
■　配送・納期 ■　家具組⽴サービス
ご注⽂から納品までは凡そ60⽇が⽬安となります。   　　組⽴が必要な家具をご購⼊頂いた場合、家具組⽴サービスをお申込み頂けます。　　　　

　　　対象アイテム　　　　 ダイニングテーブル、センターテーブル、TVボード、ソファ、ダイニングチェア
【 製品別納期 】　・・・　詳細は納期表をご確認ください 　　　料 ⾦ 　　　　　　　　組⽴料 6,000円 /アイテム + 配送料 1,000円 /便

納期⽬安 　　　納期　　　　　　　　　45⽇
　　Aアイテム　　キッチン、バックセット、テンダーウォール　テンダーウォールオプション、キッチンオプション ほか 凡そ60⽇ 　　　時間指定　　　　　　①　8︓00〜12︓00　　　　②　12︓00〜18︓00
　　Bアイテム　　ダイニングテーブル、ダイニングチェア、センターテーブル、TVボード、ソファ、家具オプション ほか 凡そ45⽇ 　　●　配送エリアによっては時間指定が出来ない場合があります。
　　　● AアイテムとBアイテムを同時注⽂し同時配送となる場合はAアイテムの納期となります。 　　●　荷受⼈が必ず必要です。当⽇荷受できなかった場合、再配送までに1週間ほどお時間をいただきます。また、キャンセル料として同額の組⽴・配送料が発⽣致します。
　　　● 祝⽇・夏期休業・年末年始などの時期は別途⽇数が必要となります。 　　●　納品⽇前⽇に、荷受⼈宛に配送業者よりご連絡致します。納品時間についての⾳声ガイダンスが流れますので、必ずご確認いただくようお願い致します。
　　　● 離島への配送は承っておりません。 　　＊ 遠隔地など⼀部地域はサービスの対象外となります。
　　　● 2t⾞1台での配送となります。但し、東北６県･新潟･⻑野･北海道の⼀部（札幌市から⽚道100kmを超えるエリア）は4t⾞での配送となります。

■　取付⼯事
【 納品⽇の変更について 】
　　納品⽇変更期限を事前にお知らせするため、変更期限の５⽇前/2⽇前/当⽇（⼟⽇祝除く）に⼯期管理者様へアラートメールを送付させていただきます。 ＜取付費＞
　　納品⽇確定後の⽇程変更の費⽤は施⼯コースの選択により異なります。 　　キッチンのみ価格に標準取付費が含まれております。その他のアイテムは別途取付費が必要となりますが、

　　キッチンとバックセット同⽇の納品・取付の場合はその取付費は無料になります。　＊ 家具の組⽴は建築会社様にて対応をお願いします。
施⼯メニュー︓TJM取付コースの場合（納品先エリアにより選択できない場合があります） 　　施⼯メニューにて『配送のみ』を選択された場合は取付費⽤として120,000円をお値引きいたします。

＜納品⽇変更＞
　　● 納品⽇変更期限は納品⽇の10⽇前（⼟⽇祝除く）となります。 施⼯メニュー︓TJM取付コースの場合　・・・　標準取付費以外に以下の費⽤が発⽣する場合があります
　　● 連絡なく変更期限を過ぎた場合には当初納品⽇で確定となります。
　　● 納品⽇確定後に⽇程変更が発⽣した場合には、以下の費⽤を請求させていただきます。 ＜墨出しオプション＞

墨出しオプションは15,000円にて承っております。
　　　　・⼟⽇祝除く6⽇前まで ・・・・・・・・・・・・・・延⻑保管料のみ 　※キッチンご注⽂前の現調・墨出し対応は承っておりません。
　　　　・⼟⽇祝除く5⽇前〜４⽇前まで・・・・・・・8万円＋延⻑保管料 　※弊社からご購⼊いただいた商品以外の⽀給品については、取付・設置・墨出しは承っておりません。
　　　　・⼟⽇祝除く3⽇前〜前⽇まで・・・・・・・・・10.5万円＋延⻑保管料
　　　　・納品当⽇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13万円＋延⻑保管料 ＜遠⽅費＞

納⼊場所により費⽤が異なって参りますので、WEB発注システムにてお⾒積り作成の上ご確認をお願い致します。
＊延⻑保管料・・・延⻑⽇数（⼟⽇祝含む）×1,000円

＜階上費⽤＞
　　● 変更期限の前後を問わず、⽇程の前倒し変更には対応できません。 ワークトップを含む全ての部材をエレベーターで搬⼊ができず、階段を⽤いた階上げ搬⼊の場合に発⽣致します。

ロープでの吊り上げ、ユニック等の重機を⽤いた搬⼊は承っておりません。重機での搬⼊が必要な場合は建築会社様にてご⽤意ください。
施⼯メニュー︓配送のみの場合 2階上げ費

＜納品⽇変更＞ 3階以上階上げ費（1フロア当たり単価）　
　　● 納品⽇変更期限は納品⽇の10⽇前（⼟⽇祝除く）となります。 例）５階へ上げる場合︓2階  25,000円 + 3階  5,000円 + 4階  5,000円 + 5階 5,000= 40,000円
　　● 連絡なく変更期限を過ぎた場合には納品⽇の再指定が必要となります。 ＊　階上費⽤の上限は40,000円です。
　　● 納品⽇確定後に⽇程変更が発⽣した場合には、以下の費⽤を請求させていただきます。 ＊　キッチンと他アイテムを別⽇程で搬⼊する場合はそれぞれに階上費⽤がかかります。

　　　　・⼟⽇祝除く４⽇前まで・・・・・・・・・・・・・・延⻑保管料のみ
　　　　・⼟⽇祝除く3⽇前〜前⽇まで・・・・・・・・・2.5万円＋延⻑保管料 ＜2階搬⼊禁⽌製品＞
　　　　・納品当⽇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円＋延⻑保管料 ポポラート・ポポラートアイランド及びフルトールバックセット（垂直フリッパータイプ）は2階以上の搬⼊を禁⽌とさせて頂きます。

万⼀誤って発注された場合には、弊社では設置階への搬⼊及び取付をお請けできません。
＊延⻑保管料・・・延⻑⽇数（⼟⽇祝含む）×1,000円

＜取扱い説明について＞
　　● 変更期限の前後を問わず、⽇程の前倒し変更には対応できません。 取付⼯事後の製品の取扱い説明は致しません。取扱い説明⽤動画をご⽤意しておりますので、ご確認頂くようお願い致します。

　https://graftekt.jp/manual
■　配送時間

■　製品のキャンセル、変更について
　配送の時間指定は下記時間帯の中からお選びいただけます。 

ご注⽂後の発注内容の変更及びキャンセルはできません。 
　時間指定　　　①　8:00　　　②　8:30　　　③　9:00　　　④　9:30　　　⑤　10:00
　　＊　⼀部製品及び地域は時間指定ができない場合があります。 ■　保証

   - 施⼯メニュー︓配送のみの場合 　　●　納品⽇から27ヶ⽉後の末⽇となります。
　商品の納⼊は⾞上渡しになります。納品⽇の当⽇は最低2 名の荷受け作業員の⼿配をお願いします。 　　●　専⽤の保証書がある機器は、各機器メーカーの保証に準じます。
　荷受ができず再配送になった場合は、別途配送料を頂戴いたします。

■　配送料

　　キッチンのみ価格に配送料が含まれております。
　　その他のアイテムは別途配送料が必要となりますが、キッチンと同⽇の配送にした場合、その配送料は無料になります。
　　キッチンと別便配送、またはキッチンをご注⽂されない場合については、便ごとに別表に記載された配送料が必要になります。
　　詳細は納期表をご確認ください。

2023年1⽉改定版

  GRAFTEKT 運⽤⼿引き資料

キッチン・バックセット・
テンダーウォール・家具

25,000 円
5,000 円
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キッチンと同時に購⼊する場合 キッチン購⼊後に追加購⼊する場合

①全て同⽇に納品する場合
納期 配送⽅法 配送料 組⽴料 時間指定 納期 配送⽅法 配送料 組⽴料 時間指定

キッチン
バックセット
テンダーウォール
シンクアクセサリー
収納アクセサリー
ダストボックスワゴン
テンダーウォールパーツ
家具オプション
ダイニングチェア
ダイニングテーブル
センターテーブル
TVボード
ソファ

*1…Bアイテムの専⽤便に組⽴サービスはありません。家具の組⽴は建築会社様にて対応をお願いします。
*1…祝⽇・夏季休業・年末年始などの時期は別途⽇数が必要となります。
*2…アイテム毎に組⽴料が発⽣します。

②Bアイテムを別⽇に納品する場合 離島など⼀部地域への配送はできません。
納期 配送⽅法 配送料 組⽴料 時間指定

キッチン ＊⼀つのご注⽂内で納期が複数となった場合には最⻑納期が適⽤されます。
バックセット ＊専⽤便と⼀般便を選択された場合には専⽤便にまとめて配送致します。
テンダーウォール
シンクアクセサリー
収納アクセサリー
ダストボックスワゴン
テンダーウォールパーツ
家具オプション ●複数アイテムを同⽇配送にする場合は、納期の⻑いアイテムに合わせて配送⽇をご指定ください。
ダイニングチェア 配送料は最上部の価格が適⽤となります。
ダイニングテーブル ●キッチンオプションはキッチン購⼊物件での追加発注時のみご購⼊が可能です。
センターテーブル ●バックセットオプションはバックセット購⼊物件での追加発注のみご購⼊が可能です。
TVボード ●北海道・沖縄・離島など⼀部地域は配送できないか別途配送料が必要になる場合がございます。
ソファ
家具オプション
ダイニングチェア
ダイニングテーブル
センターテーブル
TVボード
ソファ

*1…祝⽇・夏季休業・年末年始などの時期は別途⽇数が必要となります。
*2…アイテム毎に組⽴料が発⽣します。
*3…Bアイテムの専⽤便に組⽴サービスはありません。家具の組⽴は建築会社様にて対応をお願いします。

離島など⼀部地域への配送はできません。

-

⼀般配送

センターテーブル
TVボード
ソファ

ダイニングチェア
ダイニングテーブル 45⽇　*１

15⽇　*１

  GRAFTEKT 納期表

Aアイテム

60⽇ 専⽤便 キッチンに含む

キッチンに含む

①午前8時
②午前8時30分
③午前9時
④午前9時30分
⑤午前10時

60⽇
専⽤便

40,000円
（税込44,000円）

/ 便

120,000円
（税込132,000円）

①午前8時
②午前8時30分
③午前9時
④午前9時30分
⑤午前10時

15⽇　*１

ダストボックスワゴン
テンダーウォールパーツ
家具オプション

-  *3

①午前8時
②午前8時30分
③午前9時
④午前9時30分
⑤午前10時

Bアイテム

45⽇　*１

⼀般配送
1,000円

（税込1,100円）
/ 便

-

①午前8時〜正午
②正午〜午後6時各6,000円 *2

（税込6,600円）

Bアイテム 専⽤便
40,000円

（税込44,000円）
/ 便

バックセット
テンダーウォール
キッチンパネル
ジョイナー
シンクアクセサリー

-

①午前8時〜正午
②正午〜午後6時

Aアイテム 60⽇ 専⽤便 キッチンに含む キッチンに含む

Bアイテム - *1

1,000円
（税込1,100円）

/ 便

-

①午前8時
②午前8時30分
③午前9時
④午前9時30分
⑤午前10時

各6,000円 *2
（税込6,600円）

収納アクセサリー

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

離島配送不可

 株式会社 TJMデザイン



2022年4⽉改定版

　TJM取付コースに関して

■　⼯事区分 ■　TJM取付コース　選択不可エリア

TJM取付コースには以下の費⽤が含まれます。 　　全市区町村が選択不可となる県

●下地・設備⽴ち上げ位置の確認（現調） ⻘森県、 岩⼿県、 秋⽥県、 ⼭形県、 富⼭県、 ⽯川県、 福井県、
　　　　※ご注⽂前の現調は承っておりません。
●搬⼊費⽤（１階への搬⼊） ⿃取県、 島根県、 ⼭⼝県、 ⾹川県、 徳島県、 愛媛県、 ⾼知県、 沖縄県
●キッチン本体の取付
●機器の取付（接続は除く） 　※北海道は提携店での対応エリアとなるため、別途ご確認が必要です。
　　　　※⽀給品の取付は承っておりません。

以下の材料⼿配ならびに接続は建築会社様にてご対応いただきます。

　　⼀部市区町村が選択不可となる府県

建築会社様での対応 TJMでの対応
給排⽔の⽴ち上げ・接続 ⽔栓本体のキッチンへの据付 以下の市区町村では取付を承ることができません。

⽌⽔栓の⼿配・取付
給⽔接続後の漏⽔検査 　三重県 ︓⿃⽻市、 尾鷲市、 熊野市、 志摩市、 度会町、 ⼤紀町、 南伊勢町、 紀北町、 御浜町、 紀宝町

　岐⾩県 ︓下呂市、 ⾶騨市、 ⾼⼭市、 ⽩川村

　和歌⼭県 ︓新宮市、 すさみ町、 那智勝浦町、 ⼤地町、 古座川町、 北⼭村、 串本町

建築会社様での対応 TJMでの対応 　京都府 ︓舞鶴市、 宮津市、 京丹後市、 伊根市、 与謝野町
給排気ダクトの配管 レンジフードの本体取付

レンジフードとダクトの接続 　兵庫県 ︓豊岡市、 養⽗市、 ⾹美町、 新温泉町
吊りボルトの⼿配・設置、固定ナットの⼿配

　淡路島を除く各都道府県の⼤⼩離島

建築会社様での対応 TJMでの対応
建築仕上げ材とキッチン間のコーキング TJM⼿配キッチンパネルとキッチン間のコーキング

建築会社様⼿配キッチンパネルとキッチン間のコーキング

※⼯事区分に関する詳細は⼯事区分表をご確認ください。

＜ 給排⽔ ＞

＜ レンジフード ＞

＜ コーキング ＞
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建設会社
区分

TJMデザイン
区分

外壁の開⼝⼯事 ○

建築壁下地補強⼯事 ○

アンカー・吊ボルト⼯事 ○

キッチンパネル下地処理 ○

給排気ダクト  配管⼯事 ○

電気・アース  配線⼯事 ○

給⽔・給湯  配管⼯事 ○

排⽔管  配管⼯事 ○

ガス管  配管⼯事 ○

キッチンパネル取付 ○ 製品加⼯・建築壁への取付け ※⽀給品の取付は承っておりません

キャビネット・ワークトップ設置 ○

ビルトイン機器の設置 ○ ビルトイン機器のキッチン本体への組込み ※⽀給品の取付は承っておりません

レンジフード取付 ○ 機器本体および化粧パネルの取付け ※⽀給品の取付は承っておりません

⽔栓（浄⽔器）の取付 ○ ワークトップへの取付・同梱部材の組⽴て ※⽀給品の取付は承っておりません

排⽔部品の組⽴ ○

製品間のシーリング ○

キッチン設置後の養⽣ ○

製品と建築仕上材とのシーリング ○

養⽣剥がし・撤去 ○

コンセント器具の⼿配・取付 ○

電気機器との接続 ○

レンジフードとダクトの接続⼯事 ○

ガス調理機器へのガス接続⼯事 ○

給⽔管、⽌⽔栓の⼿配・取付 ○

給⽔・給湯配管と⽔栓の接続 ○

建築側排⽔管への接続⼯事 ○

浄⽔カートリッジ接続 ○

クリーニング ○

通⽔検査後の接続（⽔道業者様またはお客様にて接続）

設置完了以降のクリーニング

キッチン
 設置後⼯事

隙間が発⽣する際の取り合い箇所のシーリング

設置完了後の養⽣剥がしおよび撤去

コンセント器具の⼿配と取付

電気機器との電源およびアース接続⼯事・通電検査

給排気ダクトとレンジフードの接続⼯事・漏⾵検査

ガス調理機器とガス栓との接続作業・ガス漏れ検査

⼀次接続⽤部材の⼿配と取付

⽔栓との⽌⽔栓との⼀次接続・通⽔、漏⽔検査

排⽔部品（ゴミ収納器）から建築排⽔管への接続、漏⽔検査

キッチン取付・設置

キャビネットおよびワークトップの組⽴て・調整

シンクへの排⽔部品（ゴミ収納器）の取付け

弊社製品間の隙間シーリング処理

設置完了後の養⽣（段ボールまたはビニールにて）

■GRAFTEKT  標準⼯事区分表

作業名称
作業内容

キッチン
 設置前⼯事

給排気ダクト⽤の建築壁⽳あけ⼯事

キャビネット取付⽤の壁下地処理⼯事

レンジフード設置⽤のアンカー・吊ボルト⼯事

キッチンパネル取付⽤の建築壁下地処理⼯事

事前ダクト配管⼯事

事前屋内配線およびコンセント取付⼯事

キッチン⽔栓（浄⽔器）⽤の配管⽴ち上げ⼯事

キッチン排⽔⽤の配管⽴ち上げ⼯事

事前ガス配管⼯事

 株式会社 TJMデザイン
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