質量10.5Kg
室外 R40YCXP/質量37Kg

室内 F56YTCXP-W/質量11Kg
室外 R56YCXP/質量40Kg

※標準施工費（露出配管/配管長10ⅿ迄）を含みます
※室内機と室外機の設置位置関係及び配管長さにより
コード番号が異なります。

コード

13P

F-1
コード

14P

F-3
コード

15P

F-5

コード

16P

F-7
コード

18P

F-9
コード

20P

F-11

コード

F-2
コード

F-4
コード

F-6

コード

F-8
コード

F-10
コード

F-12

おもに6畳程度
室内外機設置：内機:２階⇒外機:１階(配管長～10m)

おもに8畳程度
室内外機設置：内機:２階⇒外機:１階(配管長～10m)

おもに10畳程度
室内外機設置：同一階(配管長～６m)

おもに10畳程度
室内外機設置：内機:２階⇒外機:１階(配管長～10m)

おもに12畳程度
室内外機設置：同一階(配管長～６m)

おもに12畳程度
室内外機設置：内機:２階⇒外機:１階(配管長～10m)

おもに14畳程度
室内外機設置：同一階(配管長～６m)

おもに14畳程度
室内外機設置：内機:２階⇒外機:１階(配管長～10m)

おもに18畳程度
室内外機設置：同一階(配管長～６m)

おもに18畳程度
室内外機設置：内機:２階⇒外機:１階(配管長～10m)



Select [Bedware］

コード

1P

G-4

■フェザーピロー(×1個)
Size：700*500mm
カラー：ベージュ
組成：側地 綿100% 

詰めもの フェザー95% ダウン5%

コード

2P

G-5～7

■ファインクオリティプレミアム ダウン・フェザー＆わた枕(×1個)
Size：700*430mm
組成：側･･･表地 ポリエステル80％ポリウレタン20％

横・裏地 ポリエステル100％
詰めもの：ダウン50％フェザー50％

ポリエステル100％ 高さ調節シート入り

コード

10P

G-1

■羽毛掛布団 シングル(×1枚)
Size：1500*2100mm
カラー：グレー
組成：ふとんがわ 綿100％（抗菌加工）

詰めもの ダウン93％フェザー7％（ポーリッシュホワイトグース）

コード

15P

G-2

■羽毛掛布団 ダブル(×1枚)
Size：1900*2100
カラー：グレー
組成：ふとんがわ 綿100％（抗菌加工）

詰めもの ダウン93％フェザー7％（ポーリッシュホワイトグース）

西川の羽毛掛けふとんです。
ポーランド産グースダウンを使用。身体にフィットするグランポリゴンキルトで
高い保湿性を維持します。

コード

2P

G-3

■麻肌掛けふとん(×1枚)
Size：1500*2100mm
カラー：グレー
組成：ふとんがわ：麻100％

詰めもの：麻100％詰めもの重量：0.3㎏

（コード）
低 め:G-5
ふつう:G-6
高 め:Ｇ-7

※以下より高さをお選び下さい

高めふつう低め



コード

1P

G-8
コード

2P

G-9

■タオルケット エアブリーズケット(R)（ミドル）(×1枚)
Size：1400*1900mm
カラー：ブルー
組成：パイル 綿100％

地糸 綿55％ポリエステル45％

■ウール毛布 メリノウール100％ 衿付きニューマイヤー毛布 家庭洗濯可能(×1枚)
Size：1400*2000mm
カラー：ピンク
組成：素材…パイル糸(毛羽部分) ウール100% 

地糸 アクリル50%・ポリエステル35%・レーヨン15%

コード

1P

G-10

■ひざ掛け（カシミヤ混）(×1枚)
Size：700*1400mm（房込み）
カラー：アイボリー
組成：ヨコ糸 綿90％カシミヤ10％ タテ糸 綿100％

Select [Bedware］



Select [Other]

コード

20P

H-1
コード

14P

H-2
コード

14P

H-3

65V型 液晶テレビ
■TV（×1台）
ソニー
65型液晶テレビ／KJ-65X80J
Size： W1462×D338×H912mm
（※スタンド含む本体サイズ）

55V型 液晶テレビ
■TV(×1台)
東芝
55型液晶テレビ／55C350X 
Size： W1230×D226×H756mm
（※スタンド含む本体サイズ）

50V型 液晶テレビ
■TV（×1台）
ソニー
50型液晶テレビ／KJ-50V80J
Size： W1126×D289×H718mm
（※スタンド含む本体サイズ）

ロボット掃除機

コード

12P

H-4
コード

7P

H-5

■iRobot(×1台)
ルンバ 13+
ロボット掃除機
Size：高さ92×直径342mm

（※本体サイズ）
W310×D390×H490mm
（※充電台サイズ）

ロボット掃除機
■iRobot(×1台)
ルンバ e5
ロボット掃除機
Size： W351×H92mm

アクションカメラ
■カメラ（×1台）
SACアクションカメラ［4K対応/防水］／AC600
Size： W59.2×D29.8×H41mmコード

1P

H-6

※テレビは全商品スタンドタイプです。壁掛け工事は別途
テレビ以外の商品は梱包状態でお引渡し致します。



Select [Other]

コード

3P

H-8

トースター
■トースター（×1台)
グラファイトグリル＆トースター
アラジン／AGTG13ABK
Size： W360×D355×H250mmコード

3P

H-7

ハンドブレンダー
■ハンドブレンダー（×1台）
ブラウン
ハンドブレンダー／MQ7085XG
色／ブラック・ニッケルシルバー
Size： W70×D70×H400mm

オーブントースター
■トースター（×1台)
ラッセルルホブズベーシックオーブントースター／7750JP
Size： W395×D285×H215mm

ホットプレート
■ホットプレート(×1台)
ENFANCEホットプレート/EFLC32
色／ブラック
Size：W349×D224×H750mm

コード

1P

H-9

コード

2P

H-10

エスプレッソメーカー
■エスプレッソメーカー（×1台）
Barazzoni エスプレッソメーカー／830008006
Size： W148×D113×H197mm

コード

1P

H-11
コード

2P

H-13
コード

2P

H-12

ドライヤー
■ヘアドライヤー（×1台）
モッズヘア（イオンラピッドプラス）／MHD-1253-K
Size： W231×D88×H227mm

ワイヤレスイヤホン
■ワイヤレスイヤホン（×1台）
JABRAフルワイヤレスイヤホン／ELITEACTIVE75T
Size： W19.4×D21.9×H16.2mm

※テレビ以外の商品は梱包状態でお引渡し致します。



■ご注意■

※商品完了、長期欠品時は別途代替えでのご案内となります。

※通常配送以外となる場合は、別途配送料がかかる場合がございます。

※商品のご決定は、物件の着工までにお願いいたします。


