
　お客様各位

◇LA-ARCHITECTS　PRICE　LIST　*新仕様キッチン◇

【改定前】

■配送のみ（車上渡し）

バックカウンター・吊戸棚

追加配送費

　　　次頁に続く

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

新仕様キッチン「LA-ARCHITECTS　PRICE　LIST」に表記しておりました配送費・施工パックにつきまして

やむをえず下記の通り2018年11月1日お見積分より価格改定を実施させて頂きます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2018.10.6

北海道 東北 関東甲信越① 関東甲信越② 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄
青森・岩手 長野・山梨 東京・千葉 静岡・愛知 新潟・石川 滋賀・京都 岡山・広島 香川・徳島 福岡・熊本・佐賀

秋田・山形 群馬・茨城 埼玉・神奈川 岐阜・三重 富山・福井 奈良・大阪 島根・鳥取 愛媛・高知 大分・宮崎・長崎

キッチン本体w1,840+標準機器 宮城・福島 栃木 和歌山・兵庫 山口 鹿児島

Wall型セット ¥89,900 ¥65,800 ¥61,400 ¥66,700 ¥74,100 ¥81,500 ¥95,100 ¥144,800

Wall型対面セット ¥91,800 ¥67,000 ¥62,500 ¥67,900 ¥75,600 ¥83,200 ¥97,100 ¥148,200

Island型カウンターセット ¥98,200 ¥71,000 ¥66,200 ¥72,100 ¥80,400 ¥88,700 ¥104,000 ¥159,700

Peninsula型カウンターセット ¥92,300 ¥67,200 ¥62,700 ¥68,200 ¥75,900 ¥83,500 ¥97,600 ¥149,000

Island型背面収納セット ¥108,000 ¥77,300 ¥71,800 ¥78,500 ¥87,800 ¥97,200 ¥114,400 ¥177,300

Peninsula型背面収納セット ¥102,000 ¥73,400 ¥68,300 ¥74,500 ¥83,200 ¥92,000 ¥108,000 ¥166,500

Ⅱ型セット ¥140,200 ¥97,900 ¥90,300 ¥99,600 ¥112,300 ¥125,400 ¥149,000 ¥235,500

キッチン本体w2,140～+標準機器

Wall型セット ¥104,100 ¥74,800 ¥69,500 ¥75,900 ¥84,800 ¥93,800 ¥110,300 ¥170,300

Wall型対面セット ¥106,900 ¥76,600 ¥71,200 ¥77,800 ¥87,000 ¥96,300 ¥113,400 ¥175,500

Island型カウンターセット ¥113,700 ¥80,900 ¥75,100 ¥82,200 ¥92,200 ¥102,200 ¥120,600 ¥187,600

Peninsula型カウンターセット ¥107,800 ¥77,100 ¥71,600 ¥78,300 ¥87,700 ¥97,000 ¥114,300 ¥177,000

Island型背面収納セット ¥127,600 ¥89,800 ¥83,100 ¥91,300 ¥102,800 ¥114,300 ¥135,500 ¥212,800

Peninsula型背面収納セット ¥121,600 ¥85,900 ¥79,600 ¥87,300 ¥98,200 ¥109,100 ¥129,100 ¥202,000

L型セット ¥122,100 ¥86,300 ¥79,900 ¥87,700 ¥98,600 ¥109,600 ¥129,700 ¥203,000

Ⅱ型セット ¥143,700 ¥100,200 ¥92,400 ¥102,000 ¥115,000 ¥128,600 ¥153,000 ¥242,100

バックカウンターw1,840 ¥29,500 ¥20,700 ¥19,100 ¥16,100 ¥23,900 ¥26,400 ¥31,400 ¥49,300

バックカウンターw2,140～ ¥39,000 ¥26,700 ¥24,600 ¥27,300 ¥31,300 ¥34,800 ¥41,600 ¥66,500

吊戸棚（BC上部用）w1,840*H500/H700 ¥17,400 ¥12,800 ¥12,000 ¥13,000 ¥14,400 ¥15,800 ¥18,400 ¥27,800

吊戸棚（BC上部用）w2,140～*H500/H700 ¥22,400 ¥16,000 ¥14,800 ¥16,200 ¥18,100 ¥20,100 ¥23,700 ¥36,700

吊戸棚（キッチン上部用）w818*H500 ¥10,400 ¥8,800 ¥8,500 ¥8,900 ¥9,400 ¥9,800 ¥10,700 ¥13,900

吊戸棚（キッチン上部用）w1,118～*H500 ¥14,100 ¥11,200 ¥10,700 ¥11,300 ¥12,100 ¥13,000 ¥14,700 ¥20,500

時間指定（1時間単位） ¥32,000

出荷後の納品日変更 　※1 別途見積り

N E W  S E R I E S
～価格改定のお知らせ～



■施工パック（現場調査・配送・組立・設置）

# #

# #

【改定後】

■配送のみ（車上渡し）

バックカウンター・吊戸棚

追加配送費

■施工パック（現場調査・配送・組立・設置）

# #

# #

　　以上

東京都・埼玉県・千葉県の一部・神奈川の一部 群馬県・栃木県・茨城県・千葉県の一部・神奈川県の一部

Wall型 ¥164,000 ¥164,000

Peninsula型 ¥164,000 ¥164,000

東京都・埼玉県・千葉県の一部・神奈川県の一部 群馬県・栃木県・茨城県・千葉県の一部・神奈川県の一部

Island型 ¥171,000 ¥171,000

東京都・埼玉県・千葉県の一部・神奈川県の一部 群馬県・栃木県・茨城県・千葉県の一部・神奈川県の一部

L型 ¥181,000 ¥181,000

Ⅱ型 ¥181,000 ¥181,000

東京都・埼玉県・千葉県の一部・神奈川県の一部 群馬県・栃木県・茨城県・千葉県の一部・神奈川県の一部

バックカウンター・吊戸棚（キッチンと同時の場合） ¥63,000 ¥63,000

北海道 東北 関東甲信越① 関東甲信越② 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄
青森・岩手 長野・山梨 東京・千葉 静岡・愛知 新潟・石川 滋賀・京都 岡山・広島 香川・徳島 福岡・熊本・佐賀

秋田・山形 群馬・茨城 埼玉・神奈川 岐阜・三重 富山・福井 奈良・大阪 島根・鳥取 愛媛・高知 大分・宮崎・長崎

キッチン本体w1,840+標準機器 宮城・福島 栃木 和歌山・兵庫 山口 鹿児島

Wall型セット ¥92,900 ¥67,600 ¥63,100 ¥68,500 ¥76,400 ¥84,100 ¥98,400 ¥150,200

Wall型対面セット ¥95,000 ¥68,900 ¥64,300 ¥69,900 ¥78,000 ¥86,000 ¥100,600 ¥153,900

Island型カウンターセット ¥101,800 ¥73,300 ¥68,200 ¥74,400 ¥83,100 ¥91,800 ¥107,800 ¥166,100

Peninsula型カウンターセット ¥95,300 ¥69,100 ¥64,400 ¥70,100 ¥78,100 ¥86,100 ¥100,800 ¥154,400

Island型背面収納セット ¥112,600 ¥80,100 ¥74,400 ¥81,400 ¥91,200 ¥101,100 ¥119,300 ¥185,500

Peninsula型背面収納セット ¥106,000 ¥75,900 ¥70,600 ¥77,000 ¥86,200 ¥95,400 ¥112,200 ¥173,600

Ⅱ型セット ¥137,500 ¥96,200 ¥88,800 ¥97,900 ¥110,400 ¥123,100 ¥146,300 ¥230,800

キッチン本体w2,140～+標準機器

Wall型セット ¥112,600 ¥80,200 ¥74,400 ¥81,400 ¥91,300 ¥101,200 ¥119,500 ¥185,600

Wall型対面セット ¥115,700 ¥82,200 ¥76,300 ¥83,500 ¥93,800 ¥104,000 ¥122,900 ¥191,300

Island型カウンターセット ¥122,900 ¥86,800 ¥80,500 ¥88,300 ¥99,200 ¥110,300 ¥130,500 ¥204,200

Peninsula型カウンターセット ¥116,400 ¥82,700 ¥76,600 ¥84,000 ¥94,300 ¥104,500 ¥123,600 ¥192,500

Island型背面収納セット ¥138,200 ¥96,600 ¥89,300 ¥98,300 ¥110,900 ¥123,600 ¥146,900 ¥231,900

Peninsula型背面収納セット ¥131,600 ¥92,300 ¥85,400 ¥93,900 ¥105,800 ¥117,900 ¥139,900 ¥220,000

L型セット ¥132,400 ¥92,900 ¥85,800 ¥94,400 ¥106,500 ¥118,600 ¥140,800 ¥221,600

Ⅱ型セット ¥156,100 ¥108,100 ¥99,600 ¥110,100 ¥124,600 ¥139,500 ¥166,500 ¥264,600

バックカウンターw1,840 ¥32,000 ¥22,300 ¥20,600 ¥22,700 ¥25,800 ¥28,600 ¥34,100 ¥53,800

バックカウンターw2,140～ ¥42,400 ¥28,900 ¥26,600 ¥29,500 ¥33,900 ¥37,800 ¥45,300 ¥72,700

吊戸棚（BC上部用）w1,840*H500/H700 ¥18,700 ¥13,600 ¥12,800 ¥13,800 ¥15,400 ¥17,000 ¥19,800 ¥30,200

吊戸棚（BC上部用）w2,140～*H500/H700 ¥24,200 ¥17,100 ¥15,900 ¥17,400 ¥19,500 ¥21,700 ¥25,700 ¥40,000

吊戸棚（キッチン上部用）w818*H500 ¥9,400 ¥9,100 ¥7,300 ¥9,200 ¥9,700 ¥8,700 ¥9,700 ¥13,200

吊戸棚（キッチン上部用）w1,118～*H500 ¥13,500 ¥11,700 ¥9,700 ¥11,900 ¥12,800 ¥12,200 ¥14,100 ¥20,500

時間指定（1時間単位） ¥32,000

出荷後の納品日変更 　※1 別途見積り

東京都全域/埼玉県・千葉県・神奈川の一部 群馬県・栃木県・茨城県全域/埼玉県・千葉県・神奈川県の一部

Wall型 ¥173,000 ¥173,000+α

Peninsula型 ¥173,000 ¥173,000+α

Ⅱ型 ¥190,000 ¥190,000+α

東京都全域/埼玉県・千葉県・神奈川の一部 群馬県・栃木県・茨城県全域/埼玉県・千葉県・神奈川県の一部

Island型 ¥181,000 ¥181,000+α

東京都全域/埼玉県・千葉県・神奈川の一部 群馬県・栃木県・茨城県全域/埼玉県・千葉県・神奈川県の一部

バックカウンター・吊戸棚（キッチンと同時の場合） ¥66,200 ¥66,200+α

東京都全域/埼玉県・千葉県・神奈川の一部 群馬県・栃木県・茨城県全域/埼玉県・千葉県・神奈川県の一部

L型 ¥190,000 ¥190,000+α


