
水道設備 . c omでの提供サービス

サービスのお問合せ
株式会社スイドウセツビコム　通信販売事業部
〒344-0123 埼玉県春日部市永沼 717-1

0120-881-110
ハヤイ 110 番まで



私たちは、創業より「良い商品をより安く」を合言葉に、
お取引き業者様とともにコストマネジメントの徹底をし、仕入れ先の開拓や営業コストの削減を行うことで、
価格の競争力やサービスの向上をはかってきました。
現在では、不動産管理会社様や工務店・住宅設備会社様など 3000 社様以上にお取引きを頂き、
住宅設備機器の仕入れ先としてのご利用や水まわりの修理およびアドバイザーとしてご利用を頂いております。
御社にも是非ご賛同頂き、コストダウンや営業利益の増加・サービスの向上につなげて頂ければ幸いです。　　　　　
　　　　　　　　　　　　

株式会社スイドウセツビコム
代表取締役　大河原 一雄

ごあいさつ
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会社概要
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社　名

代表者

設　立

資本金

従業員数

所在地

株式会社 スイドウセツビコム

大河原　一雄

平成 24 年 9 月 7 日

10,000,000 円

現場管理社員 15 名／工事担当者 50 名

埼玉県春日部市永沼 717-1
神奈川県横浜市都筑区南山田町 4129
 

新規取引企業
( 平成 24年度 )

事業内容

佐川急便株式会社
株式会社さんぽう
株式会社らいふ

多摩都市モノレール株式会社
株式会社エーアイアール
共栄機械工事株式会社 

株式会社タカシン
株式会社東都

他、お取引き件数 3000 社様以上！

水回りのメンテナンス工事
電気・水道・ガス器具の保守点検
インターネットによる通信販売
家電製品の小売業
住宅設備機器の小売業
家電製品の販売・取付
電気配線の設計・施工
住宅設備機器の販売・取付　　　　

ガス機器の小売業
ガス機器の販売・取付
ガス配管の設計・施工
住宅の上下水道システムの設計・施工
住宅の増改築
ホームセンター事業
前各号に附帯する一切の業務　　　　
　　　　　　　　　　　　　

［ 本社 / 通販事業部 ］
［ 神 奈 川 出 張 所 ］



サービスのご案内

株式会社 スイドウセツビコムの提供サービスは、主に下記 2つのサービスから成り立っています。

■他での見積より安く買いたい
仮に当店よりお安いところがあれば、お気軽にご相談ください。

■値引きは良いけど紹介料が欲しい
値引き分の範囲であればもちろん可能です。

商品のご提案プラン
※よく出る商品をさらにお値引き致します。

リベートプラン
※購入代金のトータル？％を紹介料としてお支払いします。

■複数買うから安くならない？
商品が複数の場合、さらにお値引き致します。

■一度の購入は無理だが、必ず買うから安くしてほしい
1 ヶ月以内のご注文はまとめさせて頂けます。
（2 ヶ月以上の場合はご相談ください。）
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住宅設備機器の販売 工事やメンテナンス

お取付け工事
修理・点検
リベートプラン
※購入代金のトータル　％を紹介料としてお支払いします。

お取付け工事
修理・点検
リベートプラン
※購入代金のトータル？％を紹介料としてお支払いします。

下記のようなご相談も柔軟対応

お客様にあったプランやお見積をご用意。

■支払い者と注文者を別にしたいのだけど…
初めにお打ち合わせさせて頂いた先にご請求となります。

■○○不動産の名前で入居者に対応してほしいのだが…
事前にお打ち合わせさせて頂きますので、ご安心ください。

■決まった作業工事費があるのだけど…
作業の料金は、事前にお打ち合わせさせて頂きます。

■見積の許可を得てからの変更ができないのだけど…
ご依頼のトータルで料金を検討していますので、
多少の工事であれば柔軟に対応させて頂きます。

下記のようなご相談も柔軟対応

お客様にあったプランやお見積をご用意。

料金プラン￥ 料金プラン￥

3

3個以上



サービスのご案内

お客様のニーズに合わせて、各種サービスをお選びいただけます。
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住
宅
設
備
機
器
の
販
売

リベートプラン
（⇒p05 へ）

商品のご提案プラン
（⇒p05 へ）

修理・点検
（⇒p06 へ）
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INAX アメージュ Z 便器 ( リフォームトイレ）
＋シャワートイレ CW-KB21

　
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

工
事
や

ノーリツ 
ガス給湯器 /16 号 
壁掛型 給湯専用 
【型番：GQ-1639WE】

TERAL 
加圧給水ポンプユニット /
NX-VFC323-1.1D

TOTO 
エコシングル水栓

蛇 口 トイレ ウォシュレット 給湯器 ポンプ

％
OFF!

最大最大

8080％OFF! ％
OFF!

最大最大

6565％OFF!％
OFF!

最大最大

6161％OFF!

％
OFF!

最大最大

6565％OFF!
パナソニック 
ビューティ･トワレ

住宅設備機器のお取付け工事やメンテナンス、定期点検など
お客様のご要望に合わせたサービスを関東エリアにてご対応いたします。
※一部サービスエリア外がありますので、お問い合わせください。

激安
特価
激安
特価

工事代金

購入代金
            お支払いいたします。
            

or ×　％？

購入者紹介
or

直接購入直接購入



サービスのご案内

3-1 住宅設備機器の販売
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商品のご提案プラン

全国の法人・企業の皆様に向けて、弊社取扱い商品の大量購入のご対応をいたしております。
新規事務所や新規店舗の開設・改装など、お気軽にご相談ください。

蛇口、トイレ、ウォシュレット、給湯器、ポンプなど住宅設備機器の販売にともなうサービスのご紹介です。
お得にご利用いただけるプランをご用意いたしました。

リベートプラン

住宅設備機器ご購入予定のお客様をご紹介ください。
ご紹介いただいたお客様が商品をご購入された場合、販売商品の    ％を紹介手数料としてお支払いいたします。

3

まとめ買いが
、お得ッ！

いろいろ選べ
る！豊富な商

品

商品ご購入代金　×　   ％　　＝　紹介手数料　　？

？



サービスのご案内

3-2 工事やメンテナンス
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お取付け工事

弊社では、設備などのベテラン職人をはじめとする優秀なスタッフを取り揃えております。
弊社スタッフによる責任施工は、1年間の保証付き。施工後のアフターサービスも万全です。
お客様のご要望に合わせたサービスを関東を中心に（他エリアはご相談）ご対応いたします。
※一部サービスエリア外がございます。

蛇口、トイレ、ウォシュレット、給湯器、ポンプなど住宅設備機器のお取付け工事やメンテナンスにともなう
サービスのご紹介です。安心してご利用いただける体制を整えております。

修理・点検

水まわりのトラブルにも対応！
弊社では、トイレ・キッチン・浴室・洗面所の詰まりや水漏れなどにも対応しています。
テストポンプや高圧洗浄機などの設備も充実させ、お客様がお困りの際にご対応できるように設備を整えております。
またトラブルを未然に防止するため、定期的な保守点検や修繕にもご対応いたします。
入居者の退室などで訪問点検サービス￥3,150 をご利用いただきますと、コマパッキンを無料で交換いたしておりま
す。ぜひご利用ください。

3

工事保証は安
心の 1年間！

弊社スタッフ
による責任施

工！
追加工事なし

の安心価格！



サービスのご案内

3-3 作業報告
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施工完了とともに、担当スタッフによる作業報告書をお客様に提出させていただきます。
また施工前、施工後の写真を報告書に添付いたします。
お客様には作業内容をご確認いただくとともに、次回施工時の資料としてお役に立てれば幸いです。

施工完了とともに、担当スタッフによる作業報告書をお客様に提出させていただきます。
また施工前、施工後の写真を報告書に添付いたします。
お客様には作業内容をご確認いただくとともに、次回施工時の資料としてお役に立てれば幸いです。

3



サービスのご案内

3-4 メリット
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請求書払い（後払い）

指定の期日にお振込いただく法人向けの後払いサービスです。
口座開設をご希望のお客様は、別途ご相談ください。常時、承っております。

初回は、限度額 30万円までご利用可能
※以降のお取引きによって増減あり

継続的にお取引きいただいております法人様に限り、請求書でのお支払い（後払い）を承っております。
また不動産管理会社様向けサービスとして、弊社スタッフが退去・入居前の設備点検を代行いたします。

設備点検の代行

お客様の管理物件にて、退去・入居前の設備点検または定期点検を実施。プロの視点から、修繕・交換のアドバイス
を行います。資産価値の維持向上および人件費・管理費のコスト削減にお役立てください。

3

請求書払い ( 後
払い ) で便利に

！
商品購入、取付

け工事にご利
用可能！

末永くおつき
あいを！

商品のご購入代金
初回は、限度額 30万円までご利用可能

※以降のお取引きによって増減あり
初回は、限度額 50万円までご利用可能

※以降のお取引きによって増減あり

お取付け工事代金

点検 (⇒p15 へ )



お取り扱い商品のご案内

4-1 蛇口

09

話題の最新モデルから定番商品まで TOTO・INAX ・KVK・サンエイ・カクダイ他、各メーカーの商品を特価にて
お取り扱いしております。水道の蛇口や水栓など、おすすめの商品をご紹介いたします。

TOTO キッチンエコシングル水栓 /TKGG31E
メーカー希望価格 31,428 円のところ 【60％OFF!!】
水道設備 .com 価格 12,571円 ( 税込 )

4

TOTO キッチン蛇口 ( 壁付きタイプ )/TKGG30E
メーカー希望価格 28,836 円のところ 【60％OFF!!】
水道設備 .com 価格 11,534円 ( 税込 )

TOTO エコシングル水栓・浄水器兼用混合栓
（ワンホールタイプ）/TKGG38E1
メーカー希望価格 52,164 円のところ 【60％OFF!!】
水道設備 .com 価格 20,865円 ( 税込 )

TOTO エコシングル水栓 ( ツーホール )/TKGG33E
メーカー希望価格 33,480 円のところ 【60％OFF!!】
水道設備 .com 価格 13,392円 ( 税込 )

TOTO サーモスタット混合栓 /TMGG40E
メーカー希望価格 42,984 円のところ 【60％OFF!!】
水道設備 .com 価格 17,193円 ( 税込 )

TOTO 分岐金具付キッチン蛇口 /TKGG31EH
メーカー希望価格 50,868 円のところ 【60％OFF!!】
水道設備 .com 価格 20,347円 ( 税込 )

※商品の価格 (2016 年 1 月 時点）



お取り扱い商品のご案内

4-2 トイレ
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話題の最新モデルから定番商品まで TOTO・INAX 他、各メーカーの商品を特価にてお取り扱いしております。
便器・一体型トイレやウォシュレットとのセットなど、おすすめの商品をご紹介いたします。　　　　　

INAX アメージュ Z便器 ( リフォームトイレ）＋
［スローダウン機能付］普通便座 CF-49AT
（床下排水・手洗付）
メーカー希望価格 115,236 円のところ 【53%OFF!!】
水道設備 .com 価格 53,784円 ( 税込 )

4

TOTO 新ピュアレストQR/CS230BM・SH231BA＋
ウォシュレット TCF4711（床下排水・手洗付）
メーカー希望価格 99,600 円（便器＋タンク）＋
　　　　　　　   117,720 円（ウォシュレット）
　　　　　　　　　　　　　のところ　  【大特価 !!】
水道設備 .com 価格 109,914円 ( 税込 )

INAX アメージュ Z便器 ( リフォームトイレ）＋
シャワートイレ CW-KB21 オフホワイト限定
（床下排水・手洗付）
メーカー希望価格 181,872 円のところ 【58%OFF!!】
水道設備 .com 価格 75,384円 ( 税込 )

【キャンペーン商品】INAX アステオリトイレ D-385JH
 ( 床排水・手洗付 )
メーカー希望価格 265,680 円のところ 【52％OFF!!】
水道設備 .com 価格 126,900円 ( 税込 )

TOTO 新ピュアレストQR/CS230BM･SH231BA＋
［抗菌仕様］普通便座 TC301（床下排水・手洗付）
メーカー希望価格 119,664 円のところ 【53％OFF!!】
水道設備 .com 価格 55,662円 ( 税込 )

INAX アメージュ V 便器：BC-360PU/DT-M150PM
（床上排水・手洗なし）
メーカー希望価格 90,072 円のところ　 【57％OFF!!】
水道設備 .com 価格 38,730円 ( 税込 )

※商品の価格 (2016 年 1 月 時点）

※キャンペーン商品については数が限られておりますので、
　ご用意出来ない場合がございます。予めご了承ください。　　　　



お取り扱い商品のご案内

4-3 ウォシュレット
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話題の最新モデルから定番商品まで TOTO・INAX ・パナソニック・東芝他、各メーカーの商品を特価にて
お取り扱いしております。ウォシュレットやシャワートイレなど、おすすめの商品をご紹介いたします。　　

4

パナソニック ビューティトワレ /CH932SPF
オープン価格　　　　　　　　　 　　　【大特価 !!】
水道設備 .com 価格 28,080円 ( 税込 )

TOTO ウォシュレット SB シリーズ /TCF6621
メーカー希望価格 83,160 円のところ  　【45%OFF!!】
水道設備 .com 価格 45,738円 ( 税込 )

INAX シャワートイレ KB シリーズ /CW-KB22
メーカー希望価格 101,520 円のところ 【63％OFF!!】
水道設備 .com 価格 37,562円 ( 税込 )

INAX シャワートイレ H シリーズ /CW-H41
メーカー希望価格 79,920 円のところ　【63％OFF!!】
水道設備 .com 価格 29,570円 ( 税込 )

TOTO アプリコット (apricot)F1/TCF4711

メーカー希望価格 117,720 円のところ　【45%OFF!!】
水道設備 .com 価格 64,746円 ( 税込 )

INAX シャワートイレ　PASSO /CW-EA11

メーカー希望価格 117,720 円のところ 【63％OFF!!】
水道設備 .com 価格 43,564円 ( 税込 )

※商品の価格 (2016 年 1 月 時点）



お取り扱い商品のご案内

4-4 給湯器
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話題の最新モデルから定番商品までリンナイ・ノーリツ・パロマ・ハーマン・パーパス他、各メーカーの商品を
特価にてお取り扱いしております。エコジョーズやオート/フルオートタイプのガス給湯器など、おすすめの
商品をご紹介いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

ノーリツ　ガス給湯器（給湯専用）GQ-1639WE

メーカー希望価格 112,320 円のところ 【80％OFF!!】
水道設備 .com 価格 22,464円 ( 税込 )

4

リンナイ　ユッコUF/RUF-A2005SAW(20 号・オート）
メーカー希望価格 285,552 円のところ 【80％OFF!!】
水道設備 .com 価格 57,110円 ( 税込 )

ノーリツ　ユコアGT/GT-2450AWX-2 BL/24 号
メーカー希望価格 374,760 円のところ 【80％OFF!!】
水道設備 .com 価格 74,952円 ( 税込 )

リンナイ　ユッコUF/RUF-A2405AW(24 号・フルオート )

メーカー希望価格 357,696 円のところ 【80％OFF!!】
水道設備 .com 価格 71,539円 ( 税込 )

ノーリツ　ユコアGT/GT-C2052ARX-2 BL/20 号

メーカー希望価格 405,000 円のところ 【60％OFF!!】
水道設備 .com 価格 162,000円 ( 税込 )

リンナイ　ユッコUF/RUF-A1610AG(A)(16 号・フルオート )

メーカー希望価格 314,172 円のところ 【80％OFF!!】
水道設備 .com 価格 62,834円 ( 税込 )

※商品の価格 (2016 年 1 月 時点）



お取り扱い商品のご案内

4-5 ポンプ
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話題の最新モデルから定番商品までエバラ・テラル・川本ポンプ他、各メーカーの商品を特価にて
お取り扱いしております。一般住宅用から大型の給水・排水ポンプなど、おすすめの商品をご紹介いたします。
　 　 　

TERAL 浅井戸用インバータポンプ /PG-202ADC

メーカー希望価格 103,680 円のところ 【23％OFF!!】
水道設備 .com 価格 79,142円 ( 税込 )

4

TERAL 樹脂製小型排水水中ポンプ /32PL-5.15S
メーカー希望価格 46,656 円のところ 【17％OFF!!】
水道設備 .com 価格 36,080円 ( 税込 )

TERAL 加圧給水ポンプユニット /NX-VFC322-0.75S2D
メーカー希望価格 1,128,384 円のところ 【55％OFF!!】
水道設備 .com 価格 505,128円 ( 税込 )

TERAL ステンレス製水中排水ポンプ /50KCS2-5.4S
メーカー希望価格 142,560 円のところ 【20％OFF!!】
水道設備 .com 価格 114,048円 ( 税込 )

TERAL ミニポンプ PX-62A 【10％OFF!!】
メーカー希望価格 19,980 円のところ

水道設備 .com 価格 17,982円 ( 税込 )

TERAL ステンレス製水中自動形排水ポンプ /50SLA2-5.4S

メーカー希望価格 187,920 円のところ 【30％OFF!!】
水道設備 .com 価格 130,788円 ( 税込 )

※商品の価格 (2016 年 1 月 時点）



お取り扱い商品のご案内

4-6 修理

つまり、水漏れ、交換工事など水まわりのトラブルや修繕にご対応いたします。

4

つまり 水漏れ 交換工事

トイレ 洗面台

キッチン

下　水 ×××

蛇　口 継ぎ目

トイレ 給水管

排　水 ×××

トイレ ウォシュレット

給湯器 ポンプ

蛇　口 ×××

お風呂

！

14



お取り扱い商品のご案内

15

4

4-7 点検

蛇口・トイレ・給湯器など設備機器の
損壊・損傷状況を確認し、すみやかに
交換工事を行います。

給排水管のつまり、水漏れ、異臭など
を確認し、すみやかに改善いたします。

排水管の洗浄など、定期的な設備点検
を実施いたします。

弊社では賃貸オーナー様、不動産管理会社様からの水まわりに関するご依頼を承っております。
退去・入居前の設備点検は、弊社スタッフにおまかせください。

退去・入居前点検 定期点検

設備作動時に異変はないか。
ひび割れ、破損はないか。

水がつまっていたり、流れに
くくはないか。

排水不良をおこす前に、
定期的な点検と洗浄作業を！



ご契約の流れ

16

お問合せ

サービスのご提示

ご契約書の作成

ご契約

5

法人様向けの各種プランをはじめ、弊社の提
供サービスについてご説明させていただきま
す。また、お客様のご要望をお聞かせください。
できるだけ柔軟にご対応させていただきます。

お打合わせの内容をもとに、お客様のご契約
書を作成いたします。ご契約書の内容をご検
討いただき、ご契約へと進めさせていただき
ます。ご不明な点などにつきましては、ご遠
慮なくお問合せください。

お電話・メールにて、お問合せを承ります。
お名前・ご連絡先をお知らせください。

ご契約書の内容をご理解の上、弊社との契約
を締結させていただきます。

1

2

3

4



ご依頼の流れ（商品のご注文方法）

17

商品のご注文 < お取付け工事あり >

6

※日曜日は不可
※時間指定はできません。

※別途手数料負担の場合あり
お取付け工事の日程は、担当者よりご連絡いたします。

商品の配送日は、担当者よりご連絡いたします。

ご指定の方法でご注文ください。

品番・型番などで、ご購入希望の商品をご依頼ください。

商品のご注文 < お取付け工事なし >

商品配送日のお打合わせ

配　送工事日程のお打合わせ

お見積り

ご購入いただきました商品は、お取付け工事当日、現場まで
弊社スタッフが大切にお運びいたします。

お取付け工事完了後は、担当スタッフによる
作業報告書を提出させていただきます。

請求書払い（後払い）を指定されたお客様は、指定の期日に
お振込をお願いいたします。

ご注文ありがとうございました。
またのご利用をお待ちしております。

配送 / お取付け工事

完　了完　了

お支払い

請求書払い（後払い）を指定されたお客様は、指定の期日に
お振込をお願いいたします。

お支払い

宅急便 メーカー直送

訪問サービス ( 別途 ) では、
弊社スタッフがお客様のもと
にお伺いします。

事前見積り希望 事前見積り希望なし

電 話 メール FAXor or

ご指定の方法でご注文ください。

電 話 メール FAXor or


