
■屋根材 ＜IKO tile＞i-Shingle(アイシングル) ■破風 ＜ヨネキン＞鋼板加工破風

鋼板破風、垂直軒先仕上げ
ジョイントにコーキングをしない為、経年メンテや極度
の色汚れの心配がありません。
また外観もスッキリとシャープなデザインです。

■樋 ＜DENKA＞レガリア
高排水サイホンシステム採用
外観がより美しく
排⽔能⼒（量）の向上により
竪樋、雨⽔の桝が減少

耐震性を発揮    瓦に比べ1/7、スレートでも1/3と
軽量で建物への負担が⼩さい、地震の揺れを軽減。

■窓 ＜LIXIL＞サーモスX
フレームをスリム化しガラス面積を最大化
⾼断熱と軽さを両⽴しガラスを⾼性能化
多層ホロー構造とサーマルブレイク構造で
フレーム⾼性能化

1㎡あたりの重量は6.5kgと軽量
落雪防⽌効果
雪⽌め⾦具と同等の効果があると認められた屋根材で雪が落ちにくい

■ 外壁 ＜ニチハ＞窯業系サイディング
16mm厚⾦具留め施⼯

日陰だって夜だって効果を発揮。
ナノ親⽔マイクロガードは、光に関係なく親⽔性を発
揮するので、日当り面、日陰や夜間そして季節に関係
なく効果が持続します。

施工直後から効果を発揮。
ナノ親⽔マイクロガードは、ニチハ⼯場から出荷され
た時から防汚機能が発揮しているので安心。
摩耗等の外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間
その効果が期待できます。

外装

雨だけで汚れが落ちる外壁に⼩さな「シリカ粒⼦※」が作る⽔の膜が外壁に直接汚れを付きにくくし、雨などで落ちやすくします。

樹脂窓同等の断熱性能をハイブリッド窓で実現し

フレーム50%スリム化
わずか36.5mmというスリムなフレームを実現したサーモスX。

まるで窓が存在しないかのようなシンプルで美しいデザインが

大きな特⻑です。

視界がすっきりと広がって光や景色を身近に感じられるサーモ

スXなら外と内が心地よくつながる窓辺がつくれます。

※縦すべり出し窓（グレモン）での比較

従来品 樹脂窓 サーモスX

※縦すべり出し窓（グレモン） 06013[05713]

ガラス面積

約30%
アップ

7t

超軽量で耐候性に優れた⽯付⾦属屋根。塗り替えいらずのメンテナンス

フリーの屋根 30年の材料品質保証と10年の美観保証がついています。



■玄関ドア ＜LIXIL＞ GIESTA２

■網⼾ ＜LIXIL＞ 標準ネット

標準ネット

色

引違い網⼾/上げ下げ式網⼾/固定式網⼾/網付格⼦
18

0.26㎜
1.2㎜

ポリプロピレン
ブラック

引違いタイプ

メッシュ
線径

網目

材質

外装

断熱仕様（ｋ2）
【平成25年省エネルギー基準】

2.33[W/(㎡・K)]

断熱枠（サーマルブレイク構造枠）と高断熱複層ガラスの組み合わせで、
高い断熱性能を実現。

ハンドル
室外側 室外側

室内側室内側

タッチキー[電池式]

リモコンキー
2個

オーナーキー
1本

標準キー
4本



※ガレージプランのみ標凖

おまたせしません。
わずか13秒のスピードオープン 

開閉時もとても静かで、ご近所の迷惑にも
なりません。(13秒開閉）
緊急事態や停電時には内側から手動での開閉も可能です。

■装備

指をはさまない構造 停電時は手動で
リモコン 壁スイッチ ⼩さなお⼦様にも安全な 緊急時や停電時には内側
シャッターの開閉は⾞の中から、 ガレージ内からはスイッチを 構造です。 から手動での開閉が可能。
らくらくリモコン操作。 ワンタッチするだけ。

■装備 ■窓飾りデザイン

SherwoodⅡ(シャーウッド) StocktonⅡ(ストックトン)

WilliamsburgⅡ Simple(シンプル)
(ウイリアムスパーグ)

便利な⾃動ランプ付き 障害物検知装置
ガレージドアが開くと自動点灯。 危険防⽌の安全センサー付。
ドアが閉まると遅れて点灯(約4分)。 ⼩さなお⼦様がいる家庭でも安心。

ガレージ Wayne Dalton #9605



■天井・壁材 ＜シンコール＞ SLPシリーズ
■天井・壁 ビニールクロス仕上げ ※50㎡まで1000クラス

洋室イメージ 和室イメージ ＊壁面イメージ

■床 ＜YKK AP＞タフテクトB ＜ＥＩＤＡＩ＞ リアルフィニッシュアトム
■床 洋室フローリング ■床 ⽔廻り 耐⽔フロア

凹み傷がつきにくい

抗菌加⼯のコート＋オレフィンシートの表面仕上げ
⽔廻りに最適です。

１，２階同材

■室内建具 ＜YKK AP＞ラフォレスタ

各部屋別にシンプルなデザインで8色ラインナップ カラーラインナップ

■玄関 ＜EIDAI＞ ＜NANKAI＞クロークタイプ ■階段 ＜YKK AP＞タフテクトB
プランにより玄関収納庫タイプとクロークタイプがあります

玄関収納タイプ クロークタイプ NANKAI

階段 手摺

キャビネット
収納量の目安
45 55足

玄関框は床材と同色です

ミラーは左右の選択可能 ポスト口 階段笠⽊

リビング・サンルーム 居室水廻り 収納・両開き⼾ 収納折れ⼾(クローゼット）

内装

耐キャスター 床暖房対応可

すり傷に強い車イスOK

●落下傷の比

較

タフテクト 一般フロア



■＜クリナップ＞STEDIA ハイブリット [高さ800/850/900mm] 標準は吊⼾なしの I型2550㎜です

■＜TOTO＞サザナ HTシリーズ Sタイプ 標準1坪サイズです。

ＫＩＴＣＨＥＮ

ＢＡＴＨ ＲＯＯＭ

■食器洗い乾燥機(5人用)

上からもすすぎ洗いできる

タワーウォッシャー。

■ステンレスキャビネット ■IHクッキングヒーター

両面焼水無ロースター付き

火加減クッキリサイン

揚げ物少量油対応

2IHヒーター＋ラジエントヒーター

■美サイレントシンク

■フラットスリムレンジフード
シャープなデザイン。

パッチングフィルターで

お手入れが簡単です。(整流板付)

■水栓⾦具

省エネシングル水栓

シャワー水栓

■たっぷり収納

静かな音と、

広々とした

ワイドシンク。

85ｃｍ
48.5ｃｍ

■ほっカラリ床

冷気をシャットアウトする、

W断熱構造。

翌朝にはカラリと乾き、

お掃除ラクラク。

■お掃除ラクラク鏡

面倒な鏡汚れもラクラクすっきり。

炭素の幕で、水あかのこびり付きを防ぎます。

お掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで

水あかをしっかり落とせます。

■お掃除ラクラクカウンター

壁と浴槽が離れたデザインだから

スポンジひとつでぐるりと一周

お掃除可能。

入った瞬間から心地よく、

親水パワーでお掃除ラクラク。



■＜クリナップ＞KTW(ケイティーダブリュー) [間口900/750mm] ※洗面化粧台は幅900㎜まで標準対応です

■＜TOTO＞ ZJ1 ※トイレ(2F)は、TOTO「CS340」

ＳＡＮＩＴＡＲＹ

ＴＯＩＬＥＴ

■「お掃除リフト」「クリーン便座・クリーンノズル」

■節約＆エコ
環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ、約70％
の節水で、スピーディでパワフルに洗浄します。

■フチなし形状＆トルネード洗浄

渦を巻くような水流が、
汚れやすいエリアをしっかり洗浄。

便器のフチを握るようにして、
シートでさっとふくだけで
お掃除できます。

スゴフチ トルネード洗浄

■手洗いラクラク「深ひろボウル」

お掃除リフト

イメージ画像

クリーン樹脂で汚れをはじく

便器と便座のすき間汚れをふき取れる

「お掃除リフト」でニオイの元になる

汚れを残しません。

■停電のときも安心

陶器表面が汚れが入るすき間もないほどツルツルなので、

汚れが落ちやすくお掃除がぐっとラクになります。

セフィオンテクト

釉薬層

水が

広がる

汚れ

■オールスライド収納

洗面化粧台の収納といえば

洗剤・漂白剤・柔軟剤・シャンプー・

リンス・ボディソープ・歯磨き粉・

お掃除道具・バケツ等，実はストック

用品が満載です。

2段のスライド収納だから、収納量は

もちろん、整理整頓が簡単にできます。

⼤容量の収納でストック品がすっきり

330mm

35
0m

m

■カウンター カラダにやさしい、高さ85ｃｍ

高さ75cmで洗顔をした時の腰への

負担は直立姿勢で約25kgの荷物を

持った時と同じ！

高さ85cmにすると

カラダへの負担が軽減します！

腰への負担が約22％軽減します。

（成人男性170cmの場合）

■水栓

湯水の切り替えが

わかる為、無駄に

光熱費もかかりません。

ストレートとシャワーの切り替えができます ■3面鏡・LED照明タイプ

ミラーの裏は全て

収納スペース

■「セフィオンテクト」

ボウルを深く大きくして、さらに

手洗いがしやすくなりました。

大人から子供まで使いやすい

高さに設計しています。

便器の右側に格納している
手動レバーを引っ張ることで、
停電の時でも水を流せます。
(乾電池は不要です)



■TV付きドアホン ■EV電源 ■火災報知器 ■情報配線システム
玄関⼦機+ﾓﾆﾀｰ親機 電気自動⾞⽤200V ＜Panasonic＞ ひらいてねｯﾄ+光ｺﾝｾﾝﾄ付

防⽔コンセント けむり当番  3箇所

■フットライト ■分電盤 ■天井点検口 ■高気密型床下点検口
LSBJ50002 ＜スマートコスモ＞ <JOTO>（断熱型）

レディ型エコキュート・ＩＨ対応 600×600

■洗濯用給排水 ■ヒートポンプ給湯器エコキュート ■外部⽴水栓＋ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ横水栓
３７０Ｌ

＜吉野⽯膏＞ハイクリーンボード

電気・給排水設備他

プラスターボード



■アフォーダブル標準設備仕様一覧表 2020/2/1

クリナップ

ステディアHB

形状 I型　2550㎜

ｽﾗｲﾄﾞ収納 ○

ｿﾌﾄｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ ○

扉ｶﾗｰ 17色

ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ 人造大理石(3色）

ｼﾝｸ ｽﾃﾝﾚｽ「美ｻｲﾚﾝﾄｼﾝｸ」

静音ｼﾝｸ ○

ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓 「省ｴﾈｼﾝｸﾞﾙｼｬﾜｰ水栓」

食器洗い乾燥機 〇（5人分）

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

IH 2口IH+ﾗｼﾞｴﾝﾄﾋｰﾀｰ＋水無ﾛｰｽﾀｰ(三菱製)

高さ調整 800/850/900

付属品 まな板たて「ｸﾘﾝﾗｯｸ」

TOTO

サザナ　HTシリーズ　Sタイプ　（1616）

保温浴槽 ○「魔法瓶浴槽」（4時間で2.5度以下）

ﾌﾛふた ○ﾗｸかるふろふた（断熱仕様）

床機能 ○「ほっｶﾗﾘ床」

排水機能 ○「お掃除ﾗｸﾗｸ排水口」（抗菌・防ｶﾋﾞ仕様）

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ ○（10色）

浴槽 FRP浴槽（ゆるﾘﾗ浴槽/ｸﾚｲﾄﾞﾙ浴槽/ｽｸｴｱ浴槽）

水栓 ｽｯｷﾘ棚水栓

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ 〇ｺﾝﾌｫｰﾄｳｪｰﾌﾞｸﾘｯｸｼｬﾜｰ(ﾎﾜｲﾄ)「節湯B１」

鏡 縦長「お掃除ﾗｸﾗｸ鏡」W298×H600

収納 収納棚2段

握りバー ○ﾒﾀﾙ

照明 1灯（半球形LED照明）

換気扇 ○

浴室入り口 折戸

クリナップ

KTW

間口 900㎜/750㎜

扉ｶﾗｰ 7色

ボール高さ 85㎝

鏡 3面（LED照明）

水栓 立ち上がり水栓

扉 ｵｰﾙｽﾗｲﾄﾞ

取手 ﾊﾞｰ取手

鏡くもり止め くもり止めｺｰﾃｨﾝｸﾞ

その他 歯ブラシ立て

TOTO

ZJ1（ｳｫｼｭﾚｯﾄ一体型）

ｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ 3色

節水ﾀｲﾌﾟ　大/小 4.8L/3.6L

旋廻流洗浄 ○「ﾄﾙﾈｰﾄﾞ洗浄」

超表面平滑 ○「ｾﾌｨｵﾝﾃｸﾄ」

洗浄機能 ｵｰﾄ洗浄

暖房便座 ○

おしり・ﾋﾞﾃﾞ洗浄機能 ○

ｵｰﾄ開閉 -

ｽﾛｰﾀﾞｳﾝ便座 ○

節電機能 ○

脱臭機能 ○

ノズルお掃除機能 ○

停電対応 ○

壁付けﾘﾓｺﾝ 〇

奥行き寸法 807㎜

■キッチン

■ユニットバス

■洗面化粧台

■トイレ(タンクレス)



■太陽光パネル ＜パナソニック＞ 太陽電池モジュール「HIT」243LP

「くもりの日」「⾬の日」は1年の約半分 

パナソニックのパワーコンディショナは、
光の強さが変化したり、光の弱い曇りの日
でも、効率よく直流から交流へ変換します。

実は太陽光は温度が上がると出⼒が落ちてしまいます。
太陽電池は直射日光を受けるのでどうしても温度は上がってしまいます。
でもパナソニックは⾼温に強いから、真夏でもたっぷり発電します。
エアコンをたくさん使う時期でも安心です。

■HEMS ＜パナソニック＞ AiSEG2

HEMSとは、Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント システム）の略です
エネルギーを⾒える化するだけでなく、家電、電気設備を最適に制御するための管理システムです。

アフォーダブルZEH

天気の悪さも気にしない
くもりの日でもしっかり充電 

暑さもきにしない
真夏でもパワフル たっぷり発電 

AiSEG2






