
  

[OF-11] Ｃｅｆｉｔ可動間仕切収納 オーダーフォーム 1/2  20200317 

 

＊印：記入必須項目 記入日       年     月     日 

1. 希望納期 

※ 日曜・祝日はご

指定いただくこ

とができません 

最短出荷可能日は、この返信に付属の注文確定連絡フォーム受付後８営業日目となります。 

地域により配送日数が異なります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 

納期が記入日より１ヶ月以上先の場合、参考見積をお知りになりたい場合は参考見積書をお送りします。

 

2. ご連絡先 貴社名＊  

部署名  

ご住所＊ 

電話番号* 

FAX 番号* 

〒＿＿＿－＿＿＿＿ 

 

TEL（    ）    －      FAX（    ）    －      

ご担当者名＊  

3. 物件情報 お名前（物件名）＊  

住宅の種類＊ 戸建 マンション その他（             ） 

工事の種類＊ 新築 リフォーム その他（             ） 

設置場所の数 １ヶ所   何ヶ所か間仕切る場所がある（      ヶ所） 

※設置場所が複数の場合は 2 枚目をコピーして注文情報をご記入ください 

引合いのきっかけ 
施主様指定 設計・デザイナー様指定 不明 

紹介（紹介者・本部・取扱店名                ）

4. 納入先情報 

※ お決まりの場合

ご記入ください 

 

 

時間指定不可、軒先下ろし、手渡しとなります。 

現場直送の場合は、現場地図を添付の上、納入日に荷受人と連絡可能な電話番号を 

かならずご記入ください。 

搬入路状況   4 ㌧可  ４㌧不可 

施工店入れ（標準） 

＜２.ご連絡先＞と同じ 

＜２.ご連絡先＞と異なる（下欄にご記入ください） 

現場直送（下欄にご記入の上、現場地図をこの用紙と一緒に FAX してください） 

納入先情報 

納入先名称  

住 所 
〒＿＿＿－＿＿＿＿ 

 

荷受担当者 

電 話 番 号 

担当者名          ℡（    ）    － 

納入日に荷受担当者と連絡可能な電話番号をご記入ください 
 

５．通信欄 納入先と請求先が異なる場合等のご連絡や、ご注文に関する質問等ございましたらこちらにご記入ください。 

〔個人情報の利用〕 
ご記入いただいたお客様の個人情報は見積りの回答や商品の配送以外に、新商品ニュースの送付などに利用させていただ

く場合がございますのでご了承ください。 

     年    月    日 （ □ 確定 ・ □ 予定 ・ □ 参考見積 ）

アクシス㈱ セフィットご注文・お問い合わせ窓口行

ＴＥＬ：0120-348-225

ＦＡＸ：06-4391-7102

order＠ce-fit.com

※ ４㌧不可の場合はご相談となります。２㌧車指定につ

いては、地域により別途チャーター費用が発生する場

合がございます。 

s_matsui
スタンプ

s_matsui
スタンプ
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６．注文情報＊ 

(ア) 設置方法・ユニット台数・ユニットの割付・廻り縁の有無と形状を選択してください 

 

完全間仕切 

 

半間仕切 

 

半間仕切 

 

完全間仕切 

 

◆ユニット台数 

◆ユニットの割付 

 均等割 

 不均等割 

◆廻り縁の有無と形状 

 廻り縁なし 

 廻り縁あり 

 廻り縁 スタンダード 

D 

ｍｍ

H 

ｍｍ

 廻り縁 デコラ 

D 

ｍｍ

H 

ｍｍ
 

(イ) 寸法の指定 
どちらかに 

チェック  
 ユニット品番・幅を指定する  ユニット幅・品番を指定しない 

寸法１ 

天井高さ 

 「床面(FL)～天井面(CL)」を３ヶ所以上採寸します 

※ 対応可能範囲 1900～2580 ミリ 

※ ３ヶ所以上測った寸法を全てご記入ください 

※ バラツキ対応範囲は±5 ミリ、合計 10 ミリです 

  バラツキが大きい場合はお問い合わせください。 

１ ２ ３ 

ｍｍ ｍｍ ｍｍ

寸法２ 

設置場所 

間口寸法 A 

全てのユニットの幅寸法を指定する場合は A 記入不要 A をかならず記入してください 

(ア)で選んだ配置方法の設置場所間口寸法 A の

位置を参考に、廻縁・幅木・腰壁等は配慮せずに

「壁面～壁面」 

「壁面～ユニット側面」を数箇所採寸します 

 ※完全間仕切の場合バラツキ

対応可能範囲は±３ミリ、現場

カットは-20 ミリまで可能で

す。バラツキが大きい場合はお

問い合わせください 

設置場所 

間口寸法 A

（最大） 
ｍｍ

 

 

品番と 

各ユニット 

幅の指定 

ユニット １台目 ２台目 ３台目 ４台目 

品番     

幅 ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ

※幅など指定しないユニットはある場合は「×」をご記入ください 

弊社で確認の上、参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします 

※品番・ユニット幅は弊社で確認し 

 参考見積書・注文確認書に記入して返信いたします 

 

(ウ) ユニットタイプと色柄の選択、オプションの追加、カスタムパーツの追加 

ユニット １台目 ２台目 ３台目 ４台目 
 参 考  ユニットタイプと対応可能範囲について 

扉・FIX パネル 

色柄 

 クリアホワイト 

 コンフォートクリア 

 コンフォートダーク 

 ホワイトエルム 

 コンフォートミディアム

 

本体カラーオプション     

タ
イ
プ

棚パイプセット     

棚セット     

ダブルシェルフ     

オ
プ
シ
ョ
ン 

扉なし     

ｻｲﾄﾞｽﾍﾟｰｻｰなし     

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟなし     

本体連結穴追加     

連結パネル追加     

セレクトハンドル  角型（大）  角型（小） 

追
加
カ
ス
タ
ム
パ
ー
ツ

必要数をご記入ください 大 小 大 小 大 小 大 小

ハンガーパイプ         

棚板         

引出し（1 段）(*)         

小物ハンガーバー     

※ MP1-10・MP1-12 をご注文の場合、ハンガーパイプ・棚板・引出しには大小があります。  (*) 引出し最上段の上には棚板が別途必要となります 

(エ) 備考 

その他  

 

不均等の場合、詳細を示す

平面図等を添付願います

台

廻り縁ありの場合、

ご記入ください 

Ｗ Ｗ

Ａ設置場所間口寸法

幅 幅 Ｗ Ｗ

Ａ
設置場所
間口寸法

Ｗ Ｗ

Ａ
設置場所
間口寸法

D

H

D

H

21 3

Ａ

Ａ

Ａ
Ａ

記入不要

Ｗ幅

扉を開くごとに
①棚板×1
②ハンガーパイプ×1

MP1-07/09： 700～ 960

MP1-10/12： 961～1400

MP1-14/16：1401～1900

標準セット品

幅

①棚板×4

MP1-07S/09S：700～960

標準セット品

Ｗ Ｗ幅

①棚板×8
②固定棚×1(両面利用可)

MP1-07W/09W：700～960

標準セット品

1

1

1

1

2

1 1

1 1

1 1

1

2

1

1

棚・パイプセット 棚セット ダブルシェルフ

対応可能オプション 対応可能オプション 対応可能オプション

※ 追加可能なカスタム
　  パーツは棚板のみです

側面を両側とも

壁に寄せる 

側面を片側だけ

壁に寄せる 

側面を両側とも

壁に寄せる 

袖壁パネルを追加

して壁に寄せる 



セフィット「可動間仕切収納」設置場所確認リスト 

可動間仕切収納を正しく快適にお使いいただくためには、お見積りのご依頼・ご注文前に、カタログ P17-18「設
計上のご注意」を必ずご確認の上、チェックリストの「はい」をチェックし、オーダーフォームと一緒に FAX し
てください。「いいえ」の項目がある場合は、お問い合わせください 

邸  名  様邸 

確認項目 確認内容  は  い

1. 設置場所付近の天井は平らで「可

動間仕切収納」を突っ張ることが

できる 

額縁、見切り材などの出っぱりや、照明、火災警報器などの設

備機器位置を避けて「可動間仕切収納」を設置できる計画にな

っている。 
□ 

重量の目安 

 

本体重量 ～３枚扉： 最大 約 140ｋｇ （キャスター4 個） 

 ４枚扉： 最大 約 160ｋｇ （キャスター5 個） 

 ※ カスタムパーツなし 

本体+収納物 最大 約 300ｋｇ 

2. 床の構造と床暖房などの組み込

み設備が破損する恐れがない 

床暖房が設置されている部屋ではない 

□ 

キャスターによる凹みキズの恐れがない。 
□ 

収納ユニットが沈み込んでしまう恐れがない。 

※ コルクフロア、クッションフロア、カーペット、畳などやわらかい床仕上

げ材ではない（お使いいただくことができません） 
□ 

3. 床仕上げ材の種類と強度 

遮音タイプの床材ではない 
□ 

幅木・腰壁・壁見切り 
厚み：１０ミリ以下 

高さ：フリー □ 

廻縁（スタンダードタイプ） 
厚み：１０ミリ以下 

高さ：フリー □ 

4. 造作材(幅木・廻縁・腰壁)など壁

面から出ている部分の寸法 
※ 廻縁寸法は注文書 2 枚目に詳細をお書

きください 

廻縁（デコラタイプ） 
厚み：４８ミリ以下 

高さ：５０ミリ以下 □ 
ハロゲンランプなど高温になる器具を使用していない。 

□ 

設置時に「可動間仕切収納」と近すぎない。 
□ 

5. 照明器具の種類と位置 

移動時に「可動間仕切収納」に当たらない。 
□ 

6. 空調の位置と空気の吹き出す方

向 

直接冷風や温風が「可動間仕切収納」に当たらない。 
□ 

設置時に「可動間仕切収納」から６０センチ以上離れている。 
□ 

7. 火災警報器の位置 

移動時に「可動間仕切収納」に当たらない。 
□ 

8. スイッチやコンセントの位置 設置時に、照明などのスイッチボックスやコンセントが「可動間

仕切収納」に隠れない。 □ 
設置時に「可動間仕切収納」の扉を開いてもカーテンレールな

どに当たらない。 □ 
9. 窓とカーテンレール、カーテンボッ

クスの距離 

移動時にカーテンレールなどにぶつかることなく「可動間仕切

収納」を動かせる。 □ 
10. ドア（建具）の開き勝手と位置 設置時に、開いたドア（建具）が「可動間仕切収納」に当たらな

い。 □ 
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