
                                              

＝＝発注一覧のご案内＝＝ 
 

 ご注文の際には下記内容をご理解の上、ご購入願います。 
 
 
 
 

※本部指定建材とは、必ず本部であります 
    ㈱ベリーズホールディングスの指示に沿って 
 ご購入願います。 
 
※おすすめ建材とは、ベリーズホームのこれまでの 
    お客様邸にて使用している商材・建材を選りすぐり 
    おすすめしております。 
    基本、各店にお任せしており自由発注となります。 
 



    本部指定建材 
 

     外壁の漆喰系塗りのノンクラック通気工法  
       ＝富士川建材工業株式会社＝ 

      
■お見積り・・・・・・・・・ベリーズ本部迄 
↓              ※お見積り返信迄、１週間程度頂きます。 
■ご注文依頼・・・・・・・・ ベリーズ本部迄、発注依頼書を 
              (お見積書に署名捺印し発注書と書き換えの上) 
               お送り願います。 
↓               ベリーズよりご請求書をお送り致します。 

■お支払い・・・・・・・・・ 前払い確認後本発注となります為ご請求金額をお振込み願います 
↓ 
■本発注・・・・・・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。 
 ↓                                                         
■ご納品・・・・・・・・・・入金確認後、７日間程度となります。  

※お見積書・発注書はベリーズHP内にあります。 
加盟店様ページの発注先一覧→外壁の漆喰系塗りのノンクラック通気口法→購入ページ 
よりダウンロード可能です。 
http://florence.berryshome.jp/wp-content/uploads/2018/09/fujikawa.pdf 

 



本部指定建材 ※2社ございます。 
 
 

    ①フローリング：関東近県以外 
      ＝株式会社ニッシンイクス＝ 

 
■お見積り・・・・・・・・・ベリーズ本部迄、束数をメールにてお知らせ願います。 
               佐々木アドレス：berrys.minky.7.24@gmail.com 
↓              ※お見積り返信は１週間程度頂きます。 
               
■ご注文依頼・・・・・・・・ ベリーズ本部迄、 
               お見積り書に署名捺印していただき、注文書と書き換えの上、 
↓              ベリーズ本部までお送り願います。 
               ベリーズよりご請求書をお送り致します。 

■お支払い・・・・・・・・・ 前払いにて本発注となります為、ご請求金額をお振込み願います 
↓ 
■本発注・・・・・・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。 
 ↓                                                         
■ご納品・・・・・・・・・・入金確認後、７日間程度となります。 

    



 
 本部指定建材 

 

    ②フローリング：関東近県（東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・静岡・山梨） 

         ＝細田木材＝ 
■お見積り・・・・  ベリーズ本部迄 
↓         ※束数をメールにてお知らせ願います。 
           佐々木アドレス：berrys.minky.7.24@gmail.com 
           ※お見積り返信は１週間程度頂きます。 
■ご注文依頼・・・  ベリーズ本部迄、 
           お見積り書に署名捺印していただき、注文書と書き換えの上、 
↓         ベリーズ本部までお送り願います。 
           ベリーズよりご請求書をお送り致します。 
■お支払い・・・・ 前払いにて本発注となります為、ご請求金額をお振込み願います 
↓ 
■本発注・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。 
 ↓                                                         
■ご納品・・・・・  入金確認後、７日間程度となります。 

    



  
     エイジング 
 

          ＝Freedom＝ 
■施工予定日お知らせ願い・・・・・エイジングの施工日を御知らせ下さい。 

                              仮押さえ予約をしておくことも可能です。 
     ↓ 

■デザイン依頼・・・・・・・・・・図面確定した段階でメールにてご依頼願います。 
↓                 佐々木アドレス：berrys.minky.7.24@gmail.com 
■見積り・・・・・・・・・・・・・ベリーズ本部迄ご依頼下さい。 
                 お見積り返信は3日～5日程度頂きます。 
↓ 
■お支払い・・・・・・・・・・・・前払い確認後の本発注とさせていただきます為、 
↓                 施工実施日の2週間前までに、お支払い金額をお振込み願います。 
                  
■本発注・・・・・・・・・・・・・入金確認後に仮押さえ予約から予約確定と致します。 

  
造形作家のスケジュールが 込み合う場合がありますので日程確認を行います。 
EXプランのご契約となった早い段階で施工実施予定をご指定ください。 

 

本部指定建材 



 
 本部指定建材に付随する費用 

 

   エイジング交通費+宿泊費 
                      ＝Freedom＝           
     ■支払い・・・・・・・前払いとなります為、ご請求金額をお振込みください。 
                                                 ※エイジング費用のご請求時に、一緒にご請求させて頂きます。 
                                                 ※エイジング費用の御支払いと共に、エイジング交通費の 
                             ご入金確認が出来ない場合、エイジング予定が 
                                                     確定致ましせんのでご注意願います。 
 
   内訳・注意点・・・・・※造形作家が1人で施工する場合、施工日数は22日掛かります。 
                     22泊分の宿泊費内容にてご請求致します。 
                                             

                                                                      ※天候不良により作業ができない場合の宿泊費は別途頂戴致します。 
                       後日、御請求致します。 
                  
                      ※造形作家の他に複数人で施工する場合もございます。その分工期が短縮されましても 
                        22泊＝22人工分としてご請求致します。 
                        (造形作家以外の交通費+宿泊費は御請求致しません。) 
                     
                                          ※エイジング施工内容とは別に、独自で足りない工事が出た場合の 
                        依頼費に付きましては別途御請求させて頂きます。 
                        (宿泊の場合には宿泊費も御請求させて頂きます。) 
                   
                      ※交通費はエイジング施工過程により、移動手段は異なります。 
 



 本部指定建材 
 

 ベリーズオリジナルFRP窓枠下飾り&鎧戸  
 

      ＝freedom＝ 

     ■ご注文・・・・・・・発注書にてご注文願います。 
                ↓           ベリーズ本部よりご請求書をお送りいたします。 
                ※お見積り返信には3日～5日程度頂きます。 
 
    ■お支払い・・・・・・前払い確認後の本発注とさせていただきます。 
     ↓            ご請求金額をお振込みください。 

 
    ■納品・・・・・・・・本発注後、特注品の為50日程度かかります。 

                                                 (ご予定が有る場合はお早目に発注・希望納期をお知らせ下さい。) 

             ※発注書はベリーズHP内にあります。 

        加盟店様専用→発注先一覧ページ→ 
      →ベリーズオリジナルFRP窓枠下飾り＆鎧戸→注文書ダウンロード 
 



 本部指定建材 ※2社ございます。製品の特色や、ご希望の色味で選択して下さい。 

       ①天然柿渋塗料のオイルステインカラー 

           ＝エイブルエンジニアリング株式会社＝ 
                  ■見積り～注文・・・・・・・    ・  直接、メーカーまでご依頼下さい 
                                    担当：高頭：03-3868-2984 

                  ■お支払い・・・・・・・・・・・  前払  又は、 御社締め日から３０日間以内 

                  ■納期・・・・・・・・・・・・・  発注後５日程度となります。 
  
  

         ②オイルステインカラー 
          ＝オスモ＆エーデル株式会社＝ 
          ■見積り～発注・・・・・・・・・担当：工藤 携帯：080-2415-7160 
         
         ■お支払い・・・・・・・・・・・代金引換 

                ■納期・・・・・・・・・・・・・発注後５日程度となります。 

 



   本部指定建材 
   キッチン （框組の扉にタイル天板） 

                       ＝株式会社キムラ＝ 
        ■見積り・・・・・・株式会社キムラ：各担当者までご依頼ください。 
      ↓                 プランシートも含めたお見積りは7日～10日程お時間をいただきます。 

    ■ご注文依頼・・・・  ベリーズ本部迄、発注依頼書をお送り願います。 
↓         ※発注書に署名捺印をお願いします。 
          後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。 

 
■お支払い・・・・・前払いにて本発注となります為、ご請求金額を期日までにお振込み願います 
↓ 
■本発注・・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。 
 ↓                                                         
■ご納品・・・・・・  入金確認後、３０日間程度となります。 

    

         ※お見積書・発注書はベリーズHP内にあります。 
加盟店様ページの発注先一覧→キッチン(框組の扉にタイル天板)→ 
→購入ページよりダウンロード可能です。 

 



本部指定建材 
  タイル貼り 洗面台  

    ＝株式会社キムラ＝ 
        ■見積り・・・・・   株式会社キムラ：各担当者まで 
        ↓         プランシートも含めたお見積りは7日～10日お時間をいただきます。 

      ■ご注文依頼・・・   ベリーズ本部迄、発注依頼書をお送り願います。      
        ↓         ※発注書に署名捺印をお願いします。                                                                                                     
               後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。 

 
 ■お支払い・・・・   前払い確認後の本発注となります為、お支払い金額を期日までに 
            お振込み願います。 
     ↓ 
 ■ご発注・・・・・   ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。 
     ↓                                                         
 ■ご納品・・・・・   入金確認後、３０日間程度となります。 

 ※お見積書 兼 発注書はベリーズHP内にあります。 
加盟店様ページの発注先一覧→洗面台タイル貼り→購入ページ 
よりダウンロード可能です。 

 



  本部指定建材 
   木製室内ドア 

           ＝株式会社キムラ＝ 
       ■見積り・・・・・・・・株式会社キムラ：各担当者まで 
      ↓           プランシートも含めたお見積りは7日～10日お時間をいただきます。 

       ■ご注文依頼・・・・・・ベリーズ本部より、発注依頼書をお送り願います。 
↓                  ※発注書に署名捺印をお願いします。 
                   後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。 
 
 ■お支払い・・・・・・・前払い確認後の本発注となります為、お支払い金額を期日までに 
            お振込み願います 

 ↓ 
  ■ご発注・・・・・・ ・・ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。 
 ↓                                                         
  ■ご納品・・・・・・・・入金確認後、３０日間程度となります。    

※お見積書  兼  発注書はベリーズHP内にあります。 
加盟店様ページの発注先一覧→木製室内ドア→購入ページ 
よりダウンロード可能です。 

 



   本部指定建材 
    チェッカーガラス&泡入りガラスの木製室内窓 

             ＝株式会社キムラ＝ 
                  ■見積り・・・・・・・・株式会社キムラ：各担当者まで 
      ↓                    プランシートも含めたお見積りは7日～10日お時間をいただきます。 

      ■ご注文依頼・・・・・・㈱ベリーズホールディングス迄、発注依頼書をお送り願います。 
↓                 ※発注書に署名捺印をお願いします。 
                  後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。 

 
 ■お支払い・・・・・・ ・前払い確認後の本発注となります為、お支払い金額を期日までに 
             お振込み願います 
 ↓ 
 ■ご発注・・・・・・ ・  入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。 
 ↓                                                         
 ■ご納品・・・・・・・・入金確認後、３０日間程度となります。 

※お見積書 兼 発注書はベリーズHP内にあります。 
加盟店様ページの発注先一覧→木製室内ドア→購入ページ 
よりダウンロード可能です。 

 



    本部指定建材 
      無垢材棒とアイアン金具の階段手摺 

              ＝アイティシー株式会社＝ 

 ■発注～納期・・・・・・・・ベリーズのホームページ、加盟店様ページの発注先一覧→ 

                   無垢材とアイアン金具の階段手摺→購入ページ 

                         と進んで行き、直接ご購入下さい。 

                           https://itcjapan.shop-pro.jp/?pid=34282960    
                 

    本部指定建材 
                無垢材とアイアンの棚 

                      ＝ツリーハウスス＝ 
 ■発注～納期・・・・・・・・・ベリーズのホームページ、加盟店様ページの発注先一覧→ 

        無垢材とアイアンの棚→購入ページと進んで行き、直接ご購入下さい。 

 

https://itcjapan.shop-pro.jp/?pid=34282960�


本部指定建材 
       エコウィンハイブリッド 

                ＝さくら・グローバルコーポレーション㈱＝ 

■見積り・・・・・・・  さくらグローバルコーポレーション迄お願いします。 
    ↓                                        平面・立面・エコウィン設置位置・エコウィン希望の位置をお知らせ下さい 
              担当者：国枝   
                                                メールアドレス：kunieda@sakura-global.co.jp 
                                                携帯：070-1494-0920 

                                                FAX：63-5577-7698 

            ■発注・・・・・・・・見積書兼、発注書に署名捺印の上、FAXにてご返信下さい。 
 ↓ 
■支払い・・・・・・・請求書をお送りしますので納期の3日前までにご入金下さい。 
 ↓ 
■発注・・・・・・・・大阪より発送します。時間指定はできません。 
 ↓ 
■納期・・・・・・・・発注日より約10日～13日 
               商品の在庫状況によって、受注発注となります。 
               その場合、納期が1ヶ月以上となる場合がありますので、早めにご相談下さい。 

 

mailto:kunieda@sakura-global.co.jp�


    本部指定建材 
     室内壁漆喰塗り（室内壁に漆喰を使用する場合） 

                        ＝エイブル・エンジニアリング㈱＝ 

■見積り～注文・・・・・・・・・直接、メーカーまでご依頼下さい 

                担当：高頭：03-3868-2984 

■お支払い・・・・・・・・・・・前金 又 御社締め日から３０日間以内 

■納期・・・・・・・・・・・・・発注後５日程度となります  
  

 ※漆喰パーシモンの説明はベリーズHP内に御座います。 

    加盟店様専用→発注先一覧ページ→室内壁漆喰塗り→ 

    →漆喰のパーシモンの説明       

    よりダウンロード可能です。 
 



エイジング用ブリックタイル  

御見積書・発注書につきましては、加盟店様専用ページに進んで頂き、発注先一覧

ページよりエイジングブリックタイルの項目からダウンロード願います。 
商品は電子カタログP.221~222をご覧下さい。 
 

見積書：http://florence.berryshome.jp/wp-content/uploads/2018/06/tile.pdf 

FAX：0749-42-8130←見積り・発注送信先 

注意：エイジングブリックタイルはフラットタイプをご購入下さい。 
 

  本部おすすめ建材 
   ＝㈱東洋石創＝ 



玄関タイル 

本部おすすめ建材 
＝㈱東洋石創＝ 
     商品名：テラコッタタイル 電子カタログ電子カタログP.158 

※Gタイプは表面がザラザラしており玄関タイルに適している為、 
おすすめです。 
御見積書・発注書につきましては、加盟店様専用ページに進んで頂き、 
発注先一覧ページよりエイジングブリックタイルの項目から 
ダウンロード願います。 
見積書：http://florence.berryshome.jp/wp-content/uploads/2018/06/tile.pdf 
見積・発注先FAX：0749-42-8130 
 
 



木製階段 

本部おすすめ建材 
＝ウッドワン＝ 
 
 
 

木製階段でしたらOKです 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://woodone-
catalog.gamedios.com/iportal/CatalogSearch.do?method=catalogSearchByAnyCategories
&volumeID=JKN08003&categoryID=1931510000&designID=JKND01 



ベリーズオリジナル・ストレッチクロス 
本部おすすめ建材 
＝トキワ産業㈱＝ 
 

宜しければ、ベリーズ無償支援キットでお送りしましたカタログからご直接
ご注文下さい。 



 コートハンガー 
  本部おすすめ建材 
  ＝ツリーハウス＝ 
 

自由発注です 
※１００円ショップのセリア等でも購入できます。 
ベリーズのホームページ加盟店様ページの発注先一覧→オプション→ 
コートハンガー→直接購入ページに繋がります。 
 
 
 
 

     
   https://item.rakuten.co.jp/cleebs/kgg0843/ 



マガジンラック 

本部おすすめ建材 
＝セリア＝ 
 

自由発注です 
１００円ショップのセリアでは他にもアイアンパーツを販売しております。 
 



造作カウンター&手洗いボウル 
本部おすすめ建材 
＝㈱アトミックホーム・インターナショナル＝ 
 

ベリーズのホームページ、 
加盟店様ページの発注先一覧→オプション→造作カウンター&手洗いボウル→加盟サイト 
に繋がりますので、宜しければ直接ご購入下さい。 



薪ｽﾄｰﾌﾞ+二重煙突+レンガ炉台 
本部おすすめ建材 
＝㈱ホンマ制作所＝ 担当：中川 
 

ベリーズのホームページ、 
加盟店様ページの発注先一覧→オプション→薪ｽﾄｰﾌﾞ+二重煙突+レンガ炉台→購入サイト 
に繋がりますので、宜しければ直接ご購入下さい。 
 



      自由発注 
サッシのカラー        屋根の材質                                                  ウッドデッキ                                                            

 
屋根のカラー        破風&水切りの材質                   ニッチ       

 
雨どい           バルコニー笠木のカラー                          キッチンカウンター 
       

換気ベントキャップ     物干し金具のカラー             可動式集成材の棚 
                                                                                                                                                                                                  ※W1800mmまでとなります。 
 

外水道           インターホン                                        ウォールレール     

 
玄関ドア          エコキュート              無垢材の棚 

  

巾木            キッチン笠木&階段笠木&窓         リビング天井の梁  
  ※SPF材を磨いて使用して下さい 

  

木製廻り縁         クローゼット中段 パイプ付枕棚       キッチン腰壁板張り 
  

室内スイッチ        ユニットバス 
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	本部指定建材　　タイル貼り 洗面台　
	  本部指定建材   木製室内ドア
	   本部指定建材    チェッカーガラス&泡入りガラスの木製室内窓
	    本部指定建材      無垢材棒とアイアン金具の階段手摺
	本部指定建材       エコウィンハイブリッド
	    本部指定建材     室内壁漆喰塗り（室内壁に漆喰を使用する場合）
	エイジング用ブリックタイル　
	玄関タイル
	木製階段
	ベリーズオリジナル・ストレッチクロス
	 コートハンガー
	マガジンラック
	造作カウンター&手洗いボウル
	薪ｽﾄｰﾌﾞ+二重煙突+レンガ炉台
	　　　   自由発注
	スライド番号 36
	スライド番号 37




ベリーズホーム

16日第2部

発注・広告データー

各種サポートの御説明

14時30分～15時00分　佐々木











契約後～完成するまでの流れ

ベリーズのおうちをご契約

し着工準備に入りましたら、

速やかにHP下部にあります

加盟店様専用の中にある、

物件情報を送信 へ入力して送信をして下さい。

ステップ1













契約後～完成するまでの流れ

ステップ2

ステップ1での物件情報に対する変更が発生した場合は、佐々木まで電話連絡の上お客様邸事前アンケートの再入力をお願いします。

↓

ステップ3

HPで動画案内があるように、ベリーズ本部にて仕様確認をさせて頂きます。

基準をクリアして頂きますと、ベリーズのおうちデザイン仕様確認証書をメールでお送りさせて頂きます。

（額縁は御社で御用意下さい。）額縁URL　https://item.rakuten.co.jp/naito-frame/9500_gre_a4/

↓ 

ステップ4

ベリーズのおうち仕様である証と致しまして、お客様にベリーズのおうちデザイン仕様確認証書をお渡し下さい。

（額縁は御用意下さい。）額縁 URL     https://item.rakuten.co.jp/naito-frame/9500_gre_a4/











契約後～完成するまでの流れ

ステップ5-1

ベリーズ指定建材：見積依頼・発注方法

下記、建材は必ず採用して下さい



■キッチン・洗面台・木製室内ドア・木製室内窓■ 　　㈱キムラ

㈱キムラ各エリア担当者へ直接見積り依頼して下さい。

↓↓↓↓↓

発注はベリーズ本部へお願いします

(オーダー品の為、前払いにてお支払い頂き、ご入金後正式発注となります)

↓↓↓↓↓

納品日は御入金後　約１ヶ月となります



■外壁の漆喰系塗りノンクラック通気工法■　　富士川建材工業㈱

見積りはベリーズ本部にお願いします。

数量積算は富士川建材のサポートを受けた上で御社でお願いします。

↓↓↓↓↓

発注はベリーズ本部へお願いします(前金となり御入金後正式発注となります)

↓↓↓↓↓

納品日は御入金後　約７日となります















契約後～完成するまでの流れ

ステップ5-2







■フローリングオイルステインカラー■ 　オスモ＆エーデル㈱

見積りはオスモ＆エーデル㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

発注はオスモ＆エーデル㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

納品日は約５日後となります(代引きです)



■フローリングオイルステインカラー■ 　エイブルエンジニアリング㈱

見積りはエイブルエンジニアリング㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

発注はエイブルエンジニアリング㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

納品日は約５日後となります

↓↓↓↓↓

支払いは御社の締め日から30日以内でお願いします。(不可の場合は前払いにてお支払い願います)

オイルステインは2社から選択できます。

製品の特色や、お好みのカラーで等で

お選びいただき、ご注文ください。









契約後～完成するまでの流れ

ステップ5-3





■冷暖房エコウィン■　さくら・グローバル㈱

↓↓↓↓↓

見積りはさくら・グローバル㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

発注はさくら・グローバル㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

納品日は約10～13日後となります。※在庫ない場合は1か月少々かかります。

↓↓↓↓↓

支払いは納期の3日前までにお支払い下さい。















契約後～完成するまでの流れ

ステップ5-4



■フローリング■　株式会社ニッシンイクス：関東近県以外

見積りはベリーズ本部にお願いします。束数をお知らせ下さい

↓↓↓↓↓

発注はベリーズ本部にお願いします。 (お支払いは前払いとなり御入金後正式発注となります)

↓↓↓↓↓

納品日は約５日後となります





■フローリング■　細田木材（東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・静岡・山梨）

見積りはベリーズ本部にお願いします。束数をお知らせ下さい

↓↓↓↓↓

発注はベリーズ本部にお願いします。 (お支払いは前払いとなり御入金後正式発注となります)

↓↓↓↓↓

納品日は約５日後となります

















契約後～完成するまでの流れ

ステップ5-5



■エイジング／エイジング交通費■　フリーダム

見積りはベリーズ本部にお願いします。

↓↓↓↓↓

発注はベリーズ本部にお願いします。 (施工費・宿泊交通費全て前払いとなり御入金後、正式発注となります)

↓↓↓↓↓

施工予定日が決まり次第、HPの加盟店専用ページのカレンダーを閲覧し、仮予約の御連絡をお願いします

御入金後正式予約となります。



■オリジナルＦＲＰ窓下台+鎧戸■　フリーダム

見積りはベリーズ本部にお願いします。

↓↓↓↓↓

発注はベリーズ本部にお願いします。 (オーダー品の為、前払いとなり御入金後正式発注となります)

↓↓↓↓↓

納品日は約50日後となります。お早めにご注文ください。













契約後～完成するまでの流れ

ステップ5-6



■無垢材とアイアンの棚■　ツリーハウスガーデン



直接、ホームページからご購入下さい。

↓↓↓↓↓

納品日はツリーハウスガーデンにお問い合わせ下さい。





■室内漆喰■　エイブルエンジニアリング㈱

見積りはエイブルエンジニアリング㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

発注はエイブルエンジニアリング㈱にお願いします。

↓↓↓↓↓

納品日は約５日後となります

↓↓↓↓↓

支払いは御社の締め日から30日以内でお願いします。(不可の場合は前払いにてお願いします)











契約後～完成するまでの流れ

ステップ6

完成邸のお写真を本部までお送り下さい。

（メールにて指定建材部分のお写真を含めて複数枚ご提出願います。）

↓

↓

ステップ7

完成邸お写真にてデザイン・仕様確認させて頂き、基準をクリアして頂いたお客様邸に関しましてベリーズのおうち認定プレートを発行させて頂きます。

こちらは有償となりますので必ず実行予算に入れておいて下さい。

（6,480円税込+送料）









契約後～完成するまでの流れ

ステップ8

　　　送っていただきました写真は、ベリーズ本部にて

　　　メディア掲載に活用させて頂きます。

　　　ベリーズ本部メディア掲載不可の場合は、

　　　佐々木までご連絡いただければ掲載はいたしません。







　　　＊＊＊＊　以上、ベリーズのおうち

ご契約後から完成するまでの流れとなります＊＊＊＊















                                              

＝＝発注一覧のご案内＝＝





ご注文の際には下記内容をご理解の上、ご購入願います。








※本部指定建材とは、必ず本部であります

    ㈱ベリーズホールディングスの指示に沿って

　ご購入願います。



※おすすめ建材とは、ベリーズホームのこれまでの

    お客様邸にて使用している商材・建材を選りすぐり

    おすすめしております。

    基本、各店にお任せしており自由発注となります。











　　　　本部指定建材



     外壁の漆喰系塗りのノンクラック通気工法 

       ＝富士川建材工業株式会社＝

　　　　　

■お見積り・・・・・・・・・ベリーズ本部迄

↓　　　　　　　　　　　　　 ※お見積り返信迄、１週間程度頂きます。

■ご注文依頼・・・・・・・・ ベリーズ本部迄、発注依頼書を

　　　　　　　　　　　　　　(お見積書に署名捺印し発注書と書き換えの上)

　　　　　　　　　　　　　　 お送り願います。

↓　　　　　　　　　　　　　  ベリーズよりご請求書をお送り致します。

■お支払い・・・・・・・・・ 前払い確認後本発注となります為ご請求金額をお振込み願います

↓

■本発注・・・・・・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。

 ↓                                                        

■ご納品・・・・・・・・・・入金確認後、７日間程度となります。 

※お見積書・発注書はベリーズHP内にあります。

加盟店様ページの発注先一覧→外壁の漆喰系塗りのノンクラック通気口法→購入ページ

よりダウンロード可能です。

http://florence.berryshome.jp/wp-content/uploads/2018/09/fujikawa.pdf











本部指定建材　※2社ございます。





    ①フローリング：関東近県以外

      ＝株式会社ニッシンイクス＝



■お見積り・・・・・・・・・ベリーズ本部迄、束数をメールにてお知らせ願います。

　　　　　　　　　　　　　　 佐々木アドレス：berrys.minky.7.24@gmail.com

↓　　　　　　　　　　　　　 ※お見積り返信は１週間程度頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　

■ご注文依頼・・・・・・・・ ベリーズ本部迄、

　　　　　　　　　　　　　　 お見積り書に署名捺印していただき、注文書と書き換えの上、

↓　　　　　　　　　　　　　 ベリーズ本部までお送り願います。

　　　　　　　　　　　　　　 ベリーズよりご請求書をお送り致します。

■お支払い・・・・・・・・・ 前払いにて本発注となります為、ご請求金額をお振込み願います

↓

■本発注・・・・・・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。

 ↓                                                        

■ご納品・・・・・・・・・・入金確認後、７日間程度となります。

　　　













　本部指定建材



    ②フローリング：関東近県（東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・静岡・山梨）



　　　     ＝細田木材＝

■お見積り・・・・  ベリーズ本部迄

↓　　　　　　　　　※束数をメールにてお知らせ願います。

　　　　　　　　　  佐々木アドレス：berrys.minky.7.24@gmail.com

　　　　　　　　　  ※お見積り返信は１週間程度頂きます。

■ご注文依頼・・・  ベリーズ本部迄、

　　　　　　　　　  お見積り書に署名捺印していただき、注文書と書き換えの上、

↓　　　　　　　　　ベリーズ本部までお送り願います。

　　　　　　　　　  ベリーズよりご請求書をお送り致します。

■お支払い・・・・ 前払いにて本発注となります為、ご請求金額をお振込み願います

↓

■本発注・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。

 ↓                                                        

■ご納品・・・・・  入金確認後、７日間程度となります。

　　　











　



    エイジング





　　　　　    ＝Freedom＝

■施工予定日お知らせ願い・・・・・エイジングの施工日を御知らせ下さい。

                          　　　　仮押さえ予約をしておくことも可能です。

　　　  ↓

■デザイン依頼・・・・・・・・・・図面確定した段階でメールにてご依頼願います。

↓　　　　　　　　　　　　　　　　 佐々木アドレス：berrys.minky.7.24@gmail.com

■見積り・・・・・・・・・・・・・ベリーズ本部迄ご依頼下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　お見積り返信は3日～5日程度頂きます。

↓

■お支払い・・・・・・・・・・・・前払い確認後の本発注とさせていただきます為、

↓ 　　　　　　　　　　　　　　　　施工実施日の2週間前までに、お支払い金額をお振込み願います。

　　　　　　  　　　　　　　　　

■本発注・・・・・・・・・・・・・入金確認後に仮押さえ予約から予約確定と致します。

 

造形作家のスケジュールが 込み合う場合がありますので日程確認を行います。

EXプランのご契約となった早い段階で施工実施予定をご指定ください。



本部指定建材











　本部指定建材に付随する費用



   エイジング交通費+宿泊費

                      ＝Freedom＝          

　　   ■支払い・・・・・・・前払いとなります為、ご請求金額をお振込みください。
                                                 ※エイジング費用のご請求時に、一緒にご請求させて頂きます。
                                                 ※エイジング費用の御支払いと共に、エイジング交通費の

　　　　　　　　　                    ご入金確認が出来ない場合、エイジング予定が

                                                     確定致ましせんのでご注意願います。



　　　内訳・注意点・・・・・※造形作家が1人で施工する場合、施工日数は22日掛かります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  22泊分の宿泊費内容にてご請求致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                 　　   ※天候不良により作業ができない場合の宿泊費は別途頂戴致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    後日、御請求致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※造形作家の他に複数人で施工する場合もございます。その分工期が短縮されましても

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     22泊＝22人工分としてご請求致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (造形作家以外の交通費+宿泊費は御請求致しません。)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ※エイジング施工内容とは別に、独自で足りない工事が出た場合の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     依頼費に付きましては別途御請求させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (宿泊の場合には宿泊費も御請求させて頂きます。)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ※交通費はエイジング施工過程により、移動手段は異なります。










　本部指定建材



　ベリーズオリジナルFRP窓枠下飾り&鎧戸　



　　　　　　＝freedom＝

　　　　 ■ご注文・・・・・・・発注書にてご注文願います。

                ↓　　　　　　　　　　 ベリーズ本部よりご請求書をお送りいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　 ※お見積り返信には3日～5日程度頂きます。



　　　　■お支払い・・・・・・前払い確認後の本発注とさせていただきます。
　　　　 ↓　　　　　　　　　　  ご請求金額をお振込みください。



　　　　■納品・・・・・・・・本発注後、特注品の為50日程度かかります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      (ご予定が有る場合はお早目に発注・希望納期をお知らせ下さい。)
　　　　　　       ※発注書はベリーズHP内にあります。
　　　　　　　　加盟店様専用→発注先一覧ページ→
　　　　　　→ベリーズオリジナルFRP窓枠下飾り＆鎧戸→注文書ダウンロード










　本部指定建材　※2社ございます。製品の特色や、ご希望の色味で選択して下さい。

       ①天然柿渋塗料のオイルステインカラー



          ＝エイブルエンジニアリング株式会社＝

                  ■見積り～注文・・・・・・・    ・  直接、メーカーまでご依頼下さい

　　　　　　　　　　　　　　　　                    担当：高頭：03-3868-2984

                  ■お支払い・・・・・・・・・・・  前払　　又は、　御社締め日から３０日間以内

                  ■納期・・・・・・・・・・・・・  発注後５日程度となります。

 

 

         ②オイルステインカラー

        	 ＝オスモ＆エーデル株式会社＝

　　　　　　　   ■見積り～発注・・・・・・・・・担当：工藤 携帯：080-2415-7160

　　　　　　　　

　　　　　　　  ■お支払い・・・・・・・・・・・代金引換

                ■納期・・・・・・・・・・・・・発注後５日程度となります。











   本部指定建材

   キッチン　（框組の扉にタイル天板）



                      ＝株式会社キムラ＝

　　　　　   ■見積り・・・・・・株式会社キムラ：各担当者までご依頼ください。

　　　　  ↓　　　　　　           プランシートも含めたお見積りは7日～10日程お時間をいただきます。

　　　　■ご注文依頼・・・・  ベリーズ本部迄、発注依頼書をお送り願います。

↓　　　　　　　　　※発注書に署名捺印をお願いします。

　　　　　　　　　　後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。



■お支払い・・・・・前払いにて本発注となります為、ご請求金額を期日までにお振込み願います

↓

■本発注・・・・・・ ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。

 ↓                                                        

■ご納品・・・・・・  入金確認後、３０日間程度となります。

　　　

 　　　　　　　　※お見積書・発注書はベリーズHP内にあります。

加盟店様ページの発注先一覧→キッチン(框組の扉にタイル天板)→

→購入ページよりダウンロード可能です。











本部指定建材

　　タイル貼り 洗面台　

　　　　＝株式会社キムラ＝

 　　　　　  ■見積り・・・・・   株式会社キムラ：各担当者まで

　　　　　   ↓　　　　　　　  プランシートも含めたお見積りは7日～10日お時間をいただきます。

　　　　  ■ご注文依頼・・・   ベリーズ本部迄、発注依頼書をお送り願います。     

　　　　　   ↓　　　　　　　  ※発注書に署名捺印をお願いします。                                                                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。



 ■お支払い・・・・   前払い確認後の本発注となります為、お支払い金額を期日までに

　　　　　　　　　   お振込み願います。

     ↓

 ■ご発注・・・・・   ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。

     ↓                                                        

 ■ご納品・・・・・   入金確認後、３０日間程度となります。

　※お見積書 兼 発注書はベリーズHP内にあります。

加盟店様ページの発注先一覧→洗面台タイル貼り→購入ページ

よりダウンロード可能です。











  本部指定建材

   木製室内ドア

           ＝株式会社キムラ＝

 　　　　  ■見積り・・・・・・・・株式会社キムラ：各担当者まで

　　　　  ↓　　　　　　　　　　　プランシートも含めたお見積りは7日～10日お時間をいただきます。

　　　　   ■ご注文依頼・・・・・・ベリーズ本部より、発注依頼書をお送り願います。

↓　　　　　　　　　         ※発注書に署名捺印をお願いします。

　　　　　　　　　　         後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。



 ■お支払い・・・・・・・前払い確認後の本発注となります為、お支払い金額を期日までに

　　　　　　　　　　　　お振込み願います

 ↓

  ■ご発注・・・・・・ ・・ご入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。

 ↓                                                        

  ■ご納品・・・・・・・・入金確認後、３０日間程度となります。　　　

※お見積書  兼  発注書はベリーズHP内にあります。

加盟店様ページの発注先一覧→木製室内ドア→購入ページ

よりダウンロード可能です。











   本部指定建材

    チェッカーガラス&泡入りガラスの木製室内窓

             ＝株式会社キムラ＝

                  ■見積り・・・・・・・・株式会社キムラ：各担当者まで

　　　　  ↓　　　　　　　　            プランシートも含めたお見積りは7日～10日お時間をいただきます。

　　　　  ■ご注文依頼・・・・・・㈱ベリーズホールディングス迄、発注依頼書をお送り願います。

↓　　　　　　　　　        ※発注書に署名捺印をお願いします。

　　　　　　　　　　        後日、ベリーズよりご請求書をお送りいたします。



 ■お支払い・・・・・・ ・前払い確認後の本発注となります為、お支払い金額を期日までに

　　　　　　　　　　　　 お振込み願います

 ↓

 ■ご発注・・・・・・ ・  入金確認が出来次第、本発注とさせて頂きます。

 ↓                                                        

 ■ご納品・・・・・・・・入金確認後、３０日間程度となります。

※お見積書　兼　発注書はベリーズHP内にあります。

加盟店様ページの発注先一覧→木製室内ドア→購入ページ

よりダウンロード可能です。











    本部指定建材

      無垢材棒とアイアン金具の階段手摺

              ＝アイティシー株式会社＝

 ■発注～納期・・・・・・・・ベリーズのホームページ、加盟店様ページの発注先一覧→

                   無垢材とアイアン金具の階段手摺→購入ページ

                         と進んで行き、直接ご購入下さい。

                           https://itcjapan.shop-pro.jp/?pid=34282960   



               

　　　　本部指定建材

                無垢材とアイアンの棚

                      ＝ツリーハウスス＝

 ■発注～納期・・・・・・・・・ベリーズのホームページ、加盟店様ページの発注先一覧→

　　　　　　　　無垢材とアイアンの棚→購入ページと進んで行き、直接ご購入下さい。











本部指定建材

       エコウィンハイブリッド

                ＝さくら・グローバルコーポレーション㈱＝

■見積り・・・・・・・  さくらグローバルコーポレーション迄お願いします。

    ↓                                        平面・立面・エコウィン設置位置・エコウィン希望の位置をお知らせ下さい

　　　　　　　　　　　   担当者：国枝　　

                                                メールアドレス：kunieda@sakura-global.co.jp

                                                携帯：070-1494-0920

                                                FAX：63-5577-7698
            ■発注・・・・・・・・見積書兼、発注書に署名捺印の上、FAXにてご返信下さい。

　↓

■支払い・・・・・・・請求書をお送りしますので納期の3日前までにご入金下さい。

　↓

■発注・・・・・・・・大阪より発送します。時間指定はできません。

　↓

■納期・・・・・・・・発注日より約10日～13日

　　　　　　　　　　     商品の在庫状況によって、受注発注となります。

　　　　　　　　　　     その場合、納期が1ヶ月以上となる場合がありますので、早めにご相談下さい。











    本部指定建材

     室内壁漆喰塗り（室内壁に漆喰を使用する場合）



                       ＝エイブル・エンジニアリング㈱＝

■見積り～注文・・・・・・・・・直接、メーカーまでご依頼下さい

　　　　　　　　　　　　　　　　担当：高頭：03-3868-2984

■お支払い・・・・・・・・・・・前金　又　御社締め日から３０日間以内

■納期・・・・・・・・・・・・・発注後５日程度となります 

 

　※漆喰パーシモンの説明はベリーズHP内に御座います。

　　　　加盟店様専用→発注先一覧ページ→室内壁漆喰塗り→

　　　　→漆喰のパーシモンの説明　　　　　　

　　　　よりダウンロード可能です。











エイジング用ブリックタイル　

御見積書・発注書につきましては、加盟店様専用ページに進んで頂き、発注先一覧ページよりエイジングブリックタイルの項目からダウンロード願います。

商品は電子カタログP.221~222をご覧下さい。



見積書：http://florence.berryshome.jp/wp-content/uploads/2018/06/tile.pdf

FAX：0749-42-8130←見積り・発注送信先

注意：エイジングブリックタイルはフラットタイプをご購入下さい。







  本部おすすめ建材

   ＝㈱東洋石創＝









玄関タイル

本部おすすめ建材

＝㈱東洋石創＝



　　　　商品名：テラコッタタイル　電子カタログ電子カタログP.158

※Gタイプは表面がザラザラしており玄関タイルに適している為、

おすすめです。

御見積書・発注書につきましては、加盟店様専用ページに進んで頂き、

発注先一覧ページよりエイジングブリックタイルの項目から

ダウンロード願います。

見積書：http://florence.berryshome.jp/wp-content/uploads/2018/06/tile.pdf

見積・発注先FAX：0749-42-8130



















木製階段

本部おすすめ建材

＝ウッドワン＝







木製階段でしたらOKです



















http://woodone-catalog.gamedios.com/iportal/CatalogSearch.do?method=catalogSearchByAnyCategories&volumeID=JKN08003&categoryID=1931510000&designID=JKND01









ベリーズオリジナル・ストレッチクロス

本部おすすめ建材

＝トキワ産業㈱＝



宜しければ、ベリーズ無償支援キットでお送りしましたカタログからご直接ご注文下さい。









 コートハンガー

  本部おすすめ建材

  ＝ツリーハウス＝



自由発注です

※１００円ショップのセリア等でも購入できます。

ベリーズのホームページ加盟店様ページの発注先一覧→オプション→

コートハンガー→直接購入ページに繋がります。









    

   https://item.rakuten.co.jp/cleebs/kgg0843/









マガジンラック

本部おすすめ建材

＝セリア＝



自由発注です

１００円ショップのセリアでは他にもアイアンパーツを販売しております。











造作カウンター&手洗いボウル

本部おすすめ建材

＝㈱アトミックホーム・インターナショナル＝



ベリーズのホームページ、

加盟店様ページの発注先一覧→オプション→造作カウンター&手洗いボウル→加盟サイト

に繋がりますので、宜しければ直接ご購入下さい。











薪ｽﾄｰﾌﾞ+二重煙突+レンガ炉台

本部おすすめ建材

＝㈱ホンマ制作所＝　担当：中川



ベリーズのホームページ、

加盟店様ページの発注先一覧→オプション→薪ｽﾄｰﾌﾞ+二重煙突+レンガ炉台→購入サイト

に繋がりますので、宜しければ直接ご購入下さい。













　　　   自由発注

サッシのカラー　　　　　   屋根の材質                                                　 ウッドデッキ　　　                                                         　



屋根のカラー　　　　　　  破風&水切りの材質　　　　　　　          　 ニッチ　　　　　 



雨どい　　　　　　　　　  バルコニー笠木のカラー　                      　  キッチンカウンター

　　　　 　

換気ベントキャップ　　　  物干し金具のカラー　　　　　　   　　　　可動式集成材の棚

                                                                                                                                                                                         　　　　　　   ※W1800mmまでとなります。



外水道　　　　　　　　　  インターホン                                    　　　　ウォールレール　　　 



玄関ドア　　　　　　　　  エコキュート　　　　　　　　　　　　　　無垢材の棚

 

巾木　　　　　　　　　　  キッチン笠木&階段笠木&窓　　　  　　　　リビング天井の梁 

  ※SPF材を磨いて使用して下さい

 

木製廻り縁　　　　　　　  クローゼット中段　パイプ付枕棚   　　　　キッチン腰壁板張り

 

室内スイッチ　　　　　　  ユニットバス

 















15時00分～15時10分

休憩10分
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