
設計及び作図依頼書 敷地調査依頼書設計及び作図依頼書 敷地調査依頼書

お願い ※「敷地調査依頼書」は分かる範囲内で記入お願いします。

　　　　　当センターのプランは貴社に代わって設計・作図・提案を作成するものですので、お客様の要望や敷地状況等、
調査項目　

　　　　　設計及び作図依頼書ならびに敷地調査依頼書に出来るだけ詳しくご記入下さい。
　○　

調査結果及び調査の有無

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

　　　　　設計及び作図依頼書ならびに敷地調査依頼書に出来るだけ詳しくご記入下さい。
　○　

　　　　　情報が多いほど充実した設計提案が出来ますのでよろしくお願い致します。

既設擁壁 L= ）

※「設計及び作図依頼書」は必修入力項目です。
　○　設置： （設置後約 年）

　○　構造：

　○　形状寸法： （H＝

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

※「設計及び作図依頼書」は必修入力項目です。
　○　設置： （設置後約 年）

（ ）

貴  社  名 印

側　　溝 　○　蓋：

　○　位置： 住所

担当者名 　○　形態：

 TEL  FAX  E-mail

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

側　　溝 　○　蓋：

依 頼 物 件名 　○　設置： （設置後約 年）

依頼物件住所

設 計 依 頼 日

　○　

　○　

 TEL  FAX  E-mail

提出希望日

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

設 計 依 頼 日

内容問い合わせ先 電　　柱 　○　支線の有無と形状寸法： （ ）

成果品 送付先

 住所 方　　位

　○　

　○　確認：

　○　設置位置：

提出希望日

 担当  TEL  FAX

 会社名

 E-mail

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

 住所 方　　位

依頼時添付資料 （ ）

その他 枚 敷地内土壌 （ ）

）

　○　土壌の状態：

　○　地盤状況：

　○　確認： E-mail

資料計 　　　　　　　　

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

（ ）

（ ） 公 設 桝 （ ）

 成 果 品 内 容 （ ） 　○　形状寸法（雨水　　  　　　  　  汚水   　　　  　　　）

　○　

　○　排水状況：基本ｾｯﾄ

ｵ ﾌ ﾟ ｼ ｮ ﾝ

縮 尺

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

（ ） （ ） （ ）

（ ） 道      路 （ ）

　敷地状況及び既存構造物の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙敷地調査依頼書を参照） ）

　○　舗装種別：

　○　幅員：

　○　後退線の有無： （有り　Ｌ＝

用 紙

成 果 品

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

境 界 杭 　○　 （ ）

外 構 計 画 大人 人 子供 人 円 既 存 物 　○　 （ )

　○　設計GL及びBMの表示

　地区協定･法的規制など

希望価格及び予算　家族構成：

　囲障様式： 　希望扉：

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

　駐車台数： 台 屋根： [ 台] 高 低 差

　計画範囲：

）

　○　既設鋤取りの有無と範囲

　その他調査関連事項記入欄

　○　宅地周辺の高低差

　希望素材メーカー：金物（ ）素材（

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

）

建 物 概 要 色

　希望樹種及び希望素材（

　様式： 　仕様：

　外壁：　

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

（ ） 色

色 色

　屋根：

　ﾎﾟｰﾁ： 建具：材質

　その他要望事項記入欄

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

●●●●　　　　おおおお問問問問いいいい合合合合わせ ・おわせ ・おわせ ・おわせ ・お申込申込申込申込みみみみ先先先先

東日本:東京東日本:東京東日本:東京東日本:東京デザインデザインデザインデザイン
dstokyo@rikcorp.jp

TEL03-5411-7892TEL03-5411-7892TEL03-5411-7892TEL03-5411-7892　　　　FAX03-5411-0962FAX03-5411-0962FAX03-5411-0962FAX03-5411-0962 E-MAILE-MAILE-MAILE-MAIL

　その他要望事項記入欄

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

東日本:東京東日本:東京東日本:東京東日本:東京デザインデザインデザインデザイン
dstokyo@rikcorp.jp

　●　該当個所にチェック及び記入をしてください。
西日本:大阪西日本:大阪西日本:大阪西日本:大阪デザインデザインデザインデザイン

dskobe@rikcorp.jp

　株式会社　ユニマットリック　株式会社　ユニマットリック　株式会社　ユニマットリック　株式会社　ユニマットリック

※資料をお送りいただく前に、≪■個人情報に関する同意確認≫をご確認ください。※資料をお送りいただく前に、≪■個人情報に関する同意確認≫をご確認ください。※資料をお送りいただく前に、≪■個人情報に関する同意確認≫をご確認ください。※資料をお送りいただく前に、≪■個人情報に関する同意確認≫をご確認ください。

TEL06-6360-7115TEL06-6360-7115TEL06-6360-7115TEL06-6360-7115　　　　FAX06-6360-7116FAX06-6360-7116FAX06-6360-7116FAX06-6360-7116 E-MAILE-MAILE-MAILE-MAIL

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無

　株式会社　ユニマットリック　株式会社　ユニマットリック　株式会社　ユニマットリック　株式会社　ユニマットリック

新規 変更  修正

建物平面図 建物立面図 敷地現況図 配置計画図 求積図 現況写真

２DCADﾃﾞｰﾀｰ有 建物CADﾃﾞｰﾀｰ有

Type.A Type.B Type.C 街並･戸建集合

植栽CO2吸収表 プレゼンボード その他

１/２００ １/１００ １/５０ １/２０ その他

Ａ３用紙 その他 図面枠指定無 図面枠指定有

メール納品 PDF RIKCADﾃﾞｰﾀ CD-ROM 印刷紙図面郵送

有り 無し

オープン セミクローズ クローズ 車庫通用門

無し １台 ２台 ３台 多数 要 不要

外構（ 道路 隣地 門 ｱﾌﾟﾛｰﾁ 車庫) 庭園 植栽

和風 洋風 現代風 高級 標準

タイル サイデング 吹き付け 左官 その他

和瓦 洋瓦 カラーベスト その他

タイル 石材 その他

有り 無し

RC 間知 ブロック 仮設

新規 古い

道路側 隣地側 東 西 南 北

Ｕ字 Ｌ字 ＬＵ 皿

有り 無し

新規 古い

既設 新規

コンクリート 木製

宅地用 道路 電柱設置用地

有り 無し 雨水 汚水

未舗装 アスファルト コンクリート その他

４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ その他

有 無石 コンクリート 金鋲 プレート その他

有 塀 擁壁 植木 井戸 物置 その他 無



■個人情報に関する同意確認

株式会社ユニマットリックが定める以下の注意事項及び個人情報保護方針(http://www.rikcorp.co.jp/privacy.html)をご確認いただき、ご承諾

いただける方は、同意の上送信して下さい。弊社はお客様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預かりした個人情報の取扱につい

て、下記のように定め、保護に努めております。

【利用目的】

1)お問い合わせに対する回答を行うため

2)講座の受講受け付けのため2)講座の受講受け付けのため

3)弊社の商品、サービス、催し物のご案内のため

4)アンケート調査、モニター募集のため

【第三者への提供】

弊社は法律で定められている場合を除いて、お客様の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。

【個人情報の取扱い業務の委託】【個人情報の取扱い業務の委託】

弊社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しており、業務委託先に対してお客様の個人情報を預け

ることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、 契約等において個人情報の適正管理・機密保持

などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。

【個人情報提出の任意性】

お客様が弊社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出されない場合には、 弊社からの返信やサービスを実施がでお客様が弊社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出されない場合には、 弊社からの返信やサービスを実施がで

きない場合がありますのであらかじめご了承ください。

【個人情報の開示請求について】

お客様には、貴殿の個人情報の利用目的の通知、開示、 訂正、追加、削除および利用又は提供の拒否権を要求する権利があります。

詳細につきましては下記の窓口までご連絡いただくか「個人情報の取り扱いについて」(http://www.rikcorp.co.jp/privacy_2.html)をご確認く

ださい。ださい。

【お問合せ先】 個人情報問合せ窓口

TEL：03-5411-7891（平日9:00 ～ 18:00）　FAX：03-5411-0961(24時間受付)

＜個人情報に関する責任者＞ 個人情報保護管理者（管理本部部長）


