
No.1 No.2 No.3

品番 TU3440E000 単価（税抜） 品番 WD4302V483 単価（税抜） 品番 CA3700V551 単価（税抜）

外寸法 数量 7台 外寸法 数量 7台 外寸法 数量 13台

備考 価格(税抜） 備考 価格(税抜） 備考 価格(税抜）

幸町マンション7室

ローテーブル

主材: オーク単材
塗装色: ﾋﾟｭｱオーク色

幅900奥行500高さ400

２人掛椅子

幅1380奥行800高さ780座高420

主材: ﾌﾞﾅ単材
張地: 平織布地B483/ﾉﾙﾃﾞ･ﾐﾓｻﾞ
塗装色: ﾋﾟｭｱﾋﾞｰﾁ色

チェア

幅500奥行500高さ715座高440

主材: パラ単材
塗装色: ﾋﾟｭｱﾋﾞｰﾁ色

デスクカウンター用
チェア

２人掛けソファ

セミダブルベッド

No.1 No.2 No.3

品番 TU3440E000 単価（税抜） 品番 WD4302V483 単価（税抜） 品番 CA3700V551 単価（税抜）

外寸法 数量 7台 外寸法 数量 7台 外寸法 数量 13台

備考 価格(税抜） 備考 価格(税抜） 備考 価格(税抜）

幸町マンション7室

ローテーブル

主材: オーク単材
塗装色: ﾋﾟｭｱオーク色

幅900奥行500高さ400

２人掛椅子

幅1380奥行800高さ780座高420

主材: ﾌﾞﾅ単材
張地: 平織布地B483/ﾉﾙﾃﾞ･ﾐﾓｻﾞ
塗装色: ﾋﾟｭｱﾋﾞｰﾁ色

チェア

幅500奥行500高さ715座高440

主材: パラ単材
塗装色: ﾋﾟｭｱﾋﾞｰﾁ色

センターテーブル

４、５階のお部屋に家具が付きます。
家具をそろえる費用や時間がいらず、
身軽にお引越しいただけます。

※枕、かけ布団は設置しておりません。ご用意ください。

イメージ写真

No.11 No.12

品番 DT8411V209 単価（税抜） 品番 CA1905F561 単価（税抜）

外寸法 数量 1台 外寸法 数量 2台

備考 価格(税抜） 備考 価格(税抜）

チェア

幅455奥行615高さ965座高430

主材: ﾗﾊﾞｰﾄﾘｰ単材
張地: 合成皮革U561/ﾏﾆｴﾗ･ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ
塗装色: ｱｰﾊﾞﾝｸﾘｰﾑ色

食堂テーブル（４本脚）

幅900奥行900高さ690

主材: ﾌﾞﾅ単材
塗装色: ﾋﾟｭｱﾋﾞｰﾁ色

マンション（ファミリー用）

家具は全て

退去時にクリーニングや補修をし、
新品同様になっております。

秦建設株式会社
TEL 086-262-3945

ご入居を
お待ちしています！

ハンズフリーシステム【Tebra pass】

※イラストはイメージです。

※写真・イラストはイメージです。

Tebraキー

Tebraキーをカバンやポケットに入れたままハンズフリーで解錠

ハンズフリー

Tebraキーを携帯していれば、ハンズフリーでエントランスの自動ドアを解錠します。

小さなお子様連れや荷物が多く両手がふさがっている時などもたいへん便利です。

※認証範囲は設置箇所により異なります。（最大２m）

非接触

TebraキーをTebra passリーダにかざすと解錠できます。

非接触は電池切れの場合も操作可能です。

キー収納型

標準キー（F22）が収納されており、停電などの

非常時にも安心です。また、ワンプッシュで

出てくる構造ですので、キーを引っ張り出す

などの煩わしさがありません。

持ち運びに便利

軽量でシンプルなデザインのため、

持ち運びに便利です。

リモコンボタンでも操作可能

Tebraキーのリモコンボタンで解錠可能です。

（操作可能範囲約３ｍ以内）

※メインエントランスのみ

追加購入ＯＫ（別途費用）

Tebraキーは追加でご注文いただけます。

リモコン
ボタン

ワンプッシュ
ボタン

裏面 側面

※自動ドアイメージ

ＩＤ違い４２億以上

４２億以上の豊富なキーコード違いで

高いセキュリティ性を確保します。

電池交換時期のお知らせ

電池交換時期を作動確認ランプの色で

お知らせします。

通常【緑色】→交換【赤】

電池寿命

Tebraキーの電池（ＣＲ２０３２）

寿命は１０回／日で約２年です。

コンビニエンスストアなどで購入可能です。

【ご注意】

ご入居の際にお渡しするTebraキーに

内蔵されている電池は、動作確認用の

電池です。初めてお使いになる前に

電池交換をされることをお勧めします。

共用部ハンズフリーシステム①

テブラ パス

共用部専用

Tebraキー

ハンズフリーでも
かざしても
解錠可能

ポケットに
入れたまま
ハンズフリー

Tebra passリーダ

・鞄やポケットに入れたまま、キーをとり出す必要がありません。
・Tebra passリーダにキーをかざす必要がないため、
ストレスなくオートドアを通過可能です。

・Tebraキーを身に着けていれば、Tebra passリーダより最大２mで認証します。
・リモコン操作（約３m）も可能です。（メインエントランスのみ）
・TebraキーをTebra passリーダにかざして解錠も可能です。

Tebraキー

両手に荷物を
持っていても安心！

操作方法

利便性

※写真・イラストはイメージです。

：コンセント

：LAN

：TV

：TEL

１坪タイプのバスルーム
足をのばしてゆっくり入浴できます。

玄関に空気清浄機を
置くに便利なｺﾝｾﾝﾄ

壁掛けハンガー
コート等毎日使うものに便利です。
空気清浄機の対面にあるので、
花粉の時期に丁度いいですよ。

姿見付き
玄関収納
姿見はお出かけ前の
身だしなみ
チェックに便利。

冷蔵庫、電子レンジ用
コンセント２口（アース付）

無料Wi-Fiあり
クローゼットにWi-Fiルーター設置済。
パスワードは部屋ごとに違うので
セキュリティも安心です。
お引越日からインターネットが使えます。

デスクカウンター
間接照明/デスク照明付です。
約3mもあるのでワークス
ペースやテレビ台など様々な
活用ができます。
資料を広げても十分に広く、
テレワークにぴったりです。

洗面収納ユニット・洗面化粧台
収納力抜群。洗濯機上部にパイプがあり、
ハンガーやタオルを掛けるのに便利。
洗面化粧台は3面鏡。身支度に便利な
合わせ鏡としても使えます。

テレビ側のプレート
3口コンセント、ＴＶ、
ＬＡＮ、電話が接続できる
ようになっています。

27～36足

家具調キッチン
人工大理石の天板に
グースネック水栓、
扉は木目。家具調の
おしゃれなキッチン。

手すり付

トイレ換気
便座に近接して換気ダ
クトがあるので、トイ
レ内は常にクリーン。

調光小型シーリング
調光機はベッドの枕元で
使えて、就寝時操作ラクラク♪
隣に２口コンセントがあります。

指挟みしにくいクローゼット扉
クローゼットの折戸は指挟みしにくいので、
安心してご利用いただけます。

調光器

二連紙巻器

炊飯器用

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真 イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

空気清浄機は設置して
おりません。

手洗カウンター
キャビネット内は
たっぷり収納。

共用部連動箇所

共用部ハンズフリーシステム② 共用部専用

メインエントランス
◆ハンズフリー

（人感センサ検知距離／約2ｍ）

（認証範囲／約2ｍ）

Tebra passリーダの前を横切ると

人感センサが検知します。

Tebraキーを認証すると

自動ドアが開きます。

◆リモコン操作（約３m）

◆非接触 （1㎝以内）

宅配ボックス
◆ハンズフリー
（人感センサ検知距離／約10㎝）
（認証範囲／約80㎝）
Tebra passリーダに
手をかざしてください。
（人感センサが検知します。）
Tebraキーを認証するとボックスの
操作が可能になります。
パスワード入力などは不用です。

◆非接触 （1㎝以内）

長距離型 中距離型 短距離型 短距離型

EV前
◆ハンズフリー
（人感センサ検知距離／約10㎝）
（認証範囲／約80㎝）
Tebra passリーダに
手をかざしてください。
（人感センサが検知します。）
Tebraキーを認証すると
エレベータの呼びボタンが
押せるようになります。

◆非接触 （1㎝以内）

駐車場～エントランス
◆ハンズフリー
（人感センサ検知距離／約80㎝）
（認証範囲／約80㎝）
Tebra passリーダの前に立つと
人感センサが検知します。
Tebraキーを認証すると解錠します。

◆非接触 （1㎝以内）

※写真・イラストはイメージです。

専有部ハンズフリー電池錠

専有部もキーは鞄やポケットにいれたまま！

専有部専用

テブラ セル

外側 内側

Tebraキーを持ち、リーダのボタンを押すだけで玄関扉の施錠・解錠が可能です。

キーを取り出す必要がなく、ワンタッチで確実にツーロック作動させることができます。

※非接触としてかざしても施錠・解錠ができます。

キーを差し込んで回す面倒な解錠操作が不要！
エントランスから玄関まで鍵を取り出さず、スマートに入室！

アナログキーの場合 Tebra cellの場合

イメージ写真

イメージ写真


