
COLORS for GLAMP

●シート防水+タイル
　モダンホワイト

●ローダイニングソファ
　2脚　ベージュ

●ローダイニングチェア
　2脚　ベージュ

●ローダイニングテーブル
　コンロ付き　1台
　ベージュ

●ラグ　ブラウン
●BBQグリルスタンド
　BBQグリル　1セット
　ベージュ

●シート防水+タイル
　ダークネイビー

●ローダイニングソファ
　2脚　ブラウン

●ローダイニングチェア
　2脚　ブラウン

●ローダイニングテーブル
　コンロ付き　1台
　ブラウン

●ラグ　シルバー
●BBQグリルスタンド
　BBQグリル　1セット
　ブラウン

□シンク（混合水栓・単水栓）
　￥30,000-　/ 台
　（カラー /ベージュ・ブラウン）

□パラソル（ベース付き）
　￥45,000-　/ セット
　（カラー /ベージュ）

□ボールスタンドライト（ｘ2個）
　￥36,000-　/ セット
　（カラー /ホワイト）

□ラウンドポット
　￥ 11,800-　/ 個
　（カラー /ホワイト・グレー）

□ロングポット
　￥ 17,500-　/ 個
　（カラー /ホワイト・グレー）

オススメNO.1 オプションがこのスカイバスです。
スクエアなフォルムで上品な肌触りそしてココチいいバブル。
夏はリゾートヴィラのようにクールダウンのプールとして
冬は露天風呂として日常的にご使用いただける非日常アイテムです
熱くも冷たくもない 35 ～ 36 度の不感温度で、どうぞ。
※ワーケーションプランの場合はスカイバス無しとなります。

□ホームバー ZONE □リラクゼーション ZONE
・バーテーブル　1台（カラー /グレー）
・バーチェア　2脚セット（ベージュ or ブラウン）
・バーデッキ一式

別途オプション（税別）
　□背面幕板追加 42,000 円
　□側面幕板追加 33,000 円
　□黒竹組子スクリーン 62,000 円

フレーム・シェード
　□あり
　□なし（GLAMP標準設定）

※「黒竹組子ｽｸﾘｰﾝ」は天然素材の為、経年劣化（褪色等）します。また、手摺としての機能はありません

※色は COLORS ホワイト・COLORS ブラックに準ずる。

※色は COLORS ホワイト・COLORS ブラックに準ずる。

スカイバス（オプション）　1箇所 750,000 円（税別）

COLORS ホワイト　for GLAMP “Villa” COLORS ブラック　for GLAMP “LUX/IORI”

□
CHECK

□
CHECK

ZONE オプション　1セット　100,000 円（税別）　※2つ目以降　139,800 円（税別）

・リクライニングチェア 2脚セット
　（カラー /ホワイト or ダークグレー）
・サイドテーブル　1台（ホワイト or ダークグレー）
・人工芝

□NEWリラクゼーション ZONE
・NEWリクライニングチェア　2脚セット
　（カラー /ベージュ or ブラウン）
・NEWサイドテーブル　1台（ベージュ or ブラウン）
・人工芝

その他おすすめアイテム
□
CHECK

GLAMP基本セット
□
CHECK

宛先： 株式会社LEGACY 宛 2019年7月現在

MAI L ： l g-info@ legacy-company. jp

依頼書を受領後、㈱PASIOより貴社へ連絡が入ります。（ 作図は作図依頼後1週間を目安としてく ださい）

ご記入日

加盟店名

ご担当者様名

ご住所

ご担当者様連絡先

ご担当者様メ ールアド レス

物件名

＜COLORS価格＞

　 価格につきましては、 別途価格表にてご確認の上、 本【 注文申込書】 にてお申込みく ださい。

　 支払条件： 初回納期1週間前振込。 ２ 回目以降、 当月〆、 翌月20日払いになり ます。

　※協力費などの会費について値引きなどはしておりません。

＜COLORS内容＞　 ※GLAMP基本セット価格については、 別途【 COLORS価格表】 をご覧く ださい。

●GLAMP基本セット　右図の基本セットカラーを選択してください

●オプション選択　右図のオプション一覧より選択してください

　＋スカイバスオプション

　＋ZONEオプション　◆ホームバーZONE　/　◆リラクゼーションZONE　/　◆NEWリラクゼーションZONE

　＋その他オプションアイテム

＜COLORS発注について＞　 ※別紙注文フローをご確認く ださい

①【注文申込書】 に必要事項をご記入頂きまして、 レガシィ までメ ールにて送信く ださい。

   ※防水施工１ ヶ月以上前でお願いします

　 送信後、 ㈱PASIO担当： 伊東（ i t ou@pasio. bi z） より メ ールにて必要書類（作図依頼書等） を送付します。

②PASI Oから送付された「 作図依頼書」 他に必要事項をご記入の上、

　 各階平面図と立面図PDFデータ、 PH階CADデータ、 現場案内図をメ ールでPASIOへ送付く ださい。

□作図依頼書の送信後、COLORS作図の作成、正式なCOLORSの請求書を発行になります。

□COLORS施工前までに物件の必要工事の完了、工事１週間前までにPASIOへ代金支払いになります。

□COLORS作図の㎡数は、少数点第１位を四捨五入して計算します。

邸 納品希望 月　 　 　 　 日　

GLAMP parts.                      COLORS　 【 注文申込書】

　 　 　 　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 日

　 〒



有効期限　：　2021年1月1日～2021年12月31日迄 ※COLORS for GLAMP 2021年1月1日現在

　※2021年1月1日以降の「作図依頼」「見積依頼」に適用されます

株式会社 PASIO

〒651-0091　

兵庫県神戸市中央区若菜通6-4-24-1001

【COLORS本体価格表（税別）】 【全国運賃表（税別）】 TEL/FAX：　078-587-5698

【備考条件】

①COLORS本体価格表の5㎡毎の価格に、「全国運賃表にある地域の運賃」を加算した合計金額が実際の価格となります。

②上記「シート防水セット材工価格」には、シート防水の工事費用が含まれます。（防水保障10年付）　※「排水ドレイン＆オーバーフロー管」は、各2組が含まれます。2組を超える場合（3組以上）、別途20,000円/組を計上さ

③床材（タイル）が含まれます。

④セット内容及びオプション内容は、別紙も併せて御確認ください

　・オプションで、「ホームバーzone」「リラクゼーションzone」「ＮＥＷリラクゼーションｚｏｎｅ」の内、２つ選択された場合、2つ目のオプション価格は、139,800円（税別）になります。※1つ目は、100,000円（税別）

　※屋上・テラス・バルコニーの面積の大きさや形状によって、ご希望のzoneやアイテムが設置できない場合もございます

⑤材工共の価格です。

⑥お支払条件は、施工10日前までに前金でご入金をお願いいたします。

　 次回工事以降は、防水施工当月末締め、御社支払条件になります。（現金振込） ※防水施工が無い場合、「タイル・家具設置及び納品 当月締め」になります。

⑦㎥数は、小数点第一位を四捨五入してカウントさせて頂きます。

⑧壁の開口部がないなどの場合、御社にて「レッカー車」「クレーン車」を段取り・費用負担を願います。※ローダイニングソファ、スカイバスは、サイズが大きく、室内階段で荷揚げが困難な為

COLORS 【 価 格 表 】　　　

㎡
シート防水セット

材工価格
防水なし
材工価格

北海道 100,000

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 70,000

61〜65 1,370,000 925,000 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・山梨・長野・福岡・大分 40,000

66〜70 1,420,000 950,000 栃木・群馬・新潟・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島 50,000

51〜55 1,270,000 875,000 福井・鳥取・岡山・広島・徳島・香川 20,000

56〜60 1,320,000 900,000 富山・石川・岐阜・静岡・島根・山口・愛媛・高知 30,000

愛知・三重 10,000

41〜45 1,170,000 825,000 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山 0

31〜35 1,070,000 775,000

46〜50 1,220,000 850,000

36〜40 1,120,000 800,000 沖縄 別途見積り

26〜30 1,020,000 750,000

21〜25 970,000 725,000

70㎥超及び11㎥未満は都度見積もり

16〜20 920,000 700,000

11〜15 870,000 675,000


	
	レガシー「GLAMP」


