&217(176
P010〜
〈マーヴィンウィンドウ〉

ルーフウィンドウ

木製・アイアン階段材

)ORRULQJ

P168〜

〈クイックセット
・ウルトラマックス他〉
〈エムテック〉
〈ディレイニー〉

ドア金物

〈イメリス〉
〈リッジウェイ〉

屋根材

木製・スチールガレージドア

P178〜

P175〜
〈カルクウォール〉

天然スイス漆喰

水性塗料

〈クロペイ〉

P162〜

P154〜

〈ケリーモア〉

水溶性塗料

P180〜

P196〜

P188〜
〈ミッドアメリカ〉
〈スペクタス〉
〈エイチビー& ジー〉

造作材

P198〜

P104〜

P133〜

P111〜

フローリング

〈コットンウォール〉

MODEL

スチール・ファイバーグラスドア

木製ドア・モールディング

P142〜

JAPAN

〈サーマスルー〉
〈サーマスルージャパンモデル〉

〈セントレイニアドア〉

〈フィッツ〉

高 性 能 玄 関 ド ア

P094〜

P109〜
断熱ドア

P076〜
〈ベルックス〉

木製ドア

〈スウェーデンドア〉
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独自の保証制度もありますので安心してご使用頂けます。

〈シンプソン〉

グラスファイバー製玄関ドア

キッチン

数あるメーカーより、
これまで35年の経験を基に

選び抜いた取り扱いブランド。

木製窓・
ドア

〈IWP〉

取り扱い商品ラインナップ

P058〜

P086〜

〈メリットキッチン〉

/,1(83

〈インテグリティ〉

木製窓・
ドア

'SXXSR;EPP

目次

プラスチックシャッター

商品をご購入する前に必ずご確認ください。
本価格表の価格と商品について
1. 価格には運送費、
取り付け費は含まれておりません。
2. 消費税は含まれておりません。
3. メーカーの事情により、
予告なしに商品を廃番または価格、
仕様、
寸法、
色等の変更を行うことがあります
ので予めご了承下さい。
4. 最新の情報はURLまたはQRコードより弊社カタログサイトへアクセスしてご確認下さい。
http://www.santatsusho.co.jp/catalog

ご注文について
1. ご注文の前にお見積をいたします。
2. お見積には、
品番、
吊り元、
色、
サイズ、
その他仕様及び数量を掲載いたしますので必ずご確認下さい。
3. 運送費を見積書に記載いたしますので、
邸名、
現場住所、
道路状況、
運搬車種の指定、
現場案内図を
お送り下さい。
4. 見積書とあわせて注文確認書をお送りしますので、
内容をご確認していただきサイン、
押印のうえご返信
下さい。注文確認書の返信を持ちまして発注とさせていただきます。
5. お見積の有効期限は提出日より1ヶ月です。
6. ご注文後の変更、
キャンセル及びお値引きは承れません。
あらかじめご了承下さい。

納期について
1. 各商品の納期は弊社発行のオーダースケジュール表をご参照ください。
2. お急ぎの場合は航空便でも承れます。別途お見積いたします。
※商品の大きさや種類によっては対応できない場合がありますので事前にお問い合わせ下さい。

3. 「在庫対応」商品でも諸事情により欠品している事がありますので事前にお問い合わせ下さい。
4. セントレイニアドアの「在庫対応」商品はご注文後に加工及び塗装を行います。
※納期はセントレイニアドアのオーダースケジュール表をご参照下さい。

5. 商品の納品はオーダースケジュール表の出荷可能日より1ヶ月以内でお願いします。
※1ヶ月を過ぎた場合は蔵置料がかかることがあります。
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納品・出荷について
1. 納品は原則、
路線便(混載便)となります。
※路線便（混載便）
は時間指定はできません。
※出荷量が多い場合や時間指定が必要な場合はチャーター便となります。
※遠距離の場合は4トン車以上での納品となることがありますので事前に道路状況をお知らせ下さい。

2. 納品は車上渡し
（横持ち、
間配りもお受けできません）
となりますので、
路線便、
チャーター便に関わらず、
必ず現場にて荷受をお願いします。
※荷受人やユニック車が必要な場合には別途お見積りいたします。

3. 出荷指示は15:00(チャーター便は午前11:00)までに受付し、
翌営業日出荷致します。
※納品日は出荷日の翌営業日以降となります。
※地域により納品日が異なりますのでご注意下さい。

4. 残材処理は申し訳ございませんが、
現場にてお願いします。
5. 商品が納品されましたら、
1週間以内には商品の有無、
破損などをご確認になり、
商品に不具合が有れ
ば、
必ず2週間以内に当社までご連絡をお願いします。
その際は、
弊社負担で対応させていただきます。
※お客様の故意・過失による破損の場合は、
有償にて対応させて頂きます。

6. 運送費について、
次のような場合には費用が別途かかります。
・納品日時に荷受人がいなかった場合
・出荷後の納品先変更がでた場合
・ご指定の車種
（4トン車、
2トン車等）
で道路幅が足りず納品出来なかった場合
・見積書記載以外に荷受人、
ユニック車等が必要になった場合

返品・交換について
■返品・交換については原則受け付けておりませんが、
次のような場合はご相談下さい。
1. 商品納品後、
1週間以内に発覚した商品の欠品及び破損
※2週間以内にご連絡後写真をEメールにてお送り下さい。

2. 商品を引き上げさせていただく場合には、
梱包材に梱包していただけますようお願いします。
3. 商品が輸入材で弊社に在庫がない場合には海外メーカーに商品を発注しますので、
通常商品と同じ
納期がかかります。
※商品が輸入されるまでの代替品の提供を含め補償は行いません。
あらかじめご了承下さい。
※お客様の故意・過失による破損は返品・交換の対象外とさせていただきます。
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保証について
1. 保証内容 通常の取り扱いによって生じた品質不良で、
弊社が認定したもの。
2. 保証期間 引渡し日より1年間。但し、
引渡し日については所有者及び施工会社が立証責任を負う。
3. その他、
保証内容に関してはメーカー規定に準じます。

木製品について
1. 私たちの取り扱う商品の多くは天然木を使用しております。天然木はその特性により、
色や木目のバリエー
ション
（柾目、
板目）
、
節、
反り、
などが発生する場合があります。
また、
軽微な割れ・欠けに対しては埋木、
パ
テ埋め処理がされている事がありますが、
天然木の特性としてご理解下さい。
2. 木製品には塗装は不可欠です。必ず塗装をして下さい。
※特にサッシや外装ドアに関しては塗装の剥がれや割れが発生することがありますので定期的なメンテナンスを行って下さい。

木製外装ドアの取り扱いについて
1. ガラス付き玄関ドアはできるだけ早く現場にお届けするため、
工場でのガラス取付時に充填し、
はみ出し
たコーキングの除去作業をしておりません。現場での塗装前にコーキングを取り除いて頂くようお願いし
ております。予めご了承ください。
2. 外装ドアは屋内で湿気のない風通しの良い場所に、
平面に寝かせて保管して下さい。
3. 納品されたら直ぐに、
湿気の吸収を防ぐためにドア上下の小口にシーラーを塗って下さい。
4. 外気にさらす前に、
仕上塗装を行ってから取り付けをして下さい。
5. 設置場所には必ず庇を設けて下さい。
※庇の出幅はポーチ床面から庇の天井までの高さの1/2以上として下さい。

6. 木製商品はメンテナンスが必要ですが、
特に外部木製品
は、
再塗装を含め定期的なメンテナンスを行って下さい。

X = 1/2 Y
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カギで お 困りの 方へ ご 案内
カギ・扉・窓のことで、
お困りごとがございましたら、
お気軽にお電話ください。
スタッフがただちにお客様のもとへ駆けつけます。
サンタ通商の輸入ロックセットにも対応可能です。

カギをな くし た

な くし た カギを

金庫を

防犯カメラを

開け て ほ し い

す ぐ に 作りた い

開け た い

設置し た い

合カギが
勝手に 作られな い

ドアま わりを強化
防犯対策をし た い

窓ま わりを

より安全な 錠前に

カギが ほ し い

強化し た い

取り替え た い

複製

キー レスタイプ
の カギに 替え た い

ドアや カギの

調子が 悪い
他にも、
オー トバイ・ 自転車・ スー ツケー ス・
キャビネット・ シャッター ・ ロッカー ・
自動ドアなど
すべて当社にお任せください ！

カギの緊急受付センター

【 全国24時間365日対応】指定協力店

0120-00-9948
きゅうきゅうしゃ

※ 一部の地域、時間帯によっては対応できない 場合がござい ますので予めご了承ください 。
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