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・・・感染症対策におすすめの商品
※パンフレットに記載の金額は全て税込金額です。
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リモコンタイプ

Entrance
玄関キー

CAZAS⁺　カザスプラス

システムキー

55,000円

126,500円

タッチキー

eエントリー ※玄関引戸の場合のオプションとなります

ボタンを押して
カードをかざすだけ

ボタンを押すだけ
ワンタッチスタイル

電池式で停電時も安心

ノータッチモードへの
切り替えも可能

ボタンを押すだけ
ワンタッチスタイル

電池式で停電時も安心

ドアのボタンを押してカード、又はスマホを
かざすだけで簡単に解錠します。
専用のカードキーの他、おサイフケータイや
Edy 対応のカードも玄関のカギにできます。
電池式のため、停電時も問題なく使えます。
スイッチ 1つでオートロックに設定が可能。
うっかりした締め忘れを防止できます。

リモコンキーをバッグに入れておけば、
ドアに近づくだけで解錠します。
タッチモードやオートロックの設定を
することができます。
玄関ホールのコントローラーユニットからも
施解錠でき、スタンダードプランにすると、
リビングなどから遠隔操作でも施解錠できる
ようになります。

エントリーキーをバッグに入れて
ドアのボタンを押すだけで施解錠できます。
また、近づくだけで解錠する
ノータッチモードへの切替も可能です。
施解錠は音と光でお知らせします。

リモコンキーをバッグやポケットに入れて
ドアのボタンを押すだけで、カギが自動で
施解錠します。
車を施解錠するときのような快適さを
玄関にも設けることができ、毎日の外出と
帰宅がスムーズに行えます。
電池式で、オートロックなどにも設定が
可能です。

カギを持っておくだけ
ノータッチスタイル

110,000円キー付リモコンタイプ

82,500円リモコンタイプ

124,300円 151,800円ベースプラン

キー付き
リモコンタイプ

139,271円 166,771円
スタンダード
プラン

キー付リモコン…
リモコンキー (キー付用 )に
非常用手動キーを取り付けたもの

※リモコンタイプの説明は
　タッチキー欄参照

キー付リモコンタイプリモコンタイプ

お買い物で両手に荷物がたくさん…子どもを抱っこしていてカギ
の取り出しが大変…。
そんなときに玄関キーのオプションがとても便利です！

ココが
おすすめ＆
人気

両手が塞がっていても解錠がラク︕お子様のいる家族におすすめ＆人気︕
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Kitchen
キッチン部材

七宝レール引手

KT03P シリーズ

11903 シリーズ

七宝レール引手・KT03P シリーズ引手 アクリル人造大理石【アクシーマ】

29,700円

37,400円

176,000円

19,800円

ホーロー底板

アクリル人造大理石【モデレート】

高級人造大理石【クォーツストーン】

汚れやすい底板をホーロー製にすることで、
汚れがつきにくくお手入れもしやすく
お掃除の手間が省けます。

擦っても傷つきにくい
ホーロー製

汚れがつきにくく
清潔に保てる

ソリッドベージュ

モデレートブラック モデレートココア

ソリッドホワイト ソリッドライトグレーパールブラウン パールベージュ

シルバー

アクリル系塗装仕上げ ポリエステル系塗装仕上げ

ブラック

パールホワイト

サイディヘイズ ジュエルブラック

ジュエルシルバー ブランソルベ

オリーブロッシュ ホワイトクレイ

8,250円KT03P シリーズ

9,900円11903 シリーズ

4,400円七宝レール引手

※I型のみ対応

※アクリル人造大理石シンクには
対応していません
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Kitchen
キッチン　シンク、水栓

ユーティリティシンク E ホーロークリーンキッチンパネル

91,300円～

74,800円

アクリル人造大理石シンク

タッチレス水栓

シンク内を 3層に分けて作業スペースを
設けることで、洗ったものの水切りや
シンクを利用した調理などが快適に行えます。

※標準の天板には対応しておりません。
　アクリル人造大理石、クォーツストーン
　(2 ページ )にのみ対応しています。
　また、L型 ( 幅 1800mm×1650mm) には
　対応しておりません。

シンクとワークトップの接合部に段差や
隙間がないため、見た目も美しくお掃除も
簡単にできます。
変色しにくさや傷や衝撃への強さで、
美しさが長く保ちます。

※標準天板には対応しておりません。
　アクシーマ天板のみ対応可能です。

吐水口先端のセンサーに手をかざすだけの
ラクラク操作。
時短ができるとともに、汚れた手でも
触らずに操作ができるので、
水栓まわりを汚さずにすみます。

※お選びいただく天板種類や
形状によって異なります。

74,800円L 型キッチン

57,200円I 型キッチン

135,300円KM6111ETK

129,800円KM6071ETK

ウッドマイルドホワイト ストーンホワイト

マーブルベージュ

KM6071ETK KM6111ETK

ホワイト ピュアアイボリー

パールホワイト マーブルグレー

ベージュ グレー

ホワイト

汚れが付きにくい
キッチン周辺パネル

人気 No.3

掃除が楽になる上に、デザイン性も抜群。
日々のお料理がおしゃれに楽しくなる、
特に奥様に人気の商品です。

お手入れとデザインが両立した
おしゃれキッチンに

ココが人気︕

感染症対策におすすめ︕
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Kitchen
キッチン　食洗器、コンロ

77,000円

154,000円

60,500円

食器洗い乾燥機 ハイパーガラスコートトッププレート・
水無し両面焼きグリル

ホーロークリーンレンジフード【VRASタイプ】 IH クッキングヒーター

深型でたっぷりと食器が入るモデル。
他にも 7つの運転コースや、
約 38ｄBの低騒音などが特徴です。

・食器点数：44点 ( 約 6人分 )
・運転コース：7コース
・水量：約 11L
・騒音：約 38dB

・食器点数：44点 ( 約 6人分 )
・運転コース：7コース
・水量：約 11L
　エコナビ時：約 8.3L
・騒音：約 38ｄB

トッププレートはガラス質でコーティング
されており、衝撃やキズに強く、見た目も
美しいデザイン。
全てのバーナーに温度センサーが搭載されて
おり、揚げ物の温度調節や消し忘れ消火機能
など安心して使える機能が充実しています。

自動で過熱と停止を繰り返し、最適な
かきまぜ効果のある交互対流をおこします。
煮くずれや焦げ付きを抑制しするので、
長時間の本格的な煮込み料理もご家庭で
カンタンに調理いただけます。

おまかせエコ搭載で、汚れの量・種類・
食器量をセンサーで感知し、自動で調整して
エコ運転をしてくれます。
他にも、7つの運転コースや
約 38ｄＢの低騒音などが特徴です。

油汚れに強く、お掃除しやすいホーロー素材。
レンジフード内部のパーツもワンタッチで
取り付け・取り外しができます。
デザインもグッドデザイン賞を受賞しており、
キッチンの扉カラーと合わせることで、
キッチン空間と調和するデザインに仕上げる
ことができます。

85,800円75cm

69,300円60cm

クリアパール
ブラック

クリアパール
ダークグレー

クリアパール
ホワイト

クリアパール
ライトベージュ

クリアパール
グレー

60cm　TN72WV60C

75cm　TN72WV75C

2 口 IH
＋ラジエントヒーター
W60cm　CS-G318MS

2 口 IH
＋ラジエントヒーター
W75cm　CS-G318MWS

115,500円75cm

99,000円60cm

深型

深型・おまかせエコ

EW-45RD1SM

EW-45MD1SM
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Kitchen
キッチン　収納

キッチンカップボード

キッチンの収納を美しく機能的に増やすことが
できます。
家電収納庫はホーロー製で内側にもマグネットが
ついたり、お手入れが簡単です。
キッチンと同じ仕様のカラーとデザインなので
空間に一体感が生まれ、キッチン全体を美しく
コーディネートすることができます。
形状や仕様も豊富なラインナップで暮らしに
合わせて選ぶことができます。

キッチンと同仕様の
カラー・デザイン

数あるユニットから
暮らしにあわせて選べる

293,700円間口 165cm

トールユニット
＋家電収納タイプ

335,500円間口 180cm

220,000円間口 90cm

キッチンパントリー

253,000円間口 120cm

162,800円 198,000円間口 120cm

カウンターユニット
×2

カウンターユニット
＋家電収納タイプ

167,200円 205,700円間口 135cm

176,000円 213,400円間口 150cm

184,800円 220,000円間口 165cm

カウンターユニット×2

キッチンパントリー (フル引戸 )カウンターユニット＋家電収納タイプ

トールユニット＋家電収納タイプ

　間口 60cm　1段引出し＋観音開き扉
＋間口 75cm　1段引出し＋観音開き扉

間口 60cm　1段引出し＋観音開き扉
＋間口 75cm　家電収納スライドタイプ　

※間口 90cm　トールユニットアルミ樹脂扉
　＋間口 75cm　家電収納観音開き扉タイプ

※間口 90cm　トールユニットアルミ樹脂扉
　＋間口 90cm　家電収納ワゴン収納タイプ間口 90cmタイプ 間口 120cmタイプ

カップボードの種類や組み合わせは
上記以外にもたくさんございます。
お気軽にご相談ください。

収納力や様々な機能はもちろん、
キッチン全体の雰囲気を合わせられるため、
ワンランク上のインテリアに。

キッチンと面材が揃うので
一体感のあるステキ空間に

ココがおすすめ︕

社員おすすめ︕

　　間口 90cm　トールユニットアルミ樹脂扉
＋間口 75cm　家電収納観音開き扉タイプ
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Unit Bath
ユニットバス　お掃除

92,400円

床ワイパー洗浄おそうじ浴槽

毎日入浴後にボタンを押すだけで、
皮膚や角質汚れを洗い流し、
「きれい除菌水」で除菌仕上げを行います。
カビやピンク汚れの発生を抑えてくれるため、
毎日きれいが続き、
日々のお掃除が楽になります。
1日 1回、約 11円で床のきれいが続きます。

「きれい除菌水」は、
水に含まれる塩化物イオンを電気分解して
造られる除菌成分 (次亜塩素酸 )を含む
水です。
薬品や洗剤を使わずに水から作られるため、
時間が経つともとの水にもどります。
安全で環境にやさしい除菌水です。

毎日入浴後に浴槽のふたを閉めて
ボタンを押すだけで、
浴槽内をすみずみまで自動洗浄してくれます。
手洗いは 2週間に 1回程度で済むため、
もっと気軽に気持ちよく浴槽を使えます。
洗剤の補充は 1ヵ月に 1回でOK。
洗浄からお湯はりまでをおまかせできます。

ボタンひとつで
浴槽内を自動洗浄

手洗い掃除は
2週間に 1回程度に

ボタンひとつで
「洗浄＋除菌仕上げ」

きれい除菌水で
カビ・汚れの発生を抑える

ワイパー洗浄 きれい除菌水で
除菌仕上げ

215,600円通信機能なし

375,650円通信機能あり

※別途施工費
※別途施工費

※別途施工費

ボタンひとつで自動で洗浄してくれるので、疲れて帰宅した夜も
そのままお風呂に入れます。家にいることが
少ない共働きのご家族に特におすすめです！

ココが
おすすめ︕

日々のお掃除をまるっとおまかせ︕

共働き家族におすすめ︕
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Unit Bath
ユニットバス

浴室オーディオ

断熱材パック

洗面所暖房機

エアイン　オーバーヘッドシャワー

お掃除ラクラク人大浴槽 コンフォートウェーブシャワー (3モード )

はっ水・はつ油クリア層に覆われた表面は、
水も皮脂も弾いて落としやすくします。
人工大理石が使用されているため、
カラーも高級感と華やかさがプラスに。

湯船につかったように、全身が暖かい
新感覚のシャワー「ウォームピーラー」。
途切れなく身体に沿って流れる整流機構で
高い保温効果を発揮します。

浴室内で音楽が楽しめます。
お手持ちの Bluetooth 機器とペアリングする
ことができ、
リモコンで浴室内から簡単に操作できます。
天井の備え付けのスピーカーから音楽が
バスルームに広がり、臨場感あふれる
空間を作りあげることができます。

特殊処理の表面で
カンタンお手入れ

好きな音楽で
バスタイムを楽しく

49,500円

4,400円

天井から広がりながら降り注ぎ、まるで
高級スパのような贅沢な浴び心地を体感。
空気を含むエアシャワーなので、たっぷりと
量感のある浴び心地を楽しむことができます。

89,100円

浴室と洗面所の温度差を抑え、更に快適な
バスタイムに。
両手を使って髪を乾かせる大風量の
ドライヤーや、扇風機としても使えます。

浴室を断熱材で包み込み、
より暖かさが逃げない気持ち良い浴室に。

112,200円

ジュエリー
ホワイトN

ジュエリー
クリームN

ジュエリー
ピンクN2

ジュエリー
アクアN

ジュエリー
ブラック

※別途施工費

※別途施工費

※別途施工費

※別途施工費

122,100円200V

70,400円100V

7,700円1216 用

8,250円1616 用
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モザイク
ホワイト

モザイク
ベージュ

ホワイト

Sanitary
洗面化粧台　照明、ミラー、水栓

20,900 円

40,700円

ミドルミラー・ミドルボード

ツインライン照明

タッチレス水栓

水栓 (エコカチット水栓・抗菌加工）

従来の上からの照明では影が出やすかった
あごの下や顔の横側にもしっかり光が
当たります。
縦型照明で手元までしっかり照らすので、
高さに関係なく快適に使えます。

　ミドルミラー
お子様の目線の高さに鏡が設置されるため、
台に乗らずに鏡を見れるので
一人でも身支度がしやすい仕様です。

　ミドルボード
洗面室を彩るアクセントになり、
空間をよりおしゃれに引き立てます。

手をかざすだけでサッと手洗いができるため、
子どもから大人まで簡単操作で使いやすい。
水栓を汚さず清潔でお掃除の手間も省けます。

水とお湯の境目を「カチッ」とお知らせ。
水が出ていると思ったらお湯が出てきて
ムダに光熱費を使う失敗を防ぎます。

1,760円スゴピカタイプ

1,760円
エコカチット水栓
(メタルタイプ )

4,180円
スゴピカタイプ　抗菌加工
＋エコカチット水栓

2,420円スゴピカタイプ　抗菌加工

顔全体を照らす
タテ型 2本の照明

家族にやさしく、
よりおしゃれに

手をかざすだけの
簡単操作

汚れにくく清潔

カチッとお知らせ
無駄を省く

背の高さに関係なく
お子様も使いやすい

ミドルミラー ミドルボード

スゴピカタイプメタルタイプ
※標準

ミドルボードは選べる 3柄

22,000円ミドルボード

3,850円ミドルミラー

感染症対策におすすめ︕

感染症対策に
おすすめ︕
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Sanitary
洗面化粧台　収納、カウンター

上部収納　天袋・ランドリーラック パノラマスライドタイプ
上の空いたスペースで

賢く収納

隙間を有効活用

いつも使うものを
すぐ手の届くところに

美しい木目柄に
刷毛塗りの風合い

カジュアルにも
スタイリッシュにも

　天袋
洗面化粧台や洗濯機上に取り付けられる
たっぷり収納できる上部収納。
洗面化粧台と合わせたカラーとデザインで
洗面室に統一感を生み出すことができます。

　ランドリーラック
扉のないオープンラックで特によく使う
洗剤やタオルなどを置いておくのに便利です。
手前に引き出せるハンガーパイプ付きで
洗濯物の仮置きなどもできます。

15cmの隙間の有効活用に。
ハンドソープやスタイリング材など、
家族みんなの使うものを並べられ、
隙間収納の小ささでも十分な収納量を
誇ります。

奥のものもしっかり見通せて、
みんなに使いやすいパノラマスライド。
しまいたい物や使い方に合わせて
こちらのキャビネットもお選び頂けます。

使い方の幅が広がる広々としたカウンター。
座ってゆったりと自分のお手入れをしたり、
家事をしたり、家族で並んで身支度をしても
余裕のある広さです。

38,500円天袋 (幅 900mm)

44,000円ランドリーラック

35,200円天袋 (幅 750mm)

サイドキャビネット

収納扉カラー変更

カウンター洗面台

60,500円

192,500円

22,000円

ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄

ブルーオーク柄

※幅 900mmタイプとの差額

※左記カラー 3種はすべてタイプ S
7,150円タイプA

14,300円タイプ S

プラン詳細
・幅 1650mm
・扉タイプB

・引出しタイプ抗菌加工
・ツインライン照明 (ミドルミラー )抗菌加工

＋1面鏡
・タッチレス水栓

人気 No.2

何かと収納したいものが多い洗面室は、
天袋とランドリーラックで見た目も
すっきりと解決できます。

タオルも洗剤もストックも
しっかり入る洗面室の収納

ココが人気︕
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Toilet
タンクレストイレ、周辺設備

アラウーノ　S160 シリーズ アラウーノ　手洗い

148,500円タイプ 1　(壁排水 )

132,000円タイプ 1　(床排水 )

115,500円タイプ 2　(壁排水 )

99,000円タイプ 2　(床排水 )

154,000円キャビネットタイプA

83,600円カウンタータイプ

133,100円キャビネットタイプB

すっきりデザインの
タンクレストイレ

掃除のしやすさに
こだわった仕様

流すたびに 2種類の泡とパワフルな水流で
しっかりお掃除してくれます。
「ハネガード」「タレガード」「モレガード」の
トリプル汚れガードで「トビハネヨゴレ」を
防ぎます。
スゴピカ素材で汚れがつきにくく丈夫、
汚れの入りやすいスキマを減らした
お掃除のしやすさにもこだわったトイレです。
メーカー独自の排水方法により、少量の水で
勢いよく流しきるため、節水もできます。
洗剤は約 3ヵ月に 1回の交換のみで、
市販の合成洗剤 (中性 ) でＯＫです。

アラウーノの給排水を利用した手洗い。
トイレを流すと自動で水が出て自動で止まる
連動水栓になっています。

狭いトイレにも設置しやすいスリムな形状。
水栓は手動と自動が選べます。

アラウーノ専用手洗い

アラウーノ手洗い据え置きタイプ

アラウーノ手洗い　扉柄

タイプ 1

タイプ 2

｢ハネガード｣
泡のクッションで
トビハネを抑えます

｢タレガード｣
フチの立ち上がりで

外への垂れ出しを抑えます

｢モレガード｣
スキマから飛び出しにくい
仕組みで漏れ出しを抑えます

足元すっきり
カウンタータイプ

たっぷり収納
キャビネットタイプ

※A,B は扉柄タイプ

134,200円自動水栓タイプA

95,700円手動水栓タイプB

99,000円手動水栓タイプA

130,900円自動水栓タイプB
※A,B は扉柄タイプ

扉柄タイプA

扉柄タイプ B

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄

ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ホワイトアッシュ柄ビューティーホワイト

タイプ 1はタイプ 2に
・便座オート開閉
・クローズ洗浄モード
が加わったタイプです。

※間取りにより、床・壁排水が決まります

※アラウーノ S160 の採用が必須です
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Lighting
照明

ライティングレール

シーリングライト　アイリスオーヤマ

38,500円CL12N-FEⅢ（～ 12畳用）

31,900円CL8N-FEⅢ（～ 8畳用）

ペンダントライトやスポットライトなどを
自由に取り付け、暮らしに合わせた照明を
計画できます。
ダクトレール用のフックを使用することで
グリーンインテリアなども飾ることができる
ため、より簡単におしゃれな演出ができます。

発光効率 190lm/W達成で明るさがそのまま、
電気代がお得なモデルです。
年間の電気代は約 1080 円にも抑えられます。

27,500円CL12N-MFE（～ 12畳用）

20,900円CL8N-MFE（～ 8畳用）

全体に LEDチップを配置したメタルサーキット構造
により、ムラなく発光して空間のすみずみまで
明るく照らします。

リモコンで簡単にお好みの明るさや光に
調節でき、快適な環境をつくることが
できます。

28,050円CL8DL/S-FEⅢ（～ 12畳用）

25,850円CL8DL/S-FEⅢ（～ 8畳用）

29,700円CL8DL/S-FEⅢ（～ 14畳用）

8,910円CL8D-5.1（～ 8畳用）

7,700円CL6D-5.1（～ 6畳用）

11,000円CL12D-5.1（～ 12畳用）

10,230円CL8DL-5.1（～ 8畳用）

9,350円CL6DL-5.1（～ 6畳用）

12,100円CL12DL-5.1（～ 12畳用）

自然界の光のリズムを再現したぐっすりモードで、
自然な睡眠を誘導します。

埋込式の照明であるダウンライトは
天井をすっきり見せるだけでなく、
暮らしに合わせて個数や位置を自由に設定
することができます。
調光機能や人感センサー付きのある
ダウンライトもございます。

ダウンライト

21,670円

2,970円LED100Ｗ変更差額

13,420円ダウンライト追加

10,230円調光 LED変更差額

9,130円人感センサー付き変更差額
※3路スイッチ不可

※調光器含む

FEⅢシリーズ

FEⅢシリーズ　快眠モデル

メタルサーキットシリーズ　MFEモデル

スタンダードシリーズ　調光タイプ /調光・調色タイプ

※全て取付費別途

調光タイプ

調光・調色タイプ

記載以外にもその他各種照明がございます。
別途お問い合わせください。

社員おすすめ＆人気 No.4

埋込式で目立たないので、室内の明るさの
補完や、照らしたい所にだけ取り付けて
おしゃれに仕上げることができます。

内装デザインにこだわるなら
まずは照明から︕

ココがおすすめ＆人気︕
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Intercom / Floor
インターホン 床暖房、床下収納

スマホで「外でもドアホン」　VL-SWD505KS 東京ガス温水システム TES　ガス温水床暖房

61,600円

58,300円

847,000円6 畳タイプ

737,000円3 畳タイプ

37,950円浅型

39,050円深型

モニターの親機にカメラが搭載されており、
モニターとスマートフォンで最大 10分間
ビデオ通話ができます。
例えば留守番中のお子様から外出中の親御様
のスマートフォンを呼び出して、お互いの
顔を見ながら会話することができます。
専用のアプリケーションで外出先でも
スマートフォンで映像を見ながら来訪者の
応対ができます。

床暖房は床からの「ふく射熱」と「熱伝導」
「自然対流」を組み合わせ、その相乗効果で
部屋全体を陽だまりのように暖めてくれます。
床全体をほぼ均一に暖めるため、室温に
ムラがありません。
室内に本体がないので火傷や転倒の心配も
なく、お部屋もすっきり広々と使えます。

床下も有効活用できる床下収納。
キッチンでは普段あまり使わない調理器具や
保存食、洗面室では掃除道具やストックなど、
使い方は多種多様です。
100kg の荷重に耐えられるほか、フロア面との
段差はわずか 2.5mmでつまずきの原因が
解消されている安心設計です。
インテリア性を重視した 5つのカラーから
お選びいただけます。

電波干渉しにくく高速データ通信が可能な
「DECT準拠方式」を採用しています。
対応テレビドアホンとワイヤレスで接続が
でき、センサーが人などを検知すると
静止画 (連続画像 )を撮影してモニター親機
に送信します。
カメラは 4台まで接続が可能です。
カメラの反応時やモニター時、必要に応じて
モニター親機やワイヤレスモニター子機から
カメラ側の相手に話しかけることができます。

画素数
画質優先設定時　約 30万画素（640×480px）

画角
水平：約 70°垂直：約 53°

ワイヤレスカメラ　VL-WD813K 床下収納

外出先でも
スマホで来客応対

※フロア面より 320mm以上深さが必要
※施工費込

※フロア面より 480mm以上深さが必要
※施工費込

じんわりと空間を暖めてお部屋全体を
心地よい空間に。乾燥のしにくさや
ハウスダストが舞い上がりにくい点も◎。

温度も室内環境にもやさしい
包み込まれるあたたかさ

ココがおすすめ︕

社員おすすめ︕
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Clothesline
物干し

室内用ホスクリーン　スポット型　SPC型

軒天用ホスクリーン　ZA型手軽に着脱

目立ちにくい
フラットなデザイン

バルコニーの軒天に

ワンタッチ操作で
高さ調整

使用時以外は
収納して空間を広々と

軽い簡単操作

目立ちにくい
シンプルなデザイン

天井に着脱できるポールを取り付けることで
室内での物干し場所を増やします。
ポールの着脱は手軽な上、抜け落ちの心配が
ないロック機構でしっかり固定されます。
多方向の力を軽減してくれるスプリングの
クッションや、色でお知らせしてくれる
荷重ガイドが搭載されており、
天井への負担を減らします。
デザインは目立ちにくいフラットな形状で
お部屋の雰囲気をくずしません。

必要な時だけ操作棒をセットして軽く
くるくる回すだけで竿が昇降します。
天井保護のため、荷重ガイドが
掛け過ぎをお知らせしてくれます。
長さの調節が可能なので、乾かしている間
邪魔にならない天井近くまであげておく
ことができます。
シンプルなデザインなので、使用時も
未使用時もすっきりとした見た目で
設置場所を選びません。

バルコニーの軒天に設置できる物干しです。
これまでにないすっきりとしたスマートな
デザインを実現しています。
ドライバーなどの工具を使わずに
ワンタッチで高さ調節ができるようになって
おり、操作性が高いのも魅力です。

陽にしっかりと洗濯物を当ててたっぷりと
干すことができる、腰壁用の物干しです。
本体はお好みの高さに調節することが
できます。
高さ調整から収納までを竿を挿したままで
行えるほか、収納すれば壁面からの出っ張り
を最小限に抑えることができて
じゃまになりません。

※2本セット

SPC-W

URM-S-W

ZA-0645-PW

LP-55-W

37,400円URM-S-W(134cm)

39,600円URM-L-W(174cm)

室内用ホスクリーン　昇降式　URM型 腰壁用ホスクリーン　上下式　LP型　

20,350円

26,620円

46,200円

お子様のいる家族、共働き家族におすすめ＆人気︕
家族が増えると洗濯ものも増える…日中家にいないから
雨天時に取り込めない…。
特に室内型の物干しなら、そんな悩みも解決できます。

ココが
おすすめ＆
人気

物干しはいくつあっても足りない︕
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Door & Closet
各種ドア

洋室ドア　ガラス入り ミラー付き収納

107,800円
LDK 入口にアウトセット引戸
(A-60、A-63、A-65) を追加

8,800円
洋室ドアをアウトセット引戸
(A-61( ガラスなし )) へ変更

自室のドアを
好きなデザインに

省スペースで
身だしなみ確認

デザイン性と操作性を
兼ね備えた仕様

ゆっくり静かに閉まる
クローザ機能付き

27,500円

玄関収納　プッシュオープン
アウトセット引戸

A-60 型

A-61 型 ( ガラスなし )

A-60 型 A-63 型 A-65 型

A-63 型 A-65 型

洋室ドアのデザイン変更差額

クローゼット
ミラー付き

玄関収納
ミラー付き

16,500円玄関収納

17,600円クローゼット

4,400円セパレートプラン

2,200円トールプラン

5,500円コの字プラン

3,300円トールプラン

間口 700mm、間口 800mm

間口 1125mm、間口 1200mm

※後工事の場合別途施工費



お子様のいる家族におすすめ︕

お子様の成長に合わせて収納するものが変わっても、
棚の位置を自由に調整できます。
収納は暮らしに欠かせないアイテムなのでぜひ！

ココが
おすすめ︕

カスタマイズ性が良い︕
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Storage
クローゼット、可動棚

クローゼット収納 可動棚　3方壁仕様

上手に収納して
すっきりした空間に

好きな高さで
棚板の設置

様々なスペースに
設置が可能

棚板柄は木目調 3色と
ホワイトの 4色展開

様々な場所に
様々なプランを

収納するものに合わせて自由にアレンジが
できる収納棚。
洋室のクローゼットのみならず、
ウォークインクローゼット内や玄関収納、
キッチンや洗面室などのほしいところに
収納を増やすことができます。

可動棚　棚受けブラケット仕様

間口 6尺
モデルプランCL-601

間口 4.5 尺
モデルプランCL-404

・引出し 2段
・ハンガーパイプ 3ヶ所
・棚複数

・引出し 2段
・ハンガーパイプ 2ヶ所
・棚複数

71,500円 63,800円奥行き 450mm

間口 6尺
モデルプランCL-601

間口 4.5 尺
モデルプランCL-404

82,500円 72,600円奥行き 600mm

30,800円奥行き 450mm

27,500円奥行き 300mm

3尺物入内可動棚 4段 (厚み 15mm) の場合
※レール長さ 1800mm

39,600円レール長さ 1800mm

35,200円レール長さ 1200mm

幅 900mm奥行き 300mm可動棚 4段
(厚み 15mm) の場合

ペール色 (メープル柄 )

ライトブラウン色
(ブラックチェリー柄 )

ダークブラウン色
(ウォールナット柄 )

クローゼットの両サイドに
小物棚を設置して

細々としたものを整理整頓

ぐるりと囲むコの字
レイアウトなら見やすく
手が届きやすい

プラン例

※クロス施工後の工事となります
※別途施工費

▲玄関に

▼居室のクローゼットに
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Shelf & Wall
カウンター、シェルフ

インテリアカウンター　Panasonic シェルフデコ　ノダ

用途に合わせて選べる
壁付けカウンター

空いた壁面を
収納にして有効活用

小物を飾って
おしゃれな空間に

建具やフロアと
同じカラーが選べる

お部屋の一角を
華やかに演出

お気に入りの食器や小物を並べて魅せる収納
として使えるインテリアカウンターや、
食事や配膳などで使えるカウンター、
みんなで使えるフリーのデスクとして使える
デスク仕様のカウンターなど、
お好きなサイズ、形状を選んで取り付ける
ことができます。

ウォールデコ　ノダ

73,700円キッチン前カウンター

47,300円インテリアカウンター 3段

52,800円デスク仕様

インテリアカウンター 3段
( 幅 900mm×奥行 300mm)

キッチン前カウンター
(奥行 300mm)

デスク仕様
(幅 1800mm×奥行 450mm)

96,800円セットプラン 2

110,000円セットプラン 1

170,500円2.0 間天井高施工プラン

84,700円3 尺プラン

セットプラン 1　カウンター＋飾り棚 3ヶ所

セットプラン 2　カウンター＋飾り棚 1ヶ所

3尺プラン　幅 900mm×高さ 1805mm

2.0 間天井高施工プラン　幅 3,600mm×天井高
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Ecocarat
エコカラット

ペトラスクエア

重厚感のある質感

うれしい空気と
暮らしをつくる

エコカラットとは、多孔質セラミックスと
呼ばれる複数の原料から作られた内装用壁材
のことで、日本に古くからある「土壁」や
「砂壁」をヒントとして開発されました。
土壁や砂壁は高温多湿な日本の気候の中で
住宅内の温度を調節し、カビやダニを抑える
効果があります。

エコカラットの効果は、調湿効果に加えて
脱臭効果や有害物質の低減などがあります。
デザインも豊富に揃っており、お部屋の
アクセントとして取り入れることで、
空間をおしゃれに演出することができます。

グラナスルドラ たけひご

216,480円洋室一面 (約 8.6 ㎡ )

108,130円洗面室一面 (約 4.3 ㎡ )

グレー ダークグレー ブラウン

ベージュホワイト

ナチュラルな
石面凹凸デザイン

176,880円洋室一面 (約 8.6 ㎡ )

88,330円洗面室一面 (約 4.3 ㎡ )
ライトグレー ライトベージュ

和モダンにも洋室にも
映える質感

151,580円洋室一面 (約 8.6 ㎡ )

81,730円洗面室一面 (約 4.3 ㎡ )
ホワイト ライトベージュ グレー

※入隅仕上げでない場合、別途見切り材が必要となります。
内容によりお見積りさせていただきます。
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Around window
窓周り

フラワーボックス

面格子（クロス面格子・縦面格子 )

鋳物面格子　YKKAP　シャローネシリーズ

お家の防犯対策に

デザイン性と
防犯を両立

クロス面格子 縦面格子

27,500円 21,450円06011　上げ下げ窓

クロス面格子 縦面格子

24,200円 20,350円06009　上げ下げ窓

19,800円 17,050円06009　上げ下げ窓

53,900円 39,600円06009

1 型 2型

59,400円 -

56,100円

3 型

61,600円06011

1 型

1型

2型

3型

鋳物面格子　施工例 フラワーボックス　施工例

2型 3型

141,900円幅 1800mm

94,600円幅 900mm

※別途取付費　13,200 円 (1 ヶ所あたり )

141,900円幅 1800mm

94,600円幅 900mm

※別途取付費　13,200 円 (1 ヶ所あたり )

101,200円幅 1800mm

75,900円幅 900mm

※別途取付費　13,200 円 (1 ヶ所あたり )

※別途取付費　13,200 円 (1 ヶ所あたり )

※後工事の場合、取付費が変わります
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Around window / Antenna
シャッター､サッシ、アンテナ

電動シャッター アンテナ

リモコン 1つのシンプルなワンタッチ操作で、
毎日のシャッターの開け閉めを簡単に
操作できます。
窓を空けることなく開閉できるため、虫や
花粉からお部屋を守れます。
停電時などの非常時には手動で開けることも
可能です。

インナーサッシは冷暖房効率の向上や結露の
防止、防音などの効果があります。
カラーバリエーションも豊富で、インテリア
に合わせたコーディネートが可能です。

インナーサッシ

110,000円16020

102,300円16011

100,100円16018

52,800円16011

110,000円16020

リモコンで簡単
ワンタッチ操作

機能やデザインの
目的に合ったものを

※手動との差額

※別途施工費

※エリアによって追加料金が発生する場合がございます。

八木式アンテナ 平面アンテナ

BSアンテナ

一般的なアンテナ。
電波の弱い地域でも
テレビ電波を
受信しやすい。

シンプルな形状の
アンテナ。
場所を取らず、
見た目もすっきり。

映画やスポーツなど
BS放送を楽しみたい方は
こちらのアンテナを。

76,450円地上デジタル　平面アンテナ

64,350円地上デジタル　八木式アンテナ

121,000円
地上デジタル　平面アンテナ
＋BSアンテナ

110,000円
地上デジタル　八木式アンテナ
＋BSアンテナ

開閉時は窓を開ける必要がないため、
雨や虫の侵入も心配ありません。
満足度が非常に高いオプションです！

手動と比べると『とにかく楽︕』
ココがおすすめ︕

社員おすすめ︕
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Exterior
宅配ボックス　コンボライト鋳物門扉

外出中でも在宅中でも宅配物がいつでも
受け取れる据え置き型宅配ボックスです。

ミドルタイプ：幅 310mm×奥行 400mm×
　　　　　　　高さ 500mm
　　　　　　　20kg まで受け取り可能
ラージタイプ：幅 310mm×奥行 400mm×
　　　　　　　高さ 700mm
　　　　　　　25kg まで受け取り可能

玄関アプローチに個性と機能をプラスします。
宅配ボックスも装備されており、外出時も
安心です。

他にも多数種類がございます。
お気軽にご相談ください。

アイアン門扉で外構に
上品さをプラス

飛び出し防止や
防犯に

※別途施工費

※別途施工費

ルシアス　ポストユニットHB01 型

57,970円ラージタイプ

50,270円ミドルタイプ

※別途施工費

200,200円Ｂタイプ

264,000円Ａタイプ

※別途施工費

本体：木調色
表示灯タイプ
宅配ポスト 1型　前入れ後ろ出し
幅 240mm×奥行 370mm×
高さ 470mm
20kg まで受け取り可能
※表札なし

本体：複合色
表示灯タイプ
宅配ポスト 2型　前入れ前出し
幅 320mm×奥行 350mm×
高さ 460mm
20kg まで受け取り可能
※表札なし

B タイプＡタイプ

門扉、ポスト

117,480円 96,800円1 型・4型

柱使用 埋込使用

138,600円 117,700円2 型

両開き仕様
幅 800mm×高さ 1200mm　の場合

72,600円 52,800円1 型・4型

柱使用 埋込使用

82,500円 62,700円2 型

片開き仕様
幅 800mm×高さ 1200mm　の場合

1 型

2型 4型 4型　施工例

LIXIL　ラフィーネ門扉

共働き家族に
おすすめ＆人気︕

宅配物を確実に受け取れるので、
生活への負担も軽減されます。
非対面で受け取れるので時世にもマッチ◎

荷物の受け取りをスマートに
ココがおすすめ＆人気︕

感染症対策におすすめ︕
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Exterior
後付け日よけ・雨よけ

バルコニー屋根

バルコニー屋根・カーポート・サークルポート共通カラー

カーポート・サイクルポート

大切なお車を雨や紫外線から守ります。
お車に応じて大きさや高さも自由自在です。

車だけでなく、家族みんなの自転車も
雨から守れます。
原動機付き自転車やバイクなどの収納も
可能です。

バルコニーに屋根を取り付けることで、
便利な物干しスペースに。
ガーデニング道具などの置き場所にも
便利です。

145,200円熱線遮断ポリカーボネート

140,800円ポリカーボネート

カーポート　YKKAP アリュース Z750　51-24

サイクルポート　YKKAP アリュースミニ 600 タイプ　22-21

ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板 本体カラー

246,400円
熱線遮断ポリカーボネート
ハイルーフ

242,000円
熱線遮断ポリカーボネート
標準高さ

アースブルー スモークブラウン トーメイマット アースブルー
(マット )

クリアマット ブラウン カームブラック プラチナステン ピュアシルバー ホワイト

※別途施工費
※3F、屋上テラスへの取付不可

※別途施工費

※別途施工費

237,600円ポリカーボネート　ハイルーフ

233,200円ポリカーボネート　標準高さ

121,000円熱線遮断ポリカーボネート

118,800円ポリカーボネート

バルコニー屋根・カーポート
・サークルポートのカラーは

下記のカラーから
選ぶことができます。

屋根ふき材のカラーは
・ポリカーボネート板
・熱線遮断ポリカーボネート板
のいずれかからお選びください。
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色は他にも
ございます

Exterior
オーニング

暑さ対策や省エネに適しています。
自然の風を中に取り入れ、
日差しをコントロールし夏の冷房費を抑える、
健康で開放感あふれる暮らしを実現します。

オーニング

ポリエステル製テント

ファブリック調テント

防汚テント

184,800円ポリエステル製テント

202,400円防汚テント

226,600円ファブリック調テント

※別途施工費
※3F、屋上テラスへの取付不可
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Vibration control
制震ダンパー

木造住宅用制震装置　MAMORY
地震時の振動エネルギーを瞬時に
熱エネルギーに変換して吸収する
特殊な高減衰ゴムの性能を利用した装置。
軽量コンパクトで施工性に優れながら、
巨大地震の揺れを抑制し、さらに繰り返し
発生する巨大地震にも効果を発揮します。
大切な住まいとみなさまをの生活を守る
制震装置です。

京都大学防災研究所において、2017 年 1 月に実大実
験を実施。熊本地震前震級の地震波と本震級の地震
波を 2 回加えても、MAMORY を装着した耐震等級
3相当の試験体は倒壊しないことを実証しました。

地震の揺れに応じて　　　
MAMORY が伸縮。内部の
特殊高減衰ゴムが地震の振動
エネルギーを熱に変換して吸
収し、建物の変形を抑えます。

構造用面材及び筋交いと併設できるため、住宅のデ
ザインや間取りなど、設計の自由度を損なうことな
く設置できます。

内蔵されている高減衰ゴムは、60 年経過しても性能
がほとんど変わらず、効果を発揮することを確認し
ています。また、部品の交換や点検など、メンテナ
ンスの必要もありません。

柱・梁・壁などの強度で地震に対抗。
揺れに「耐える」地震対策。

構造躯体へのダメージが大きく、余震や別の地震
の際に本来の性能が発揮できない可能性が
あります。

地震エネルギーを装置が吸収し建物の揺れが
抑えられるため、構造躯体へのダメージが軽減
されます。

揺れを吸収する装置で地震に対抗。
揺れを「制御」する地震対策。

385,000円4 セット本体・施工費込

繰り返す地震に強い

木造住宅用制震装置『MAMORY』で
我が家に安心、安全な「制震」をプラス

設計を生かす設置が可能

安心の耐久年数 60年※

※メーカー社による促進劣化試験の結果による。

こちらから実際の実験動画を
ご覧いただけます。

社員おすすめ＆人気 NO.1
当社物件は４寸柱や金物工法で強い木造住宅ではありますが、
より家を守り、お客様が安心して暮らせるよう
社員イチオシの商品です！

ココが
おすすめ＆
人気

地震大国を生きる中での圧倒的な安心感
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社員の自宅

バリバリのプロヴァンス住宅を目指した二世帯住宅

㈱ Jホーム 船戸 二世帯（1F・夫婦　2F・息子家族 4人）

ボタン 1つで解錠ができる
ため、荷物を多く持った状態
でも解錠がしやすい。

システムキー

住宅全体の温熱環境が一定
に保たれるため、快適に過
ごすことができる。

吹付断熱

壁紙とは異なる立体的な
アクセントとなり、壁面から高級感
を出すことができる。

エコカラット

窓を開けることなくボタン 1つで開閉が
できるため、毎日ストレスなく開閉できる。
子どもでも簡単に開閉する習慣づけが
できる。

電動シャッター

家事動線が 2階で完結するよ
う、ランドリールームを設置。
1日に 2、3度洗濯することも
多いが、その際の移動と、
その場で物干しに干せること
が楽。

ランドリールーム
の設置

動線として、プライバシーにも配慮しながらリビングを必ず
通るようにした、家族がリビングにあつまる家

㈱フルハウス 渡部 夫婦、子ども 3人

LDKから外に繋がるテラス空間と、
陽が差し込む明るくゆとりのある家

信友商事㈱ 熊谷 夫婦、子ども 2人

物干し場所が増えた
ことに加え、見た目も
すっきりしているので
デザイン性もGood。

ワイヤー式
室内物干し

1階 LDKの階段を
ストリップ階段にすることで、
より LDKの空間を広くとった。

階段をストリップ階段に

ワンタッチで開閉
できるので
日々の開閉がとても楽。

電動シャッター

永く住める家としての耐久性とデザイン性の向上のため、
ルーフィングおよびコロニアルの変更を行った。

人数の多い家族でも、
ストック等をすっきり
まとめて収納ができる。

屋根材の変更 サイドキャビネット

シンプルなプロヴァンスらしい家

㈱エルク 阿部 夫婦

住宅全体の温熱環境が一定
に保たれるため、快適に過
ごすことができる。

断熱材の
グレードアップ

100年に 1度の地震による
力の 1.5 倍の強度を誇り、
地震大国の日本から住宅を
守っている。

耐震等級Ⅲ

長時間外出時に干した洗濯物をさほど気しなくて良くなる。
外干しがしたい共働きの家族におすすめ。

バルコニー屋根

当社で家を建てた社員のおすすめオプションなどをご紹介
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㈱フルハウス 施工社員 夫婦、子ども 2人

自分の趣味空間の確保として小屋裏収納に造作本棚、
造作作業台を設置。
間接照明も取り込んでいる。

小屋裏収納

収納を充実させた、床になにも置かない家

信友商事㈱ 阿藤 夫婦

誰が住んでも住みやすいと感じる家

㈱エルク 石神 夫婦、猫 2匹

LDKを中心に各部屋や玄関、庭、テラスまで繋がる、
緩やかに家族が繋がる家

㈱フルハウス 鈴木 夫婦、子ども 1人

ＬＤＫの吹抜け上に教養の
フリースペース兼書斎を設置。
集中できる空間かつ緩やかに
ＬＤＫと繋がる空間になった。

造作本棚、造作机

コロナ隔離期間中、唯一外で
過ごせる空間となった。
子どもと遊ぶ外空間としての
役割や、ハーブや野菜を育てる
ガーデニングが趣味になる
きっかけとなった。

タイルテラス・人工芝の庭

風通しの良い立地のため、
台風のニュースが流れると全て
閉めている。
大型台風が来てもテープなどで
補強する必要がない。

各窓にシャッター取付
エアコンよりも温まりの早い
ガスファンヒーターが使える
ので、特に洗面室などは冬場に
重宝している。

各部屋のガス栓設置手動シャッターと
比べると開閉回数が
圧倒的に異なるほど
とにかく楽で安心。

電動シャッター
夏も冬も室内で感じる
体感温度が普通の家と
比べて違いが分かる
ほど、しっかりとした
断熱性能がある。

ウレタン断熱

実際に使用していて見栄えがする上、
水垢等の汚れが目立ちにくくつなぎ目がない
ことで掃除もしやすいので、
特に奥様の憧れが強い商品なのでは。

アクリル人造大理石
シンク

リビングを全て調光式のダウンライトに。
埋込型なので圧迫感が減ることと、
時間帯によって明るさを調整できる点が◎

ダウンライト
（調光式）

すぐに暖かくなるため、冬場
外から帰った時は本当にあって
良かったと思う商品。
また、飼い猫たちのほうが重宝
しているので、ペットにも
おすすめ。

ガス床暖房
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