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　このページでは屋根材、樋、軒天、化粧破風、ベランダ手すり、ポーチタイル

をご紹介しております。お客様が理想とする外観スタイル、外壁材、サッシカラー

を思い浮かべながらお選び下さい。

■ｽﾚｰﾄ瓦　ｺﾛﾆｱﾙｸﾜｧｯﾄﾞ 【性能】

1、地震に強い

屋根を軽くすることで

地震の揺れを小さくし、

□ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ   □ｳｫﾙﾅｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ 　  □ｼﾙﾊﾞｰﾎﾜｲﾄ 減震効果が期待されます。

2、色あせしにくい

紫外線によって塗装面が

□ｱｲﾘｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ □ｳｪｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ   □ｱｲｽｼﾙﾊﾞｰ 劣化しても2つの無機層で

色感をｷｰﾌﾟします。

3、強さが長持ち

  □ﾈｵﾌﾞﾗｯｸ   □ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ 右図の繊維・粒子の配合に

により、長期間に渡って安定

※積雪地雪止め含むみます。下屋は別途費用となります。 した強さを保持します。 屋根：ﾈｵﾌﾞﾗｯｸ

■ｼﾋﾞﾙｽｹｱPC50 ■縦樋 ■集水器

　□ﾐﾙｸﾎﾜｲﾄ 　□ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ 　　□しんちゃ

ｶﾗｰ同色

□ﾌﾞﾗｯｸ 　□ﾓﾀﾞﾝﾍﾞｰｼﾞｭ 　　□ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ

樋：ｼﾋﾞｽﾙｹｱPC50〈ﾌﾞﾗｯｸ〉、縦樋：60〈ブラック〉

■ウォールラインH150 ■不燃化粧軒天材　ｔ=6㎜

□ｸﾘｱﾎﾜｲﾄ □ﾏｲﾙﾄﾞﾎﾜｲﾄ

■300角磁気質ﾀｲﾙ(ﾏﾙﾓｱｰﾄ) ■ﾊﾞﾙｺﾆｰ　ｱﾙﾐ製笠木

□IPE-300/MA-11   　□IPE-300/MA-12 □IPE-300/MA-15

ｶﾗｰは、ｻｯｼ色と同じになります。

□IPE-300/MA-13 　  □IPE-300/MA-14 イメージ画像と実際の仕様商品と異なる場合がありますのでご注意下さい。

Exterior (外周り）

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺玄関ﾎﾟｰﾁﾀｲﾙ

屋　　根

雨　　樋

化粧破風 軒天材



a!motto-Vol.1　2014.11

　外周りの大部分を占める外壁はその家の雰囲気を表します。ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝ・和ﾓﾀﾞﾝ・

ｴﾚｶﾞﾝﾄ・ｶﾝﾄﾘｰなど、外観ｽﾀｲﾙは素材によって大きく変化します。理想とする外観を

お選び下さい。(ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞは14㎜の商品が標準となります。)

※ｲﾒｰｼﾞ写真では14㎜以外の商品もありますのでご注意下さい。

01、シンプルモダン 02、和モダン
ベース：ｴｸｾﾚｰｼﾞ15/ﾌﾞﾗｼｰﾄﾞ(ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ)

アクセント：ｴｸｾﾚｰｼﾞ15/ｷｭｰﾌﾞｼｭｸﾚ(ﾊｲﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ)

ベース：ｴｸｾﾚｰｼﾞ14/ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ(ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ)

アクセント：ｴｸｾﾚｰｼﾞ14/ｿﾃｨｰﾚ14(ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ)

ベース：光ｾﾗ16/ﾌｫﾚｯﾄ(ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ )

アクセント：光ｾﾗ16/ﾃｨﾚｯﾄ(ﾃｨﾚｯﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ)

　ベース：ｴｸｾﾚｰｼﾞ14/ﾊﾞｲﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ(ﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ )

　アクセント：ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ14/板目調14(ﾎﾞﾌﾞﾌﾞﾗｯｸ)

03、エレガント 04、南欧
ベース：親水ｾﾗ16/ﾌｨｵｯﾄ(ﾆｭｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ)

アクセント：親水ｾﾗ18/ﾗｳﾝﾄﾞｳｪｰﾌﾞ(ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ)

ベース：新水ｾﾗ16/ﾌｨｵｯﾄ(ﾆｭｰﾎﾜｲﾄ)

アクセント：新水ｾﾗ16/ﾌｨｵｯﾄ(ｱｸｱｲｴﾛｰ)

ベース：新水ｾﾗ15/ﾌﾞﾗｼｰﾄﾞ(ﾍﾞﾋﾞｰｱｸｱｱｲﾎﾞﾘｰ)

アクセント：新水ｾﾗ16/ﾅﾁｭﾗﾙﾚﾝｶﾞ(ｷﾙﾝｱｸｱｵﾚﾝｼﾞ)

ベース：ｴｸｾﾚｰｼﾞ14/ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ(ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ)　　アクセント：ｴｸｾﾚｰｼﾞ14/ｼﾌｫﾝｽﾄｰﾝ(ﾊﾟﾚｽﾋﾟﾝｸ)

Exterior (ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ）

若い世代夫婦に好まれる
スタイル
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女性に人気な
カントリースタイル

明るい色調とテクスチャー
軽やかで上質感な外観
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下記は14㎜の商品を使用しております。上：ﾍﾞｰｽ、下：ｱｸｾﾝﾄの組合せです。

ﾊﾟｰｽ画像に当てはめてお考え下さい。

01、シンプルモダン

ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ/ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾆｭｰｽﾄﾗｲﾌﾟ8/ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ミニモ/ﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ ひより調14/ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ

ﾆｭｰｽﾄﾗｲﾌﾟ8/ｽﾄﾚｰﾄｸﾞﾚｰ ｿﾃｨｰﾚ14/ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ/ｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ｽｸﾗｯﾁｸﾛｽ/ｿﾌﾟﾗﾉｱｸｱﾌﾞﾗｯｸ

イメージカラー

02、和モダン

ﾊﾟｲﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ/ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｽﾚｯﾄﾞｽﾄｰﾝ/ｱﾙﾊﾞﾎﾜｲﾄ ひより調14/ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ﾗﾝｸﾞｽﾄｰﾝ/ｿﾙﾎﾜｲﾄ

ﾗﾝｸﾞｽﾄｰﾝ/ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ﾃｯｾﾗ/ﾄﾜｲﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾋﾞｯｸｽﾄｰﾝ/ｸﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｯｸ 板木目14/ﾎﾞﾌﾞﾌﾞﾗｳﾝ

イメージカラー

03、エレガント

ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ/ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｿﾘｯﾄﾞｽﾄｰﾝ/ｿﾙﾎﾜｲﾄ ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ/ﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ/ｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ

ｼﾌｫﾝｽﾄｰﾝ/ﾊﾟﾚｽﾋﾟﾝｸ ﾗﾌﾚﾝｶﾞ/ﾌﾞﾗｯｻﾑｵﾚﾝｼﾞ ﾘｯｿｽﾄｰﾝ/ﾐｯｸｽﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾝｸﾞｽﾄｰﾝ/ﾙｼｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ

イメージカラー

04、南欧

はまび調/ﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ひより調14/ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ﾘｭｰｼﾞｭ/ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｽﾚｯﾄﾞｽﾄｰﾝ/ﾆｭｱﾝｽﾎﾜｲﾄ

ｼﾌｫﾝｽﾄｰﾝ/ﾊﾟﾚｽﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ 秀石/ﾙｼｰﾙｲｴﾛｰ ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ/ｱﾙﾊﾞｵｰｶｰ 秀石/ﾊｰﾓﾆｰﾋﾟﾝｸ

イメージカラー

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ組合わせ例
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ニチハの商品も14㎜からお選び頂けます。ここではﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄ品をご紹介させて頂いております。

南欧

■ｸﾘﾚﾀｲﾙ

□ｻﾃｨｽMGﾎﾜｲﾄ □ｻﾃｨｽMGﾅﾃﾞｼｺ □ｻﾃｨｽMGｱｰﾓﾝﾄﾞ □ｻﾃｨｽMGﾌﾞﾗｳﾝ

■ｺﾛﾘｰﾀｲﾙ調

□ﾘｽﾀMGﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾘｽﾀMGｺｺｱ □ﾘｽﾀMGﾌﾚｯｼｭ □ﾘｽﾀMGﾐﾙｸ

明るいﾍﾞｰｽ、ｱｸｾﾝにﾀｲﾙ調を組合せることによりｶｼﾞｭｱﾙな印象を表現します。

ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝ

■ｸﾞﾚｱｳｯﾄﾞ

□ﾄｽｺMGﾎﾜｲﾄ □ﾄｽｺMGﾒｰﾌﾟﾙ □ﾄｽｺMGﾌﾞﾗｳﾝ

□ﾄｽｺMGｶｰｷ □ﾄｽｺMGｼﾙﾊﾞｰ □ﾄｽｺMGﾁｬｺｰﾙ

ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝｽﾀｲﾙに木目調のｸﾞﾚｱｳｯﾄﾞを合わせると、よりｽﾀｲﾘｯｼｭな外観に仕上がります。

■ﾙｽｺﾐｭｰﾙ調

□ﾊﾞｰｾﾞMGﾎﾜｲﾄ □ﾊﾞｰｾﾞMGﾌﾟﾗﾁﾅ □ﾊﾞｰｾﾞMGﾁｬｺｰﾙ □ﾊﾞｰｾﾞMGｸﾘｰﾑ □ﾓﾃﾞﾚｰﾄMGｸﾞﾚｰ □ﾊﾞｰｾﾞMGｼﾞｪﾝﾅ

  ■ナノ親水マイクロガード

ｾﾙﾌｸﾘｰﾆﾝｸﾞ付ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

   
  【 マイクロガード品 】 

 

 汚れに強い、魔法の触媒！ 

 

 ■ナノ親水マイクロガード 

 ■ナノ親水クリンガード 

１．汚れを雨で洗い落とす！！ 

４．初期コストも 

経済的で安心設定価格！！ 

３．施工直後から効果を発揮、 

効果は長時間持続！！ 

２．太陽が当たらない部分や 

夜でも効果を発揮！！ 
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内倒し窓 滑出し窓

引違い窓 面格子付引違い窓 ｼｬｯﾀｰ付引違い窓（手動） ジャロジー窓 上げ下げ窓 縦滑出し窓 横格子付採風勝手口ﾄﾞｱ

※ｶﾞﾗｽ仕様：居室・納戸はﾍﾟｱｶﾞﾗｽ、左記以外は単板ｶﾞﾗｽとなっております。 ※注：防火地域ではｼﾞｬﾛｼﾞｰ窓がつきません。

※採光計画によっていｻｲｽﾞ等に変更が生じる場合もございます。

■LIXIL　ｻｯｼｶﾗｰ ■YKK　ｻｯｼｶﾗｰ

□ﾌﾞﾗｯｸ □ﾅﾁｭﾗﾙｼﾙﾊﾞｰ □ｵｰﾀﾑﾌﾞﾗｳﾝ □ﾌﾞﾗｳﾝ □ｶｰﾑﾌﾞﾗｯｸ □ﾌﾟﾗﾁﾅｽﾃﾝ

□ﾎﾜｲﾄ □ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ □ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ □ﾎﾜｲﾄ

※玄関ﾄﾞｱでお選び頂いたﾒｰｶｰとｻｯｼﾒｰｶｰは同じになります。網戸付きです。

■YKKap　ｽﾏｰﾄﾄﾞｱ　ｳﾞｪﾅｰﾄ 【特徴】ﾋﾟﾀｯﾄkey

ｶｷﾞの開け閉めはLEDの光と確認音で知らせてくれます。

□S04 □S22 □K14 □U07 ｶｰﾄﾞｷｰ3枚・ｼｰﾙｷｰ2枚・非常用鍵5本含まれます。

※注：ｶｰﾄﾞｷｰはYKKのみ対応になります。

■LIXIL　ﾌﾟﾚﾅｽX　片開きﾄﾞｱ

【特徴】　ﾀｯﾁｷｰ(電池式)

ﾘﾓｺﾝｷｰをﾊﾞｯｸにいれておけば、ﾄﾞｱのﾎﾞﾀﾝを押すだけで施開錠

できます。また、ｷｰのﾎﾞﾀﾝを押しての

施開錠が可能です。ﾘﾓｺﾝｷｰは2個を

□13型 　　□15型 　　□41型 □84型 標準装備としております。

面格子付窓 06907/06909/07407/07409

手動ｼｬｯﾀｰ付引違い窓 16009/16509/15020/16020/16520

戸袋雨戸付引違い窓 16009/16509/15020/16020/16520

Exterior (ｻｯｼ・玄関）

　採光・換気・景観をよくするなど様々な役割を持つ窓は、機能的な役割だけで
なくインテリアとしての役割も果たします。
　家に帰るまでは･･･、家に入るまで･･･と言葉にありますが帰宅すると真っ先に迎
えてくれるのが玄関です。デザインやカラーだけでなく、玄関を開ければ家族が
待っている、そのようなことも考えながら一度お選び下さい。

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾌﾟ ｻｲｽﾞ

引違い窓 06909/07409/11409/11909/15009/16009/16509/15018/16018/16518/16520 2F居室面

横格子付採風勝手口ﾄﾞｱ 06020/06920

設置箇所

1F道路面1箇所まで

道路面以外

1F

ｷｯﾁﾝ1箇所
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■不燃化粧軒天材 ■換気金物 ■YKKap 防火窓Gｼﾘｰｽﾞ ■LIXIL 防火窓ＦＧ-Ｓｼﾘｰｽﾞ

デザイン・設置箇所・サッシカラーについては一般地域と同様になります。

□ﾎﾜｲﾄ □ﾎﾜｲﾄ

2F・3Ｆ建(準耐45分)　ｔ=12㎜

■YKKap 防火戸　Ｇｼﾘｰｽﾞ　ピタットkey付　Ｄ4仕様(丁番)

□102型 □104型 □105型 □106型 □108型 □109型 　 　□110型 □131型 □132型 □181型

【選べる枠タイプ】

枠タイプにはＡ／Ｂ／Ｃがございます。基本色はサッシカラーとなっております。

デザインによって選べる範囲が異なりますので、カタログをご確認下さい。

□Ａタイプ □Ｂタイプ □Ｃタイプ

枠：木目柄 枠：基本色 枠：基本色

□182型 □183型 □192型 □193型 ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ：木目柄 ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ：木目など ﾄﾞｱﾊﾟﾈﾙ：基本色

■LIXIL　防火戸　ＦＧ-Ｅジエスタ　タッチkey付　Ｄ4仕様(丁番)

□Ａ21型 □Ａ22型 □Ａ23型 □Ｂ12型 　□Ｃ18型 □Ｅ12型 □Ｅ13型 　□Ｆ12型 □Ｆ14型 □Ｆ16型

【　OP　鋳物オーナメント　】

B12型、C18型の専用ｵﾌﾟｼｮﾝ

となりますのでご注意下さい。

□ブローチ

ｴﾝﾄﾚﾝｽを個性豊かに演出!! □ミッキー① □唐草

玄関ﾄﾞｱにﾌﾟﾗｽαのｱｸｾﾝﾄとして

後付が可能です。

□Ｆ21型 □Ｂ11型 □Ｃ11型 □Ｃ14型 □ミッキー② □ブーケ

軒　天

玄　関

Exterior (防火地域）

サ　ッ　シ
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　毎日の料理を作るｷｯﾁﾝではｸﾘﾅｯﾌﾟのKTｷｯﾁﾝを標準にご提供させて頂いて

おります。KTｷｯﾁﾝの特徴は豊富なｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝです。他のﾒｰｶｰと比べ、

木目柄のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが多く、気軽に家具と合わせて頂く事が出来ます。また、

収納では足元にも収納ｽﾍﾟｰｽを装備する事で無駄を失くしています。ｽﾍﾟｰｽ

を広げることでより多くの調理器具を収納して頂くことが出来ます。

■ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ

【ｽﾀｲﾘｯｼｭｸﾞﾛｽｼﾘｰｽﾞ】　ｼｬｰﾌﾟな輝き、高級感あふれる鏡面扉。

■ﾍﾞｰｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

□ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ □ｿﾘｯﾄﾞﾄｰﾌﾟ □ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ □ｿﾘｯﾄﾞﾗｲﾑ □ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ □ｿﾘｯﾄﾞﾁｬｺｰﾙ

□ﾘﾌﾚｽｵﾘｰﾌﾞ □ﾘﾌﾚｽｴﾎﾞﾆｰ

【ｳｯﾃﾞｨｸﾞﾚｲﾝｼﾘｰｽﾞ】　上質で落ち着いた印象を与える木目扉。

 引出しﾄﾚｰ

□ﾗｲﾝｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ □ﾗｲﾝｸﾞﾚｲﾝﾐﾃﾞｨｱﾑ □ﾗｲﾝｸﾞﾚｲﾝﾀﾞｰｸ □ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｱｰ □ﾓｲｽﾁｬｰﾌﾞﾗｳﾝ □ﾗﾌｿｰﾝﾅﾁｭﾗﾙ

【ﾌｧｲﾝｾﾚｸｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ】　高級感に満ちた鏡面扉。

手元の収納から足元の収納までが全て引出し式の使い易いｵｰﾙｽﾗｲﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄです。

たっぷり収納が出来るだけでなく、引出しﾄﾚｰには細々とした小物を収納することで、

□ﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄ □ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ □ｼｬｲﾆｰｸﾘｱ □ｼｬｲﾆｰﾅﾁｭﾗﾙ □ｼｬｲﾆｰﾐﾃﾞｨｱﾑ □ｸﾞﾛｯｼｰﾐﾃﾞｨｱﾑ 使いたい調理器具をすぐに発見出来ます。

■標準ﾚｰﾙ ■ﾐﾄﾞﾙ吊戸棚

□ｸﾞﾛｯｼｰﾛｰｽﾞ □ｸﾞﾛｯｼｰﾀﾞｰｸ

■扉取手

大きなｷｯﾁﾝｱｲﾃﾑを収納しても 扉がゆっくり閉まるｿﾌﾄﾀﾞﾝﾊﾟｰ付。

ｽﾀｲﾘｯｼｭｸﾞﾛｽｼﾘｰｽﾞ ｳｯﾃﾞｨｸﾞﾚｲﾝｼﾘｰｽﾞ ﾌｧｲﾝｾﾚｸｼｮﾝｼﾘｰｽﾞ ｽﾑｰｽﾞに動きます。 取手をつけないｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ構造の扉仕様によって、

ﾗｲﾝ取手 取手ﾚｽ ﾊﾞｰ取手 ﾌﾞﾙﾓｰｼｮﾝﾚｰﾙはOPになります。 すっきりとしたﾃﾞｻﾞｲﾝの吊戸棚となっています。

■静音SUｼﾝｸ　 洗剤ﾊﾞｽｹｯﾄ ■水栓 ■ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

□ﾎﾜｲﾄ □ｸﾞﾚｰ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾌﾞﾙｰ □ﾋﾟﾝｸ □ﾅﾁｭﾗﾙ

ﾒﾀﾙ調ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 ﾚﾝｼﾞまわりの油ﾊﾈや汚れがｻｯと拭き取るだけでｷﾚｲに。お手入れが簡単な鏡面仕上げ。

静音型で洗浄時等の水音が軽減出来ます。 浅型ｺﾞﾐ籠 ■ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ ■食器洗乾燥機 ■加熱機器(ガス仕様)

■ｽﾃﾝﾚｽﾜｰｸﾄｯﾌﾟ

3口ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ 無水片面焼ｸﾞﾘﾙ

ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 4人分の食器を収納

ﾄﾞｯﾄ柄のｴﾝﾎﾞｽが施され、ｷｽﾞが目立ちにくい仕様になっています。 油を弾き、お手入れが簡単。 腰を屈めることなく、楽に食器が

また、上品な美しさ兼ね備えたﾜｰｸﾄｯﾌﾟでもあります。 ｽﾛｯﾄﾌｨﾙﾀｰを採用。 出し入れ可能な引出し型。

※注：食器洗い乾燥機・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ・ｶﾞｽｺﾝﾛのｶﾗｰはﾌﾞﾗｯｸが標準となります。

KT　ｷｯﾁﾝｼﾘｰｽﾞ

Ｋitchin
　　　　　Plan1
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　ﾌﾟﾗﾝ2ではﾘｸｼﾙのASｷｯﾁﾝｼﾘｰｽﾞをお届けします。ｸﾘﾅｯﾌﾟのKTｼﾘｰｽﾞ

同様、こちらでも豊富なｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝからお選び頂けます。ASｷｯﾁﾝの

特徴の1つとして挙げられるのは、大きなｼﾝｸであるｾﾝﾀｰﾎﾟｹｯﾄｼﾝｸです。

調理中、後片付けのときに大きなｼﾝｸは大活躍です。ｼﾝｸが小さく今まで

お困りだったお客様にはぜひお勧めです。

■ｾﾝﾀｰﾎﾟｹｯﾄｼﾝｸ

大きな鍋も洗いやすいｾﾝﾀｰﾎﾟｹｯﾄ形状。

水ﾊﾈ音が静かな静音設計です。 ■扉ｶﾗｰ・取手ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ

排水口付近に段差をつけているため、 ｸﾞﾙｰﾌﾟ1

排水口の上に鍋を置いてもｽﾑｰｽﾞに排水。

ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ ﾘｰﾌｸﾞﾘｰﾝ ﾘｰﾌｵﾚﾝｼﾞ 　ﾃﾞｨｰﾌﾞﾌﾞﾙｰ ｽﾑｰｽﾞﾎﾜｲﾄ

■食器洗乾燥機 ■ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄ ■加熱機器(ガス仕様) ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｫﾙﾅｯﾄ　ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰ ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙE 　ｼｮｰﾄﾊﾝﾄﾞﾙD

ｸﾞﾙｰﾌﾟ2

約5人分の食器を収納 ｼﾛｯｺﾀｲﾌﾟ 3口ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ　無水片面焼ｸﾞﾘﾙ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾍﾟｰﾙｲｴﾛｰ ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

※注：食器洗い乾燥機・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ・ｶﾞｽｺﾝﾛのｶﾗｰはﾌﾞﾗｯｸが標準となります。

■水栓 ■扉のお手入れ ■取手 ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

ｸﾘｴﾀﾞｰｸ ｸﾘｴﾓｶ ｸﾘｴﾗｽｸ ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

　水や汚れの染込みを防止

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 　する表面処理により、汚れ

　をｻｯとふき取れます。 10種類のﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ豊富な中から、 ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF

扉ｶﾗｰと合わせてお選び頂けます。

■ｼﾝｸ用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

足元の収納ｽﾍﾟｰｽをしっかり確保し、 ﾗｲﾝQ ｽﾘﾑﾗｲﾝM ｽﾘﾑﾗｲﾝR ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙJ

たっぷり収納できます。

■ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

包丁差し 　ﾌｧｲﾝﾎﾜｲﾄ ﾄﾗﾝｽﾘｭ-ﾑﾎﾜｲﾄ ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ﾐｽﾄｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ

 継ぎ目が少なく見た目もｽｯｷﾘでお手入れも簡単。

　

■ｺﾝﾛ用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ■ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝﾚｰﾙ ■ｽﾃﾝﾚｽﾜｰｸﾄｯﾌﾟ

ｼﾙｸｴﾝﾎﾞｽ

扉を勢いよく閉めても減速して静かに閉まります。

※注：ｽﾃﾝﾚｽﾄｯﾌﾟはｾﾝﾀｰｷｯﾁﾝ、ｱｲﾗﾝﾄﾞ型に対応しておりません。

AS　ｷｯﾁﾝｼﾘｰｽﾞ

Ｋitchin
　　　　　Plan2
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　ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞのｷｯﾁﾝの特徴として挙げられる『　高品位ﾎｰﾛｰ　』!!

傷つきやすい・汚れやすい部分に高品位ﾎｰﾛｰを採用しているので、

他社にはない圧倒的な清掃性を持ち合わせています。掃除の手間を

一番に考えているお客様にお勧めです。また、金属ﾍﾞｰｽになってい

るﾎｰﾛｰ部分にﾏｸﾞﾈｯﾄ収納を設置することでより使いやすいｷｯﾁﾝへ。

■高品位ﾎｰﾛｰ　

■扉ｶﾗｰ・取手ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ

【ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ】撥水性があり防水性に優れたｼｰﾄ。

ﾎｰﾛｰｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ整流板 傷・衝撃に強い □TS-867E 　　□TS-624E □TS-625E 　　□TS-856E

油汚れや水ｱｶもサッと拭くだけ。 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ同様、拭くだけでｷﾚｲに。 ｺﾞｼｺﾞｼこすっても大丈夫！ 【DAPｺｰﾄ】ｼﾞｱﾘﾙﾌﾀﾚｰﾄ(DAP)樹脂で化粧した面材。

□ｵﾚﾝｼﾞ 　　□ﾌﾞﾙｰ □ﾋﾟﾝｸ 　　□ﾎﾜｲﾄ

□ｱｲﾎﾞﾘｰ 　　□ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ □ﾌﾟﾗﾑ 　　□MOP1205M

熱にも強い ﾏｸﾞﾈｯﾄ吸着

ｺﾝﾛまわりでも安心。 壁が手軽に収納ｽﾍﾟｰｽに。 □MOP1204M 　　□MOP1201M □MOP1203M

【ﾚｰﾙ引手】

■Zｼﾝｸ ■ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓 ■ｶﾞｽｺﾝﾛ

【引手】

ｼﾛｯｺﾌｧﾝ ﾎｰﾛﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ。片面焼ｸﾞﾘﾙ付き。 □PC415Cｼﾘｰｽﾞ □PC208ｼﾘｰｽﾞ □GSｼﾘｰｽﾞ 　　□EDAｼﾘｰｽﾞ

■食洗器 ■ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

□ﾛｯｼｭﾎﾜｲﾄ □ﾛｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾏｲﾙﾄﾞﾎﾜｲﾄ □ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

■Zｼﾝｸ(ｽﾃﾝﾚｽ)

ｽﾐｽﾞﾐまで水流が届き、しっかり食器を洗います。

約4人分の食器を収納。

■ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

水ﾊﾈ音を低減した静音設計のｼﾝｸ。表面はｴﾝﾎﾞｽ加工をしております。

ｴﾝﾎﾞｽ加工により表面が傷ついたとしても目立ちにくくなります。

■ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ)

足元ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ(2段) 下段の引き出しには、土鍋などの重い

どこに何を収納したかを上から人目で確認出来ます。 調理道具の収納がおすすめです。

ｽﾄｯｸ類や普段使用しないものを分類して収納にも便利です。 石目ｴﾝﾎﾞｽ加工を施しています。

Ｋitchin
　　　　　Plan3
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■人工大理石ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ ■人工大理石シンク

●ｸﾘﾅｯﾌﾟ ●ｸﾘﾅｯﾌﾟ(PMｼﾝｸ)

□ｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ □ｸﾞﾚｲﾝﾎﾜｲﾄ □ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｰ □ｶｰﾑﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ   □ﾋﾟﾝｸ

●ﾘｸｼﾙ ●ﾘｸｼﾙ(ｷﾚｲｼﾝｸ)

□ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ □ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ □ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｰ □ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ □ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ □ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ □ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ □ﾊﾆｰｲｴﾛｰ □ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

●ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ●ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(ｱｸﾘﾙ人造大理石ｼﾝｸ)

□ｼｬｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ □ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ □ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ □ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ

□ﾎﾜｲﾄ □ﾋﾟﾝｸ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ｸﾞﾚｰ

■水栓

●ｸﾘﾅｯﾌﾟ ●ﾘｸｼﾙ ●ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

□浄水器一体型ｼｬﾜｰ水栓 □ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ浄水栓 □浄水器内蔵ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓

※各メーカー共通内容

■ 加熱機器 ■ｼﾙﾊﾞｰ仕様

□ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ(片面焼)水なし □ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ(両面焼)水なし □IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ(両面焼)水あり □食洗乾燥機 □ﾌｰﾄﾞ（ｼﾛｯｺﾌｧﾝ） □ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ(片面焼)

■ フード ■ウォールユニット ■その他設備 ■ カップボードＷ1800

　　

□ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾌｰﾄﾞ(化粧幕板) □ﾀﾞｳﾝｳｫｰﾙ □水切ﾌﾟﾚｰﾄ □止水ﾌﾀ(ｽﾃﾝﾚｽのみ)

※水切りﾜｲﾔｰはｽﾚﾝﾚｽ・人大 カップボードは3ﾊﾟﾀｰﾝを取り揃えております。

どちらも取り揃えております。 ※画像はイメージ図になりますのでカタログをご確認下さい。

　

※その他

■ﾚｰﾙOP仕様

静かに閉まるﾚｰﾙ仕様です。

※ﾘｸｼﾙは標準仕様になっております。

●ｸﾘﾅｯﾌﾟ

●ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

【KTキッチン】 【ASキッチン】 【オフェリア】

OPﾌﾟﾗﾝ
お客様の　『　a!motto　』　を・・・
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　TOTOのお風呂と言えばｻｻﾞﾅ！！ｻｻﾞﾅNｼﾘｰｽﾞで特徴的な「ｶﾗﾘ床」。

ﾀﾃﾖｺに規則正しく刻まれたﾊﾟﾀｰﾝが表面の水を誘導することで、翌朝

床が“ ｶﾗﾘ ”と乾き、靴下のままでも入れます。ﾌﾞﾗｼの通りもよく掃除も

ﾗｸﾗｸです。

■ｶﾗﾘ床 ｶﾗﾘﾊﾟﾀｰﾝの仕組み

水滴が表面の溝に 引込まれた水が 表面や溝に残った ■ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ

引込まれる。 溝を伝って排水。 水は自然乾燥。

□ﾌﾟﾘｴﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ □ﾌﾟﾘｴｴﾎﾞﾆｰ □ﾌﾟﾘｴｲｴﾛｰ □ﾌﾟﾘｴｱｸｱ

□ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ □ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ □ﾌﾟﾘｴﾋﾟﾝｸ □ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ

■周辺ﾊﾟﾈﾙ

■浴槽・風呂ﾌﾀ ↓浴槽容量(満水)：267L

←ﾗｳﾝﾄﾞ浴槽　　↓風呂ﾌﾀ:巻きﾌﾀ

□ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ

■浴槽

□ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ｱｸｱ □ﾋﾟﾝｸ

ﾗｳﾝﾄﾞ浴槽は高い節水効果を保ちながら肩まわりゆったりの入浴が楽しめるﾊﾞﾗﾝｽのとれた浴槽です。 ■浴槽ｴﾌﾟﾛﾝ

浴槽形状：ﾗｳﾝﾄﾞ浴槽･ｽｸｴｱ浴槽・ｸﾚｲﾄﾞﾙ浴槽の3ﾊﾟﾀｰﾝからお選び頂けます。

浴槽材質：FRP　　ｺﾞﾑ栓

□ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ｱｸｱ □ﾋﾟﾝｸ

■水栓･ｼｬﾜｰ ■換気設備

□ﾌﾞﾗｯｸ

■ｶｳﾝﾀｰ

ﾎﾜｲﾄﾊﾝﾄﾞﾙ　ｶﾊﾞｰ水栓　+　ｽﾌﾟﾚｰｼｬﾜｰS 100V換気乾燥暖房機 □ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾌﾞﾗｯｸ

基本性能を追求し、家族が使いやすい表示と ■二段収納棚

操作性になっています。

■照明･ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ・ﾀｵﾙ掛け

□ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾌﾞﾗｯｸ

■扉 ■鏡

半球型照明1灯 ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ1本 ﾀｵﾙ掛け

■天井 ■ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

家族皆が安心して使える、

優しい浴室

1.段差の無い出入口 縦長鏡

2.腰掛けｽﾍﾟｰｽ W 296×H600

ｱｰﾁ天井H2000 3.掴み易い浴槽ﾌﾁ ｽｯｷﾘ折戸　　W800×H2000　ﾎﾜｲﾄ

4.またぎ易い浴槽高さ

ｻｻﾞﾅN　UBｼﾘｰｽﾞ
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　毎日使うお風呂だからこそｷﾚｲな空間であって欲しい。ｷﾚｲな空間を保つ

ためには汚れが付きにくく、お手入れもしやすい方がいい！！そんな方に

おすすめな商品がﾘｸｼﾙのｷﾚｲﾕです。ｷﾚｲﾕは「ｷﾚｲ」をｺﾝｾﾌﾟﾄにﾃﾞｻﾞｲﾝ

性と清潔さを兼ね備えたｼｽﾃﾑﾊﾞｽとなっております。

■くるりんポイ排水口

■ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙｶﾗｰ

排水口で発生する渦が髪の毛とぬめりを洗浄します。

ｺﾞﾐ捨ても湯を抜き、ﾎﾟｲっと捨てる2ｽﾃｯﾌﾟ!!

□ﾋﾟﾝｸ □ｸﾞﾘｰﾝ □ﾌﾞﾙｰ □ﾍﾞｰｼﾞｭ

□ﾌﾞﾗｳﾝ □ﾌﾞﾗｯｸ

■ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙｶﾗｰ

従来の排水口よりもｼﾝﾌﾟﾙな構造になっているため

奥まで手が届き、掃除がもっと簡単になります。

□ﾎﾜｲﾄ（ﾏｯﾄ） □ﾎﾜｲﾄ

■浴槽･風呂フタ ↓浴槽容量(満水)：300L ■浴槽ｶﾗｰ

←ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝ浴槽　↓風呂ﾌﾀ:巻きﾌﾀ

□ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ｸﾞﾘｰﾝ □ﾋﾟﾝｸ

■ｴﾌﾟﾛﾝｶﾗｰ

□ﾌﾞﾗｯｸ □ﾎﾜｲﾄ

ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝ浴槽はｼﾝﾌﾟﾙなﾃﾞｻﾞｲﾝでｽﾀｲﾘｯｼｭな空間を演出し、直線的なﾌｫﾙﾑで浴槽ｽﾍﾟｰｽを最大限に確保。 ■床ｶﾗｰ

浴槽形状：ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝ浴槽・ﾗｳﾝﾄﾞ浴槽・ｴｺﾍﾞﾝﾁ浴槽の3ﾊﾟﾀｰﾝからお選び頂けます。

浴槽材質：FRP　　ゴム栓　　注意：手すりはｵﾌﾟｼｮﾝになります。

■水栓・ｼｬﾜｰ ■換気設備 □ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ｸﾞﾚｰ

■ｶｳﾝﾀｰｶﾗｰ ■収納棚　2段

壁付ｻｰﾓ水栓+ｴｺﾌﾙｼｬﾜｰ 取外し可能な収納棚でお手入れ簡単。

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞに内臓した羽根車がｼｬﾜｰ穴の半分を塞ぎながら 100V換気乾燥暖房機 □ﾎﾜｲﾄ □ﾌﾞﾗｯｸ □ﾎﾜｲﾄ □ﾌﾞﾗｯｸ

高速回転することで、従来水量の最大48％節水を可能とします。

■照明・ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ・ﾀｵﾙ掛け ■扉 ■ﾐﾗｰ

□ﾎﾜｲﾄ

ｽﾘﾑ照明（蛍光ﾗﾝﾌﾟ） 　　ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ1本 ﾀｵﾙ掛け

□ﾌﾞﾗｯｸ

■天井

平天井 縦長鏡

ｷﾚｲﾄﾞｱ(折戸) □ｸﾞﾚｰ W 300×H600

天井高：2205　　壁高：2200 W800×H2000

ｷﾚｲﾕ　ｼｽﾃﾑﾊﾞｽｼﾘｰｽﾞ
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■1620ｻｲｽﾞ 【 ｻｻﾞﾅ 】 ■1620ｻｲｽﾞ 【 ｷﾚｲﾕ 】

1620ｻｲｽﾞですとﾜﾝﾗﾝｸ上の ＴＯＴＯ同様にﾜｲﾄﾞ浴槽を

広い浴槽のﾜｲﾄﾞ浴槽をお選 お選び頂けます。

び頂けます。

浴槽湯量　満水：300ℓ 浴槽湯量　満水：322ℓ

1、安全に配慮した曲線形状。

2、首を安定的に支える滑ら

かな形状。

浴槽内握りバーは斜めに取付けられているため、浴槽を更に広く使えます。


■ほっカラリ床 ■キレイサーモ

入った瞬間から心地よく、一歩目から“ほっ”と感じられ、冬場も快適！！ ｷﾚｲを保つために特殊加工を施したｷﾚｲｻｰﾓで、今日も明日もｷﾚｲに。

■ｴｱｲﾝｸﾘｯｸｼｬﾜｰ（ﾒﾀﾙ調） ■ｽｲｯﾁ付ｴｺﾌﾙｼｬﾜｰ(ﾒﾀﾙ調)

満足感ある「量感」を実現するために、

水の粒を大きくし、なお且つ節水型の

ｼｬﾜｰ。

勢いはそのまま、超節水を実現した

心地よいｴｺｼｬﾜｰ。

■魔法びん浴槽+断熱パック ■サーモバスＳ+断熱パック

ＴＯＴＯ、ＬＩＸＩＬとも浴槽と全体を断熱することで、湯冷めしにくくなり、追炊き回数を減らします。

※断熱ﾊﾟｯｸはﾕﾆｯﾄﾊﾞｽの天井・壁・床を専用の保温材で覆います。

■ミストカワック

※ミストカワックを選択された場合は、床暖房もセットになります。

ＯＰﾌﾟﾗﾝ
お客様の　『　a!motto　』　を・・・
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　人が可能な限り自然な動きや状態で使えるようにと考えられた、人間工学

の視点からﾃﾞｻﾞｲﾝされたｴﾙｺﾞﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾞｽﾀﾌﾞを持つSCⅢｼﾘｰｽﾞ！！

ゆとりの半身浴ｿﾞｰﾝ、ゆったりつかる全身浴ｿﾞｰﾝ、ひろびろとした洗い場と

ﾃﾞｻﾞｲﾝ性だけでなく、使いやすさにもこだわったｼｽﾃﾑﾊﾞｽです。

■特徴1：ｴﾙｺﾞﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾞｽ

■ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙｶﾗｰ

□ｽﾄｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ □ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ □ﾎﾗｲﾝｿﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ □ﾎﾗｲｿﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ

□ｵﾘｰﾌﾞﾎﾜｲﾄ □ｵﾘｰﾌﾞﾌﾞﾗｳﾝ □ｸﾞﾗｽﾀｲﾙ

■周辺ﾊﾟﾈﾙ

□ﾎﾜｲﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ □ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

■浴槽 ■浴槽ｴﾌﾟﾛﾝ

■特徴2：お掃除ﾗｸﾗｸ♪

①美しﾌﾛｱ ②うつくしﾄﾞｱ

油分をはじく特殊加工に ｺﾞﾐﾊﾟｯｷﾝがなく、ﾌﾗｯﾄの □ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ｵﾌﾎﾜｲﾄ □ｼｯｸｸﾞﾚｰ

よって、汚れが付着しに ため、汚れが付着しにくく

くく、簡単に汚れを洗い なっています。 ■床ｶﾗｰ ■ｶｳﾝﾀｰｶﾗｰ

流すことが出来ます。

□ｵﾌﾎﾜｲﾄ □ｼｯｸｸﾞﾚｰ □ﾎﾜｲﾄ □ﾍﾞｰｼﾞｭ

③ｽﾐらく仕上げ ④ｶﾐﾄﾘ名人ﾌﾟﾗｽ

■ｴｱｲﾝｼｬﾜｰ ■ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ（握りﾊﾞｰ兼用）

ﾌﾛｱと壁のつなぎ目を一段高くし、ｺｰﾅｰ部分

はR形状のため、水滴が残りにくくなっており

ます。 排水口に流れ込む水が渦巻き水流になり、

たまった髪の毛を小さくまとめます。 従来ｼｬﾜｰと比較し、約35％節水。空気を含んだｼｬﾜｰは勢いも十分にあります。

■洗い場水栓 ■照明 ■ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ ■ﾀｵﾙ掛け ■浴槽側握りﾊﾞｰ ■収納棚　3段

一般水栓 丸型蛍光灯 1本 1本 樹脂製 ｸﾘｱﾀｲﾌﾟ

■天井 ■保温仕様 ■風呂ﾌﾀ ■換気扇 ■うつくしﾄﾞｱ（折戸） ■ﾛﾝｸﾞﾐﾗｰ

24時間対応換気暖房乾燥機

断熱ｽﾃｯﾌﾟ天井 断熱天井・保温浴槽・断熱ﾌﾀ 断熱合わせﾌﾀ ｻｲﾄﾞﾌﾞﾛｰ機構付き

ＯＰﾌﾟﾗﾝ
お客様の　『　a!motto　』　を・・・
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　『高品位ﾎｰﾛｰ』はｷｯﾁﾝだけではありません!!浴室の全ての壁が

高品位ﾎｰﾛｰだからｶﾋﾞや湿気が染み付かず、お手入れががﾗｸﾗｸ。

普段のお手入れは入浴後にｼｬﾜｰをｻｯと流すだけでｷﾚｲになります。

金属ﾍﾞｰｽなので、もちろんお風呂でもﾏｸﾞﾈｯﾄ収納の使用可能です。

ご自身でより快適な浴室空間へと変身出来ます。

■特徴1：高品位ﾎｰﾛｰ

ﾗｸﾗｸ掃除 ﾏｸﾞﾈｯﾄ収納

■ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ

□ｸﾛｰﾊﾞｰ □ｽﾃﾝﾄﾞﾌﾗﾜｰ □ﾌﾟﾗﾁﾅﾘｰﾌ □ｴﾚｶﾞﾝﾄ

高品位ﾎｰﾛｰは表面をｶﾞﾗｽ質でｺｰﾃｨﾝｸﾞしているため、汚れがつきにくくお手入れが簡単です。

■特徴2：保温材

浴槽裏・壁面・天井に保温材を標準装備。 □ﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾞｰﾀﾞｰ □ｸﾞﾚｰﾎﾞｰﾀﾞｰ □ﾍﾞｰｼﾞｭﾌｧｻｰﾄﾞ

冷めにくいので、冬場の入浴も快適です。

□ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ □ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ □ﾎﾜｲﾄ □ﾛｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ

□ﾛｯｼｭﾋﾟﾝｸ □ﾛｯｼｭﾌﾞﾙｰ □ﾌﾞﾗｯｸ

浴槽裏保温材 壁保温材 天井保温材

■ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ

■特徴3：耐震ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ

□ﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾋﾟﾝｸ □ﾌﾞﾙｰ

■FRP浴槽ｶﾗｰ

浴室の重さを分散するﾌﾚｰﾑ構造、耐久性が抜群。

震度6強相当の振動にも負けない強度のあるｼｽﾃﾑﾊﾞｽです。 □ﾍﾞｰｼﾞｭ □ﾋﾟﾝｸ □ｸﾞﾘｰﾝ □ﾎﾜｲﾄ

■水栓 ■浴槽(FRP)・形状・風呂ﾌﾀ ■床ｶﾗｰ ■ﾀｵﾙ掛け

□ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ □ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ+標準ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ 半身浴ﾀｲﾌﾟ 全身浴ﾀｲﾌﾟ ■ﾐﾗｰ・収納・扉 ■その他

ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ1本付

■浴室暖房乾燥機 ■照明 ■ﾌﾗｯﾄ天井

ﾏｸﾞﾈｯﾄ風呂ﾌﾀ

100V　24時間換気対応 (蛍光灯)1灯 ｽﾘﾑﾐﾗｰ 3段(ﾎﾜｲﾄ) 開き戸

ＯＰﾌﾟﾗﾝ
お客様の　『　a!motto　』　を・・・
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■ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ■大型取手 ■水栓

■ﾎﾞｳﾙｶﾗｰ

開きﾀｲﾌﾟ 幅広で使いやすいだけ ｼｬﾜｰ付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓

□ﾎﾜｲﾄ 掃除用具をたっぷり でなく、ﾀｵﾙ掛けとして 高さ7㎝までﾘﾌﾄｱｯﾌﾟし、洗髪や

収納出来ます。 利用出来ます。 背の高いものの水汲みにも便利です。

■ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ■洗面ﾎﾞｳﾙ

□ﾋﾟﾝｸ

■扉ｶﾗｰ

収納ﾄﾚｲ 歯ブラシたて ｽｸｴｱﾗｲﾝが美しい陶器製のﾎﾞｳﾙ

ﾎﾜｲﾄ

低価格でありながら、機能性と 一面鏡

収納性を備えたBTGｼﾘｰｽﾞです。

■ｳｫｼｭﾚｯﾄJ1 ■ｱｸｾｻﾘｰ

■ｶﾗｰ 【　機能　】

おしり洗浄/ﾋﾞﾃﾞ洗浄/ﾑｰﾌﾞ洗浄/水勢調節/暖房便座

着座ｾﾝｻｰ/ﾀｲﾏｰ節電/おまかせ節電/ﾉｽﾞﾙお掃除機能他

□ﾎﾜｲﾄ 【　特長　】 紙巻器

「保温便座」で暖めた便座をりっかり保温しながら電気料金

をお得にします。

従来品よりも約42%節水しながら、洗浄力・洗浄感を保ち続け

□ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ ます。

ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ

汚れが隠れる場所がない形状になっている

□ﾊﾟｽﾃﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ふち形状の「ｽｺﾞﾌﾁ」は、汚れを見つけても

ｻｯとひと拭きでお手入れ簡単です。

ﾄｲﾚの悩み、汚れ・洗浄水量を解決

してくれるｼﾘｰｽﾞです。 ※ﾄｲﾚは1階に1ヶ所設置が標準となります。

■24号追炊付ｵｰﾄﾀｲﾌﾟ

親機 子機 10年電池煙式火災警報器 10年電池熱式火災警報器 ﾎﾞﾀﾝ一つで 〈 自動湯はり 〉 〈 自動ｽﾄｯﾌﾟ 〉

【ﾘﾓｺﾝｾｯﾄ】

〈 追炊き/自動保存 〉 〈 ﾏｲﾙﾄﾞ追炊き 〉

お湯が冷めれば、 設定温度付近で

自動で追炊き。 やさしく追炊き。

600*600 排気ﾌｧﾝ 屋外ﾌｰﾄﾞ 浴室ﾘﾓｺﾝ 台所ﾘﾓｺﾝ

Sanitary
　　  　Plan1

　サニタリー空間とはキッチンを除いた浴室・洗面・トイレの水まわり空間を指し
ます。日常生活で何気なく使用している空間であり、間取りを考える際に疎か
にしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は使用頻度が最も多
い空間です。だからこそ弊社おすすめの商品でより快適でリラックス出来る空
間にしていきます。

　　ＢＴＧ　W750

ｶﾗｰﾓﾆﾀｰﾌｫﾝ 火災警報器

換気設備床下収納

給湯器

CS340+ｳｫｼｭﾚｯﾄJ1
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■洗面器 ■水栓 ■取付けｻﾎﾟｰﾄ

3方向の調整が可能な蝶番を

ｽﾛｰﾌﾟ形状 大型洗面器 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ洗髪ｼｬﾜｰ水栓 使用しています。

■ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

1面鏡下段の収納ﾄﾚｲはｺｯﾌﾟやﾌﾞﾗｼなど

水栓まわりに設けら 付け置き洗いも余裕の大型ｻｲｽﾞ。 引っ掛けておけるﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾌｯｸ付

れた約5度の傾斜が 奥行き500㎜のｺﾝﾊﾟｸﾄｻｲｽﾞ。

水滴を残りにくくします。

■化粧台本体

使いやすさをｽﾏｰﾄに盛り込んだﾍﾞｰｼｯｸな

洗面化粧台。特徴的な陶器製大型洗面 ｼﾝﾌﾟﾙ扉ﾀｲﾌﾟ ■ﾀｵﾙ掛け兼用取手

ﾎﾞｳﾙはﾃﾞｻﾞｲﾝ性にも優れています。 大きなｽﾍﾟｰｽを活かし、背の高い

ものやかさばるものをたっぷりと

■ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ 収納できます。

洗面器の高さは使い勝手のよい

815㎜になっています。

ﾌｪｲｽﾀｵﾙも掛けられます。

洗面：ﾋﾟﾝｸ、扉：ﾎﾜｲﾄ 洗面・扉：ﾎﾜｲﾄ

■ｼｬﾜｰﾄｲﾚHｼﾘｰｽﾞ 【　機能　】

おしり泡ｼﾞｪｯﾄ機能/ﾋﾞﾃﾞ洗浄/暖房便座/ﾉｽﾞﾙｵｰﾄﾆﾝｸﾞ

便座ﾋｰﾀｰｵｰﾄｵﾌ/着座ｼｬﾜｰ/ｽﾛｰﾀﾞｳﾝ便座/ﾜﾝﾀｯﾁ節電

ﾚﾃﾞｨｽﾉｽﾞﾙ/ｻｲﾄﾞﾗｲﾝ便座/本体ｽﾗｲﾄﾞ着脱/便ﾌﾀﾜﾝﾀｯﾁ着脱他

国際規格に準拠した

安心・信頼の細菌効果

【　特徴　】　　『ﾊｲﾊﾞｰｷﾗﾐｯｸ』

銀ｲｵﾝﾊﾟﾜｰで黒ずみの原因となる細菌

の繁殖を抑え、汚れやﾆｵｲを軽減。

高硬度ｼﾞﾙｺﾝは釉薬の表面まで含んで

いるので、傷がつきにくく、陶器の美しさを長く保つことができます。

■ｷﾚｲ便座 ■本体ｽﾗｲﾄﾞ着脱 ■しっかり洗浄

ｽﾘﾑなﾀﾝｸで空間になじみやすいｼﾝﾌﾟﾙ

なﾃﾞｻﾞｲﾝ。洗浄性能が特徴です。

繋ぎ目をなくし、更に便座裏 着脱が可能なことによって、

■ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ の防汚処理でお掃除を楽に! 便器との隙間をお掃除できます。

■ｱｸｾｻﾘｰ

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ ｵﾌﾎﾜｲﾄ 　　　　ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ﾋﾟﾝｸ ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ 紙巻器

Sanitary
   　　　　Plan2

PT　　W750

LN便器
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■ ミラーキャビネット 【　BTG　】 ■ ミラーキャビネット 【　オフト　】

注：OPになりますとPTからｵﾌﾄに商品が変わります。

■キャビネット ■キャビネット

引出しタイプ 引出しタイプ

■扉カラー ■扉カラー

□ｼﾙｸﾌﾞﾗｳﾝ □ｼﾙｸｼｬﾝﾊﾟﾝ □ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ □ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

□ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ □ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

■アッパーキャビネット　Ｗ=750 ■アッパーキャビネット　Ｗ=750

■サイドキャビネット

注：間口によって開口が異なります。カタログをご確認下さい。

ＯＰﾌﾟﾗﾝ
お客様の　『　a!motto　』　を・・・

ｱｯﾊﾟｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄとｻｲﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄを選択された場合のイメージ 

※各メーカー3面鏡にした場合標準でくもり止めコートがつきます。 

※洗濯用キャビネットもございます。 
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■扉ｶﾗｰ

□TS-867E 　　□TS-624E □TS-625E 　　□TS-856E

□ｵﾚﾝｼﾞ 　　□ﾌﾞﾙｰ □ﾋﾟﾝｸ 　　□ﾎﾜｲﾄ □ｱｲﾎﾞﾘｰ 　　□ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ

□ﾌﾟﾗﾑ 　　□MOP1205M □MOP1204M 　　□MOP1201M □MOP1203M

■人造大理石ｶｳﾝﾀｰ・ﾎﾞｳﾙ ■水栓 ■ﾐﾗｰﾀｲﾌﾟ ■ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式ｼｬﾜｰ水栓

ｷｯﾁﾝ同様、選べる扉ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが 使いやすいﾊｲﾊﾞｯｸｶｳﾝﾀｰ (ﾎﾜｲﾄ)

豊富にあります。木目柄をお選び頂くと 水栓の周囲に水が溜まらず 3面鏡 開き扉

他の家具とも合わせやすくなります。 お手入れしやすいﾎﾞｳﾙ。 蛍光灯付 大きな物も収納出来ます。

■手洗い無しプラン

□手洗器+ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ+紙巻器 □ｶｳﾝﾀｰ付手洗器+ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ+2連紙巻器

【 CS340便器 】 【 LN便器 】

※ｲﾒｰｼﾞ図になります。ﾄｲﾚ商品はそれぞれ標準のCS340（TOTO）、LN便器（LIXIL）になります。

■収納ボックス ■鏡

□引戸ﾀｲﾌﾟ □吊棚収納(耐荷重10kg)

間口に合わせて棚板と扉をｶｯﾄできます。

ｶﾗｰはﾎﾜｲﾄのみとなります。

ＯＰﾌﾟﾗﾝ
お客様の　『　a!motto　』　を・・・

エリシオ　W750

→ 
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■Nｸﾗﾚｽﾌﾟﾗｽ　源平かば ■NNﾌﾞﾛｯｸ　かばﾀｲﾌﾟ ■ｼｽﾃﾑ手摺35ＥＸ

□ﾌﾞﾗｯｸ 　　□ﾀﾞｰｸ □ﾐﾃﾞｨｱﾑ 　　□ﾎﾜｲﾄ

□ﾍﾞｰｼﾞｭ 　　□ﾗｲﾄ □ﾍﾟｰﾙ

【性能】

【注意】ｷｬｽﾀｰ付の家具は床表面を損傷させる恐れがあります。 ｶﾗｰはﾌﾛｱに準します。

□ｴﾌﾞﾘｵﾌﾟﾗｽ ﾄﾞｱは片開きﾄﾞｱ・片引戸、ﾃﾞｻﾞｲﾝは下記が標準となっております。木目は縦・横の両方から選べます。

■ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾄﾞｱ ■居室・洗面ﾄﾞｱ 　　　■ﾄｲﾚﾄﾞｱ(表示錠付) ■引戸ｲﾒｰｼﾞ ■取手

引戸の敷居はフロア
 ＬＤＫ･洋室･洗面ﾄﾞｱ ＬＤＫ・洋室引戸用

直付け敷居を使用

します。

ﾄｲﾚﾄﾞｱ 洗面・ﾄｲﾚ引戸用

直付けレール（シルバー）


ﾄﾞｱ取手表示錠

□M-24型 □M-11型 　　□M-35型

■収納・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ H=8尺 ■三方枠下ﾚｰﾙ無仕様 ■ｸﾛｰｾﾞｯﾄ内部収納 ■押入内部収納 ■建具ｶﾗｰ

□ﾁｪｽﾅｯﾄ柄 □ｴﾙﾑ柄

ﾌﾞﾗｯｸ ﾍﾞｰｼﾞｭ

□ｵｰｸ柄(ﾗｲﾄ ） □ｱｯｼｭ柄

枕棚+ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ　 枕棚+中段　　 ﾗｲﾄ ﾎﾜｲﾄ

ﾚｰﾙがない為、収納ﾎﾞｯｸｽなどの ■枕棚ｶﾗｰ ■収納取手

□M-11型 □M-11型(下ﾚｰﾙ無仕様) 出し入れがｽﾑｰｽﾞに行えます。 洋風和室・洋室 　　和室

■窓枠(膳板仕様) ■笠木 ■幅木 ■成型床見切り

　洋風和室標準内容

　空間規模：4.5～6帖間

　押入建具：引違い（ｼｰﾄ貼り）

　畳：ﾍﾘ有り一帖畳

樹脂製の下台納用小口ｷｬｯﾌﾟを ■上框・付框

　注：白木仕上げ、半帖畳、 使用します。玄関ﾄﾞｱ・浴室ﾄﾞｱ 笠木ｼﾞｮｲﾝﾄ部は樹脂製 笠木・幅木・框・床見切り

　襖はオプションとなります。 にはｻｯｼ見切りを使用します。 継手部材を使用します。 ﾌﾛｱに準します。

造作材洋風和室

階段･壁付手摺

Interior/Storage

床　　材

ﾄﾞｱﾃﾞｻﾞｲﾝ

　床・壁・天井・建具・照明などその部屋で目に入る全てのものをその空間
のインテリアと呼びます。その空間に居て「気持ちが良い」、「落ち着かな
い」と感じるのもインテリアによる影響が少なくありません。自分の好みを見
つけて頂くことで、自然と快適な空間へ変わっていきます。生活スタイルや
ご自身の好みを考え、どのような空間にしたいかお聞かせ下さい。
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■ジョイハードフロア-Ａ ■ｽﾄﾘｯﾌﾟ階段ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ ■連続手摺1500ﾋﾟｯﾁ

□ｽﾓｰｸｵｰｸ □ｵｰｸ

□ｳｫｰﾙﾅｯﾄ □ﾒｰﾌﾟﾙ ｶﾗｰ床材と同色

□ﾁｪﾘｰ □ﾎﾜｲﾄｵｰｸ

【性能】 □ﾎﾜｲﾄ □ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ

□ﾈｵﾌﾞﾗｯｸ

■ベリティス　ハイドアタイプ (片開き、引戸が標準となります。) ■ベリティス　収納扉 ■取手

□LDK □居室 □洗面室 □トイレ(表示錠付) □クローゼットH=8尺(折戸)

□階段下収納(開き扉)
 （LDK・居室） （洗面・トイレ）

H=3尺、4尺 ■引戸取手

（LDK・居室） （洗面・トイレ）

■収納取手

（折戸・開き）

■ｸﾛｰｾﾞｯﾄ内部収納 　■押入れ内部収納 ■枕棚 ■玄関収納(可動棚6段) ■扉納まり

中段ｶﾗｰ □収納・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ

三方枠下レール

無し仕様

□木目柄

□ﾎﾜｲﾄ 3尺・4尺開き扉

取手位置変更可

枕棚+ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ 枕棚+中段(ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟなし。) イメージ図

■腰板 ■幅木 ■笠木 ■窓枠

リブ調

4㎜厚

ｶﾗｰは床材に準します。

ＯＰﾌﾟﾗﾝ
お客様の　『　a!motto　』　を・・・

床　　材

ﾄﾞｱﾃﾞｻﾞｲﾝ

階段･壁付手摺



a!motto-Vol.1　2014.11

■耐圧盤(土間ﾍﾞｰｽ) ■付帯工事

： ：

：

：

： ：

：

：

■立上基礎

：

：

：

：

：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

：

：

： 性能評価：耐震等級1・断熱等級3相当

：

： ■付帯工事

： ：

： ：

： ：

： ：

： ※標準施工範囲1.5坪迄です。

床板24mm/針葉樹合板12㎜/無塗装ｹｲｶﾙ板12mm

規格(堀削) 外周ﾍﾞｰｽGL-350　耐圧盤GL-150 基礎幅木 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS/R5210　FC21N/m㎡　ｽﾗﾝﾌﾟ18　水含有率55%以下 地盤調査 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ方式地盤調査　5ﾎﾟｲﾝﾄ

砕石 40mm　ｱ50mm

規格(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚) 外周ﾍﾞｰｽH300mm･W200mm　耐圧盤H150mm ﾎﾟｰﾁ･玄関土間
ｺﾝｸﾘｰﾝ(無筋)

：
JIS/R5210　FC18N/m㎡
ｽﾗﾝﾌﾟ18　水含有率　55%以下鉄筋 SD295-A　D-13　＠200mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ JIS/R5210　FC21N/m㎡　ｽﾗﾝﾌﾟ18　水含有率55%以下

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(最大間隔2000mm) Ф12mm　L400　埋込み長250mm以上　ｱﾝｶｰ出基礎天+120mm

ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(1.5ｔ以上) Ф16mm　L600　埋込み長360mm以上　ｱﾝｶｰ出基礎天+240mm

防湿ｼｰﾄ JIS/A6930　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系防湿ｼｰﾄ　ｱ0.1mm

規格(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚) H/GL+400mm　W120mm

鉄筋 SD295-A　主筋1-D13　横筋1-D10　立上筋D10　＠200

大引 米松　KD材　105*105 柱脚柱頭金物 Zかすがい　C120【い】　同等品

床合板受け 米松　KD材　90*90（＠900or＠910） 柱脚柱頭金物 ㈱ｶﾅｲ/ｽﾘﾑﾋﾞﾙﾄｺｰﾅｰ【い】【ろ】【は】　同等品

躯体/金物

土台 米栂　GRN薬剤注入材　105*105 土台用座金 ㈱ｶﾅｲ/ｽﾘｰｸ座付ﾅｯﾄ

基礎ﾊﾟｯｷﾝ JOTO　基礎ﾊﾟｯｷﾝﾛﾝｸﾞ/気密ﾊﾟｯｷﾝﾛﾝｸﾞ(玄関土間・UB部） 柱脚柱頭金物 ㈱ｶﾅｲ/ﾊﾝﾃﾞｨｰﾎｰﾙﾀﾞｳﾝHHD1520【と】【ち】　同等品

土台火打 米松　KD材　90*90 柱脚柱頭金物 ㈱ｶﾅｲ/ﾊﾝﾃﾞｨｰﾎｰﾙﾀﾞｳﾝHHD2530【り】【ぬ】　同等品

和室床合板受け 米松　KD材　45*105 柱脚柱頭金物 ㈱ｶﾅｲ/ﾌﾘｰﾀﾞﾑｺｰﾅｰ【に】【ほ】　同等品

地束 ㈱ｶﾅｲ　ﾌｧｲﾝQ鋼製束 柱脚柱頭金物 ㈱ｶﾅｲ/ﾌﾘｰﾀﾞﾑｺｰﾅｰFC10【へ】　同等品

胴差し･ｻｻﾗ梁 米松　KD材　105*105～/RW　EW材　105*105～ 仕口・継手金物 Z　腰高羽子板/ﾒﾙﾄ羽子板ﾎﾞﾙﾄ　同等品

小屋桁 米松　KD材　105*105～/RW　EW材　105*105～ 片引きﾎﾞﾙﾄ Z六角ﾎﾞﾙﾄ　M12

管柱 EW材（W/W・RW・杉・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾋﾞｰﾑ）　105*105 ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ引き用 両ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ　M16*600

通柱/隅柱 EW材（W/W・RW・杉・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾋﾞｰﾑ・唐松）　120*120 ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ引き用座金 Z角座金　9.0*80

屋根垂木 米松　GRN材　45*45　＠364 短冊金物 ㈱ｶﾅｲ/ﾎｰﾏｰﾌﾟﾚｰﾄ　同等品

垂木受け 米松　GRN材　45*105 火打ち金具 ㈱ｶﾅｲ/ﾌﾘｰﾀﾞﾑ鋼製火打(ﾋﾞｽ止)　同等品

小屋束・母屋 米松　GRN材　105*105 両引きﾎﾞﾙﾄ 両ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ　M12

隅木 米松　GRN材　90*90 座金 ﾊｲｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ丸座金

㈱ｶﾅｲ　ｶﾗｰN釘　MF-N50　同等品

内部間柱・窓まぐさ KD材（W/W・杉）　27*105 ﾋﾞｽ ㈱ｶﾅｲ　ﾉﾝｸﾛﾑ　KT3928/KT3941　同等品

野地板 構造用合板　12㎜ 筋違いﾌﾟﾚｰﾄ ㈱ｶﾅｲ/Nﾌﾘｰﾀﾞﾑ筋かいﾌﾟﾚｰﾄ2培用　同等品

筋違い 米松　KD材　45*90 垂木止金具 Z　ひねり金物ST-120　釘付　同等品

床合板 構造用床合板24mm　実無し　910or900ﾓｼﾞｭｰﾙ

壁断熱材 壁：GW　10ｋ　50㎜/天井：GW　10ｋ　100㎜　同等

床断熱材 断熱等級3/ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板特号31㎜同等

外周部間柱・窓台・窓まぐさ KD材（W/W・杉）　45*105 釘

④ FRP防水

Structure(基礎/構造等)

基　　礎

② ｻｯｼ防水立上は、120mm以上 ⑥

③ 腰壁防水立上は、250mm以上 その他 ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ無しｱﾙﾐ笠木

防腐・防蟻 GL+1000　防腐・防蟻材現場塗布

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

① 床勾配は、1/50以上 ⑤ 排水溝勾配、排水口の防水補強

天井･軒下地・入隅壁下地 LVL　33*33

通気胴縁 赤松　GRN材　15*45

仮筋違い･捨て破風 GNR材　27*105
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■内部仕上

*注：廻縁なし、ｸﾛｽ突付仕上げとなっております。

■電気設備

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

：

：

： ■給排水設備

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ※各排水枡が建物側面・隣地との境界側で設置出来ない場合は、建物床下排水工事となります。

-
3方固定枠
ﾚｰﾙ無CL扉
ﾋﾟﾎﾟｯﾄ固定

2F：1間までのｸﾛｰｾﾞｯﾄ3箇所
標準に含まれます。
(収納内部には、枕棚・ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ)

-
3方固定枠
ﾚｰﾙ無CL扉
ﾋﾟﾎﾟｯﾄ固定

1F：0.5間までのCL扉1箇所程度が、
標準に含まれます。

窓枠
(膳板仕様)

片開きﾄﾞｱ
片引き戸
固定枠
ﾗｲﾄｽｺｰﾌﾟ
表示錠

収納等の棚を設置される場合は、
別途費用申し受けます。

ｸｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ

専用回路ｺﾝｾﾝﾄ 2箇所/LDK

各居室内1箇所

一般ｺﾝｾﾝﾄ

分電盤

各寝室・階段　10年電池式火災警報器各1箇所設置警報器（煙）

ｷｯﾁﾝ排気

警報器（熱）

1箇所/洗面所

各1箇所

3箇所/LDK・階段・廊下

ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ

蛍ｽｲｯﾁ

1箇所/洗濯機

各居室内1箇所

ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ

電灯配線

物入
Nｸﾗﾚｽﾌﾟﾗｽ
12mm

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁・天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

ｼｰﾄ貼り
幅木60mm

洗面所･ﾄｲﾚ
ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ
1.8mm

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁仕上
500ｼﾘｰｽﾞ
天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

ｼｰﾄ貼り
幅木60mm

Structure(内部/設備仕様)

浴室換気 ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ換気扇/屋外ﾌｰﾄﾞ設置Φ100

換気計画（第3種） 壁付排気ﾌｧﾝΦ100/屋外ﾌｰﾄﾞΦ100　換気計画に準ずる

排水設置 ｷｯﾁﾝ/UB/洗濯機/洗面/ﾄｲﾚ　計5箇所

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁仕上
500ｼﾘｰｽﾞ
天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

ｼｰﾄ貼り
幅木60mm

窓枠
(膳板仕様)

- 玄関収納は、標準に含まれていません。

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁仕上
500ｼﾘｰｽﾞ
天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

ｼｰﾄ貼り
幅木60mm

窓枠
(膳板仕様)

片開きﾄﾞｱ
片引き戸
固定枠

厨房機器廻りｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ貼り
厨房内床下収納庫1箇所

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁仕上
500ｼﾘｰｽﾞ
天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

直線部側板
廻り部ｼｰﾄ貼り
幅木60mm

窓枠
(膳板仕様)

-

ﾎｰﾙ･廊下
Nｸﾗﾚｽﾌﾟﾗｽ
12mm

3路ｽｲｯﾁ 1箇所/ＬＤＫ 屋外水栓 蓋付散水栓または立水散水栓

標準照明 トイレ・洗面・流し元・勝手口

ｶﾗｰTVﾄﾞｱﾎﾝ 1対1型　室内ﾓﾆﾀｰ取付/玄関廻りまで配線止

洗濯パン 750*640

Nｸﾗﾚｽﾌﾟﾗｽ
12mm

既製箱型階段
丸型壁付手摺

LDK･洋室

階段
手摺壁の上端は、笠木納めとなります。
立上り部は、ｸﾛｽ仕上です。
ﾃﾞｻﾞｲﾝ階段等は、別途費用申し受けます。

ｸﾛｰｾﾞｯﾄ
Nｸﾗﾚｽﾌﾟﾗｽ
12mm

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁・天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

ｼｰﾄ貼り
幅木60mm

ｷｯﾁﾝ/UB/洗面/給湯器/ﾄｲﾚ/洗濯機　計6箇所

ｷｯﾁﾝ/UB/洗面　　計3箇所

箇所 床　　材 壁･天井下地 壁･天井仕上 幅木 窓枠 建具 備　　考

玄関
300角磁気質
ﾀｲﾙ貼り

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁仕上
500ｼﾘｰｽﾞ
天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

上框
付框

窓枠
(膳板仕様)

片開き
片引き
鋼製ﾄﾞｱ

玄関ﾎﾟｰﾁ･土間は、7㎡迄が含まれます。
土間・ﾎﾟｰﾁとも同一のﾀｲﾙ柄となります。

壁仕上：500ｼﾘｰｽﾞ
天井仕上：
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

畳寄せ
窓枠
(膳板仕様)

片開きﾄﾞｱ
片引き戸
固定枠

ﾌﾗｯﾄ既製建具1枚が標準に含まれます。
内障子・白木仕上げ (天井：杉中杢)は、
Optionになります。
また、床の間は標準に含まれていません。

和室
押入れ

Nｸﾗﾚｽﾌﾟﾗｽ
12mm

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

壁・天井仕上
500ｼﾘｰｽﾞ1色限定

ｼｰﾄ貼り
幅木60mm

-

引違い（ｼｰﾄ）
3方固定枠
ﾚｰﾙ無CL扉
ﾋﾟﾎﾟｯﾄ固定

1間までの押入1箇所までが、
標準に含まれます。
建具を襖にする場合はOptionになります。
(収納内部には、枕棚・中段)

和室
(洋風大壁)

一帖畳
ｲ草表/ﾍﾘ有り

壁：P.B12.5mm
天井：P.B9.5mm

照明配線 各部屋1箇所/ﾎﾟｰﾁ灯・階段灯は配線止

各居室内1箇所

各2箇所

1箇所

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ換気扇/屋外ﾌｰﾄﾞ設置Φ150

ｷｯﾁﾝ室　10年電池式火災警報器1箇所設置

防水ｺﾝｾﾝﾄ

電話用空配管

TV配線

20回路

1箇所

ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ

給水設置

給湯設置
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・弊社ＨＰの「お問合せフォーム」または最寄りの営業所までお気軽にお問合せ下さい。

・ご要望をヒアリング

・ご希望の入居日から工程などのスケジュールリング

・プラン作成、ご要望に応じて概算見積の提出

・設計の方向性の確認

・ご希望、ご要望事項をご予算をもとに内容の決定

・打合わせスケジュールのご説明

・平面図、立面図

・詳細見積りの提出、仕様変更・調整

・設計内容の最終確認、現場担当者紹介、工程打合せ、近隣あいさつ、確認申請提出、確認済証受領

・施工のための詳細図作図

・一般的に工事前に地鎮祭を行い工事の安全を祈願します。

・基礎配筋検査

・棟上げ、建物の骨組みが上がり、構造の接合金物が取付けられた段階で中間検査、躯体検査

・完了検査、施主検査、鍵の引渡し

・２ヶ月点検

・満足度アンケートにご協力下さい

・半年点検

・2年点検

※半年点検、2年点検はDMでご案内させて頂いております。

基本設計  

プラン決定  

見積もり・調整  

お打合せ  

打合せからお引渡し後までの流れ

お引渡し後、２ヶ月目  

お引渡し後、６ヶ月目  

お引渡し後、2年目  

契約  

実施設計  

着工  

検査  

上棟  

施工検査、お引渡し  

プレゼンテーション  

基本設計依頼  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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