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住宅オプション

総合カタログ 2020.04.03改訂

■防犯 ｼｬｯﾀｰ / 面格子 / 可動ﾙｰﾊﾞｰ

■窓・ﾄﾞｱ廻り 網戸 / Glass Film /玄関戸当たり / 鍵取付

■ｳｲﾝﾄﾞｳﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ / 装飾ﾚｰﾙ / ｶｰﾃﾝ / ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ / ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ / ｼｪｰﾄﾞ・ﾌﾟﾘｰﾂｽｸﾘｰﾝ

■水廻り・電気 食洗機 / 水廻り商品 / 物干金物 / TVｱﾝﾃﾅ / ｺﾝｾﾝﾄ増設

■内部造作 床補強 / 枕棚 / ｸﾞﾙﾆｴ（天井裏収納） / 洗面台上吊戸 / 洗濯機うえ収納 / 可動棚

■外構 砂利 / 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ / 人工芝 / 外構（その他）

■その他＋α (どんな工事でも相談ください。)



永く住まわれる為に住む前にやりたいこと

社会性

人間性 経済性

デザイン性

安全性

品質性機能性

弊社は下記８つのことを常に考え行動しております。

機能性：使い勝手はよいか、快適か

品質性：壊れないか

安全性：怪我が起きることはないか

デザイン性：美しいか、意外性はあるか

経済性：無駄や不足はないか、投資に見合う価値があるか

人間性：利用する人に合っているか

社会性：環境に配慮しているか、社会に受け入れられるか

付加価値：そこにいる人のプラスになるか

Ｑｕａｌｉｔｙ Ｒは、お客様・お施主様がどう考えているのか、

何を求めているのか、本質を把握し、様々な角度からご提案できるよう

心掛けております。

建築・リフォーム・リノベーション工事でできないことはないと考えて

おりますので、どんなご要望でも申してください。

Ｑｕａｌｉｔｙ Ｒ株式会社

代表取締役 松本 健司

01

付加価値



INDEX

■窓・ﾄﾞｱ廻り

■水廻り・電気

■内部造作

■外構

■その他

網戸 / Glass Film /玄関戸当たり / 鍵取付

食洗機 / 水廻り商品 / 物干金物 / TVｱﾝﾃﾅ/ｺﾝｾﾝﾄ増設

床補強 / 枕棚 / ｸﾞﾙﾆｴ(屋根裏収納) / 洗面台上吊戸 / 洗濯機うえ収納 / 可動棚

できない工事はないと考えております！！どんな工事・要望でも相談ください。

■防犯

ｼｬｯﾀｰ / 面格子 / 可動ﾙｰﾊﾞｰ

■ウインドウトリートメント

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ / 装飾ﾚｰﾙ / ｶｰﾃﾝ / ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ / ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ / ｼｪｰﾄﾞ・ﾌﾟﾘｰﾂｽｸﾘｰﾝ

砂利 / 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ / 人工芝 / 外構（その他）

■ご案内

注意事項 / 法令に基づく表記・個人情報保護基本方針 / 会社案内

P.03

P.04

P.05

P.07

P.09

P.11

P.13
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防 犯

手動シャッター 居室の防犯対策といえばシャッター。防音・断熱効果もｕｐ。

腰高サイズ(W1650 H1100)

80,000円／1台(税別)

テラス(掃出し)サイズ(W1650 H1800)

90,000円／1台(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費 含む
■立地条件により足場組立が必要です。 足場費 別途
■上階設置は、場合により 荷揚げ・搬入・取付助手費用 別途
■特寸サイズ・片入隅納まり・ﾎﾞｯｸｽ下げ納まり・ﾌｶｼ壁 別途

面格子 キッチン・トイレ・洗面室・浴室の防犯対策には、もちろん面格子。

小サイズ(W740× H900)

28,000円／1窓(税別)

中サイズ(W1190× H900)

32,000円／1窓(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費(1階) 含む
■Ａ型面格子 上記金額 ▲5000円／1窓(税別)
■出幅調整金具 上記金額 ＋4000円／1窓(税別)
■上階設置は、場合により 荷揚げ・搬入・取付助手費用 別途
■室内面格子の取り扱いもございます。
■縦滑り、横滑り窓に取り付けると窓が開かなくなります。

可動ルーバー 浴室の防犯・プライバシーの確保に最適。窓を開けて入浴可能。

可動ルーバー(W1190×H900)

47,000円／1窓(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費 含む。
■縦滑り、横滑り窓に取り付けると、

窓が開かなくなります。
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窓 ・ ﾄﾞ ｱ 廻 り

網 戸 窓には網戸が必要不可欠。全ての窓に網戸を設置。虫の侵入を防ぎ自然の風を。

網戸新設(腰高引違い用)

5,000円／1窓(税別)

網戸新設(横引きﾛｰﾙ網戸)

12,000円／1窓(税別)

網戸新設(テラス引違い用)

7,500円／1窓(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費 含む ■玄関・勝手口網戸 別途

Glass Film 既存の窓に貼るだけで防犯・防虫・UVｶｯﾄ対策。

Q uality R inc．

鍵(表示錠)

洗面室等に設置はいかが。
(ﾄｲﾚ鍵と同じようなものとなります)

表示錠新設

18,000円／1ヶ所(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費 含む
■写真はイメージです。
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玄関戸当たり

ﾄﾞｱﾉﾌﾞが外壁にあたり傷をつけることを防ぎます。

玄関戸当たり設置

15,000円／1ヶ所(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費 含む

3M ガラスフィルム

19,000円/㎡(税別)

■現地調査費・運搬費・工事費 含む

SH15CLAR-A

8,000円／㎡(税別)

SH2CLAR

22,000円／㎡(税別)

ULTRA S2200

※4㎡まで 一式 80,000円(税別)

※4㎡まで 一式 96,000円(税別)

※4㎡まで 一式 34,000円(税別)



カーテンレール 窓には不必要不可欠。機能性ﾚｰﾙ。お好きな色１２種類からお選び下さい。

ＴＯＳＯ ｳｨﾝﾋﾟｱ

6,500円／1窓(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費 含む ■特注寸法にも対応しております。
■その他商品、各種ﾒｰｶｰお取扱いございます。

ウインドウトリートメント

装飾レール 部屋のイメージに合わせた装飾レールをお選び下さい。

■都度お見積り致します。 ■写真の商品は一例です。その他商品、各種ﾒｰｶｰお取扱いございます。

ﾀﾞﾌﾞﾙ正面付 1.82ｍ以下・ふさかけﾜﾝﾋﾞｽＡｾｯﾄ

オーダーカーテン 窓には必要なものだからこそ、自分のセンスで。

■都度お見積り致します。 ■写真の商品は一例です。その他商品、各種ﾒｰｶｰお取扱いございます。
■納期は都度確認願います。
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ロールスクリーン 窓をすっきりコーディネート。カーテンとの組み合わせもバッチリ。

■現地調査費・運搬費・設置費 含む
■サイズ・生地の種類によって価格が変わります。

ブラインド

Q uality R inc．

■現地調査費・運搬費・設置費 含む ■サイズ・生地の種類によって価格が変わります。

シェード・プリーツスクリーン・その他

■現地調査費・運搬費・設置費 含む ■サイズ・生地の種類によって価格が変わります。
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ﾀﾁｶﾜﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾏｶﾛﾝ(W690 H1100)

18,000円／1組(税別)



ビルトイン食洗機 家事の時短や節水に効果あり。

Panasonic ＮＰ-45ＭＤ8Ｓ

184,000円／1台(税別)

■現地調査費・設置費 含む
■ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ・食洗機用電源新設 別途
■ｷｯﾁﾝが上階の場合 要現地確認
■その他のｻｲｽﾞ・ﾒｰｶｰのお取り扱いもございます。

水廻り

洗濯機廻り

定価：204,000円

■ご要望に応じてお見積り致します。
■その他、様々なメーカー・商品の取扱が御座います。
■御支給頂いてもお取り付けできることがございますのでお気軽にご相談ください。

あれば便利な物は住む前に！！

カウンター

カップボード 浄水器付き水栓ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ
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洗濯パン PWP640N2W

35,000円(税別)

洗濯機用水栓 TW11R

11,000円(税別)

その他 あれば便利な物は住む前に！！

■現地調査費含む
■その他商品、各種ﾒｰｶｰお取扱いございます。

タオルリング



物干し金物 ここに洗濯物が干せたら・・・。

ﾎｽｸﾘｰﾝ ＳＰＤ型 ＱＬ型(ＱＬ-15-Ｗ)

24,500円／1set(税別)

Q uality R inc．

アンテナ各種

ＤＸｱﾝﾃﾅ
ＵＨＦｱﾝﾃﾅ

31,500円(税別)

■分配器・直列ﾕﾆｯﾄを必要とする場合 別途
■東京ＭＸ・ﾃﾚﾋﾞ埼玉・千葉ﾃﾚﾋﾞ・ＴＶＫ等の地方局受信の電波保障はつきません。

ＤＸｱﾝﾃﾅ
壁面ｱﾝﾃﾅ

31,500円(税別)

ＤＸｱﾝﾃﾅ
ＵＨＦﾌﾞｰｽﾀｰ

25,000円(税別)

ＤＸｱﾝﾃﾅ
ＢＳ・110°ＣＳｱﾝﾃﾅ

37,500円(税別)

■上階設置は、場合により 取付助手費用・足場費用 別途

窓壁用ﾎｽｸﾘｰﾝ ＲＫ-55型

20,000円／1set(税別)

■室内 ■屋外950～1540㎜
耐荷重 15㎏
竿･物干し脱着 可
竿立てﾎﾙﾀﾞｰ 別途

■現地調査費・設置費 含む ■場所により設置できない場合がございます。 ■勾配天井の場合 別途 専用金物
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コンセント増設

コンセント増設工事

25,000円／1ヶ所(税別)

■現地調査費・設置費 含む
■専用回路・テレビコンセント・外部コンセントとする場合は割増。
■分電盤に空きブレーカーがない場合 別途。
■ご希望の位置に増設できない場合がございます。

必要なところにコンセントが欲しい方へ。



床補強 ピアノや本棚・大型金庫を設置される方にオススメ。

グルニエ(屋根裏収納) 家の中を有効活用。屋根裏収納。

3帖パック(床･壁･天井 ﾍﾞﾆｱ)

270,000円(税別)

追加1帖

40,000円(税別)

■仕上げ工事(天井・壁・床)、廻縁・巾木取付 別途
■空調設備 移設・増設 別途
■ご入居後の工事はｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・養生費 別途

内部造作

枕棚 押入内のスペースを有効に利用

■現地調査費・運搬費・設置費 含む
■設置場所・長さにより金額が変わります。
■作業ｽﾍﾟｰｽの確保願います。
■発生材処分費 含む

床補強(大引き・鋼製束取付)

40,500円(税別)

■現地調査費・工事費 含む
■加工場・資材置き場のスペース確保願います。
■上階での補強工事 別途

2㎡まで

＋18,000円／㎡(税別)

2㎡以降

枕棚+パイプハンガー(6尺タイプ)

27,000円(税別)

ｺﾝｾﾝﾄ・ｽｲｯﾁ・ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 3点パック

35,000円(税別)
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パイプハンガー(6尺タイプ)

8,000円(税別)

枕棚(6尺タイプ)

24,000円(税別)



洗面台上吊戸

ＴＯＴＯ Ｖｼﾘｰｽﾞ ｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ

24,000円(税別)

■現地調査費・運搬費・設置費 含む ■下地補強工事 別途
■ﾐﾄﾞﾙｸﾗｽ(ﾎﾜｲﾄ・ﾌﾞﾗｳﾝ・ﾐﾃﾞｨｱﾑ) 2,000円増

洗濯機うえ収納 洗濯時に必要な小物を収納。

洗濯機うえ収納 Ｗ700 Ｌ／Ｒ

61,500円(税別)

Q uality R inc．

可動棚 生活スタイルに合わせて置く物を変えられる可動棚。

■ご要望に合わせてお見積り致します。

収納が少なくなりがちな洗面室へ。デッドｽﾍﾟｰｽを有効活用。

■現地調査費・運搬費・設置費 含む ■下地補強工事 別途
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砂利 雑草や泥はねへの対策、歩くたびに音が出るので防犯対策にも効果あり。

砕石6号(残土処分・防草ｼｰﾄ含む)

42,000円(税別)

■現地調査費・運搬費・工事費 含む
■駐車ｽﾍﾟｰｽがない場合 別途
■巾が1500㎜を超える場合 ﾚﾍﾞﾙ出し費用 別途

人工芝 お庭にメンテナンスフリーの人工芝。雑草対策にも効果的。

外構

土間コンクリート ﾎﾟｰﾁや駐車ｽﾍﾟｰｽ・駐輪ｽﾍﾟｰｽに最適。

10㎡まで

＋3500円／㎡(税別)

10㎡～

厚さ100㎜(ﾒｯｼｭ筋・砕石100㎜含む)

140,000円(税別)

■現地調査費・運搬費・工事費 含む
■駐車スペースがない場合 別途
■重機が入れない高所、狭所 別途
■枡調整・枠組み・伸縮目地の必要数に応じて 別途
■残土処分厚200㎜を超える場合 別途

10㎡まで

＋10,000円／㎡(税別)

10㎡～

芝丈30㎜ (残土処分・防草ｼｰﾄ含む)

90,000円(税別)

■現地調査費・運搬費・工事費 含む
■駐車スペースがない場合 別途
■重機が入れない高所、狭所 別途
■枡調整・見切り材敷き設の必要数に応じて 別途
■残土処分 別途

5㎡まで

＋9,000円／㎡(税別)

10㎡～
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外構 どのような工事でもご相談ください。

Q uality R inc． 12



注意事項 13

■網戸
・枠の色は原則ｻｯｼと同色、網の色は黒となります。
・網目は18ﾒｯｼｭ（1つの穴の大きさが約1.4㎜角）です。
・商品によっては納期が2～3週間かかる場合が御座います。
・玄関扉、勝手口ﾄﾞｱ、ﾃﾗｽﾄﾞｱは別途お打合せ願います。

■ｱﾝﾃﾅ
・施工当日、電波状況、天候によりお取り付けが
できない場合が御座います。
・矢木式ｱﾝﾃﾅは原則屋根上設置、壁面ｱﾝﾃﾅは壁面設置と
なっております。
・片流れ屋根の場合には、ｻｲﾄﾞﾍﾞｰｽによるお取付とさせて
頂く場合が御座います。
・壁面ｱﾝﾃﾅの取付が不可の場合には八木式ｱﾝﾃﾅをお取付
させて頂きます。
・ｱﾝﾃﾅ取付位置はご希望に添えない場合が御座います。
・分配器付近にｺﾝｾﾝﾄが無い場合は別途料金がかかる場合が
御座います。
・地方局は保証対象外となります。

■ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙの色は指定が無い場合、額縁に近い色でお取付
させて頂きます。
・取付方法は額縁の内側に天井付でお取付させて頂きます。
・ｴｱｺﾝの干渉により、装飾ﾚｰﾙの取付が難しい場合も
御座います。

■外構
・現場状況によって価格が変動したり、お取付ができない
場合が御座います。
・天候の影響、ﾒｰｶｰ都合による納期延滞によっては工事を延
期させて頂く場合が御座います。
・掘削作業の際、配管、建物基礎等の関係でご依頼頂いた
商品のお取付が出来ない場合が御座います。その場合には
掘削した部分の復旧はさせて頂きますが、それ以上の保証
はしかねますのでご了承ください。

■その他
・お選び頂いた全ての商品につきまして現地調査後、
お見積を作成･ご提出させて頂きます。
・施工ﾐｽや不慮の作業事故の際には、原則補修（ﾘﾍﾟｱ）での
対応とさせて頂きます。
・お客様からの要望によるﾒﾝﾃﾅﾝｽや点検の場合、出張費を
頂く場合が御座います。
（弊社施工不良の場合はかかりません）
・商品発注後のお客様都合による商品の仕様変更、ｷｬﾝｾﾙは
原則お受けできません。
・天候やﾒｰｶｰ都合による商品の納期遅延などによる作業
日程の遅れについては保証しかねますのでご了承下さい。
・商品取付後に誤った使用方法による破損や事故等に関し
ましては、保証致しかねますのでご了承下さい。
・自然災害による商品の破損、補修に関しましては保証対象
外となります。
・工事前に家具、家電の搬入、設置はお控えください。

■法令に基づく表記
運営業者：Quality R 株式会社（クオリティアール） 代表取締役：松本 健司
所在地：〒300-2655 茨城県つくば市島名2921-1
Tel：029-828-6178 ／ Fax：029-828-6177
代金の支払い及び方法：銀行振込
その他費用：金融機関振込手数料 ／ 施工時に必要となる電気、水道料金はお客様のご負担となります。

■ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ

■Glass Film
・合わせガラス、ペアガラス（複層ガラス）の場合は、構成
されているガラスが型ｶﾞﾗｽの場合、施工不可となります。
・熱割れに対する保証はおこなっておりません。

ご契約いただきます工事が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・
工事請負契約約款を充分お読みください。
(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合：訪問販売、電話勧誘販売による取引
Ⅰ 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
① 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日
以内は、お客様(注文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに
生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
ア)お客様(注文者)が工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場
合等
② 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文主)が誤認し、または威迫したことにより困
惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受け
た日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
Ⅱ 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
① 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
② 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
③ 契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
④ 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求するこ
とができます。
⑤ すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、注文者に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。

■枕棚
・枕棚の色は指定が無い場合、洋室の場合ホワイト。
和室の場合シナ柄でお取り付けさせて頂きます。
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Q uality R 株式会社

〒300-2655

茨城県つくば市島名2921-1

Tel：029-828-6178

Web：http://quality-res.com/クオリティ アール

総合建設業

■ 新築工事

■ リフォーム・修繕

■ バリアフリー

■ インスペクション

■ オフィス・テナント

■ インスペクション

■ 建築アドバイザー

■ DIYお手伝い

品 質

本 質

性 質

について考えられる

建設会社


