
Option Specs

※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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玄関をもっと便利＆安心に。

暗いところで鍵穴を探すような煩わしさを解消。

お持ちのスマホや Edy カードも玄関鍵にすることが出来、
荷物をちょっぴり減らせます。

車を遠くから解錠するような楽さを玄関に。

急いでいる時、忘れ物をしたときなどにも便利。

スムーズな帰宅・外出を実現します。

カードをかざして、簡単解錠。

Edy カードやおサイフケータイにも対応しています。

リモコンキーをバッグに入れたまま

ドアボタンを押して解錠する、ワンタッチスタイル。

Entrance

CAZAS+ - カザスプラス -

タッチキー

82,500 円

CAZAS+ 55,000 円

タッチキー（リモコンタイプ）

帰
宅
時

電池式なので停電時も問題なく使えます。

タッチキー（キー付リモコンタイプ） 110,000 円
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1

※タッチモードへの変更も可能です。

Entrance
システムキー

帰
宅
時

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

解錠する、ノータッチスタイル。
ノータッチモードの場合

スタンダードプラン

電気錠操作ボタンで、玄関まで行かなくても、リビングや

お部屋から施解錠操作と状態確認ができます。

ナンバーキープラン

スタンダードプランの機能に加えて、シークレット

スイッチから暗証番号入力で解錠できます。

124,300 円
システムキーベースプラン

（リモコンタイプ）

システムキーベースプラン

（キー付リモコンタイプ）
151,800 円

システムキースタンダードプラン

（リモコンタイプ）

システムキースタンダードプラン

（キー付リモコンタイプ）

システムキーナンバーキープラン

（リモコンタイプ）

システムキーナンバーキープラン

（キー付リモコンタイプ）

139,271 円

166,771 円

183,931 円

211,431 円

e エントリー

ベースプラン

システムキーの基本セットです。玄関ホールから

コントローラーユニットで施解錠操作が可能です。

※玄関引戸の場合のオプションとなります。

エントリーキーをバッグやポケットに入れておけば、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え

も可能です。

施解錠は光と音でお知らせいたします。

手動用キーでの施解錠も可能です。

eエントリー 184,800 円

※電気工事費込

※電気工事費込

キーを取り出さなくてもボタンを押すだけ。

カンタン便利でラクラク操作。

室外側 室内側
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七宝レール引手・PC415C引手 ホーロー底板

スーパー

ホワイト

フロスティ

ホワイト

ホワイト アイガーグレー

ブラングレー ココア ベージュ

スノー

ブラック

ソリッドライトグレー

ソリッドホワイト

プレーンホワイト

ソリッドベージュ

スタイリッシュに、快適に

パールブラウン パールベージュ パールホワイト

PC415C

アクリル人造大理石【アクシーマ】 アクリル人造大理石【DuPont モデスト】 高級人造大理石【フィオレストーン】

引き出しの底板が、「高品位ホーロー」。

汚れがしみこまないので、汚れてもお手入れ簡単。

引き出しの中を清潔に保てます。

こびりついた醤油染みなどを

ゴシゴシこすっても傷つきません。

3,850 円
17,600 円ホーロー底板

アクリル人造大理石

　【アクシーマ】
27,500 円

七宝レール引き手・PC415C 引手

アクリル人造大理石

【DuPont モデスト】

35,200 円

高級人造大理石

【フィオレストーン】

170,500 円（I 型キッチンの場合）

192,500 円（L型キッチン場合）

サイディヘイズ ジュエルブラック オリーブロッシュ

クランベリーソルト ジュエルシルバー ブランソルベ

この他にも種類がございます。

是非ご相談下さい。

3



シンク内のミドルスペースやプレートによって

作業スペースを確保。広いシンクと広い調理

スペースを併せ持つ使い勝手に優れたシンクです。

※標準天板には対応しておりません。

アクリル人造大理石･フィオレストーンのみ対応可能です。

また I 型W=2100､L 型W=1800×1650 には対応しておりません。

魚をさばきながら水洗いができます。

シンクの汚れを気にせず

ゆでこぼしもできます。

※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。

アクリル大理石だから、いつまでも色あせず、

耐久性もバツグン！

●接合部に段差・スキ間がなく、お掃除カンタン！

●うっかり熱いお鍋を置いても変色しにくい。

●キズや衝撃にも強く美しさが長持ちします。

ベージュ グレー

ホワイト

ユーティリティシンク E アクリル人造大理石シンク【アクシーマ】

ホーロークリーンキッチンパネル【P タイプ】

吐水口先端のセンサーに手をかざすだけの

楽々操作。汚れた手でも触れずに済むので、

水栓まわりを汚すことがありせん。

タッチレス水洗

ユーティリティシンク 88,000 円～

※お選びいただく天板種類、形状によって異なります。

アクリル人造大理石シンク

　　　【アクシーマ】
71,500 円

ホーロークリーンキッチンパネル

　　　　【Pタイプ】

55,000 円（I 型キッチン）

71,500 円（L型キッチン）
タッチレス水栓【ナビッシュ】

　　　JF-NA466SU(JW)
170,500 円

ウッドマイルドホワイト ストーンホワイト パールホワイト マーブルグレー

マーブルベージュ ホワイト ピュアアイボリー
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衝撃に強く、お手入れカンタンなハイパー

ガラストッププレート。全 5色からお選びいただけます。

おまかせエコ食器洗い乾燥機 エコナビ付き食器洗い乾燥機・ディープタイプ

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

■食器点数 ：40 点

■5つの運転コース

■シャワーミスト搭載

■乾燥専用ヒーター搭載

■低騒音　約 36ｄB

光学センサー・電極センサー・温度センサーの 3つのセンサーで

汚れ具合や食器量を見分けて洗う「おまかせエコ」搭載。

節水しながらムダをしっかり抑えます。

■食器点数 ：48 点

■6つの運転コース

■ストリーム除菌洗浄搭載

■外気を取り込むファンの搭載で、

　 蒸気を約 45℃まで下げて排出

　する新・ソフト排気温システム

■低騒音　約 39ｄB

省エネナビ搭載、新機能も充実の先進モデル。

背の高いものも入るゆとりの深型大容量タイプです。

おまかせエコ食器洗い乾燥機

　　　EW-45H1S
55,000 円 エコナビ付食器洗い乾燥機

ディープタイプ　NP-45MD9S
121,000 円

ホーロークリーンレンジフード【VRAS タイプ】

ホーローシャットアウトパネルで
内部への汚れを防ぎます。

ホーローグリスフィルターなので
食器洗い乾燥機で手軽に洗えます。

コーナー部にすきまがなく

ふきやすい形状です。

水だけで汚れが落ちる親水性ファン
採用。ワンタッチで取り外しカンタン。

ホーロークリーンレンジフード

　　　【VRAS タイプ】

55,000 円

【60cm】TN72WV60C

【75cm】TN72WV75C

全てのバーナーに温度センサーを搭載。天ぷら油過熱防止機能や立ち消え

安全機能、消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能に対応しています。

トッププレートはガラス質でコーティング。衝撃やキズへの強さはもちろん、

ガラストップならではの美しさを併せ持つ理想のトッププレートです。

クリアパール

　ブラック

クリアパール

　ホワイト

クリアパール

ダークグレー
クリアパール

　グレー

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

66,000 円（60cm）

82,500 円（75cm）

IH クッキングヒーター

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

■揚げもの温度調節

■切り忘れ防止タイマー

■ヒーター別調理タイマー

■水なしグリル

■左右ＩＨ最大 3.0kW

IH クッキングヒーター

 93,500 円（60cm）

110,000 円（75cm）

※電気工事費込

分電盤工事が別途必要となる場合が

ございます。ご了承ください。

クリアパール

ライトベージュ
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収納だってキッチンの一部。

色、デザインがキッチンと同仕様の収納棚が

調理家電の収納にぴったりなタイプも用意致しました。

180cmのものは全てトールタイプ。

ごみをスッキリ隠す、ダストワゴンタイプもございます。

カウンタータイプ （165cm）

（180cm） （180cm） （180cm）

（165cm） （165cm）家電収納タイプ トールタイプ

トール・カウンタータイプ トール・家電収納タイプトール・家電収納ダストワゴンタイプ

調和のとれたキッチンスペースを実現。

間口120cm

カウンタータイプ 家電収納タイプ トールタイプ

カウンタータイプ 家電収納タイプ
家電収納

ダストワゴンタイプ

間口 135cm

間口 150cm

間口 165cm

（60+60）

間口 180cm
（90+90）

（60+75）

（75+75）

（75+90）

（90+75）

143,000 円 181,500 円 258,500 円

148,500 円 187,000 円 264,000 円

154,000 円 192,500 円 275,000 円

165,000 円 203,500 円 286,000 円

297,000 円 319,000 円357,500 円

キッチンカップボード

※食器棚のみ後工事（単独工事）となる場合、別途施工費 38,500 円（税込）がかかります。

6



Kitchen
キッチンパントリー

半透明のパネルを使用しているため、来客時の目隠しにもなり、

埃から食器を守ります。背が高く、棚の数も多いので、食器だけ

でなく、食品庫としてもご利用いただけます。

間口 90㎝タイプ

間口 120 ㎝タイプ

間口 90㎝タイプ 173,800 円

200,200 円

間口 120 ㎝タイプ

ミニキッチン
二世帯住宅や共同住宅に最適なコンパクトキッチン。

豊富なカラーと間口バリエーションで、幅広いニーズにお応えします。

施工イメージ

Ｗ1200　2口ガスコンロ（グリル無）

Ｗ1500　2口ガスコンロ（グリル無）

Ｗ1050　2口ガスコンロ（グリル無）

ガスコンロの場合の取付施工費

Ｗ1200　1口ＩＨ

＋1口ラジエントヒーター（グリル無）

Ｗ1500　1口ＩＨ

＋1口ラジエントヒーター（グリル無）

Ｗ1050　1口ＩＨ

＋1口ラジエントヒーター（グリル無）

ＩＨヒーターの場合の取付施工費

258,500 円

272,800 円

237,600 円

129,800 円

291,500 円

305,800 円

237,600 円

119,900 円
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機能的な浴室で一日の疲れをリセット

エアイン　オーバーヘッドシャワー 89,100 円

コンフォートウェーブシャワー (３モード）

コンフォートウェーブシャワー（３モード）

4,400 円

Unit Bath

エアイン　オーバーヘッドシャワー

湯船につかったように全身暖かな新感覚シャワー
「ウォームピーラー」

途切れなく体に沿って流れる整流機構により、まとわりつく

ように流れ、高い保温効果を発揮します。

※別途施工費がかかります。

広がりながら降り注ぎ、体をあたたかく包む

天井から降り注ぐシャワーは、まるで高級スパで味わうような贅沢な

浴び心地を体感できます。空気を含んだエアインシャワーだから、

たっぷりした量感のある浴び心地を楽しめます。

お湯が広がりながら体を包み込み、あたためる

散水板から広がりながら降り注ぐ大粒のお湯が全身をまんべんなく包み込む

ため、ハンドシャワーよりも効率よく身体を温めます。
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122,100 円

お掃除ラクラク人大浴槽 49,500 円

洗面所暖房機　２００V

洗面所暖房機　１００V

洗面所暖房機

70,400 円

Unit Bath

お掃除ラクラク人大浴槽

洗面所も一緒に快適に

冬場ヒヤリとする洗面所も洗面所暖房機で温風暖房。大風量の

ドライヤーや扇風機をしても活躍します。浴室と洗面所の温度

差を抑え、お風呂上がりのヒヤッと感を解消します。

水も皮脂も弾く特殊処理でカンタンお手入れ

はっ水・はつ油クリア層に覆われた浴槽表面は、水も皮脂も弾いて落としやすくします。

※別途施工費がかかります。

断熱材パック
浴室を断熱材で包みます

適材適所の断熱材で天井、壁、排水トラップを

包み込む断熱材パック。

発泡スチロール 発泡スチロール 断熱カバー（発砲スチロール）排水トラップ
※3断熱床は標準仕様です。

断熱材パック 1616 用

断熱材パック 1216 用

8,250 円

7,700 円 ※別途施工費がかかります。

はっ水・はつ油効果で汚れ落ちがとてもスムーズ
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おそうじ浴槽 305,800 円 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）

おそうじ浴槽

90,200 円

Unit Bath
床ワイパー洗浄

※別途施工費がかかります。 ※別途施工費がかかります。

浴槽内をすみずみまで自動洗浄

入浴直後に毎日使用することで、手洗いは 2週間に 1回程度。面倒なおそうじがネックになって

おふろを十分に楽しめなかった方におすすめです。

洗浄からお湯はりまで、ふたを閉めてボタンを押すだけ

使用後の排水から洗浄、お湯はりまでおまかせ。汚れにあわせて「標準 /強力 /節約」コースが選べます。

床面ぐるりとすみずみまで「洗浄＋除菌」

入浴後にボタンを押すだけで「皮脂・角質汚れ」を洗い流し、「きれい除菌水」で除菌仕上げ。

カビやピンクよごれの発生を抑えます。
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ブローバス SXⅡ 220,000 円

ブローバス SXⅡ

Unit Bath
浴室テレビ（24V ワイド）

※別途施工費がかかります。

噴流に身をゆだねる心地よさ

背中側 2ヵ所からパワフルに空気と湯水が噴出されます。心までほぐれるくつろぎの

ひとときが味わえます。

高画質＆ワイド映像を浴室で

テレビやDVDなどがみられる大型ワイドスクリーンのモニター。ゆったりとさらに

快適なバスタイムをお過ごしください。

浴室テレビ（24Vワイド） 319,000 円

※別途施工費がかかります。

浴室オーディオ

高音質の浴室オーディオを手軽に楽しめる

天井据え付けのスピーカーから臨場感あふれる音楽がバスルーム全体に広がります。Bluetooth 機器とペアリングするだけで、

簡単にお気に入りの音楽と一緒にバスタイムを楽しめます。

浴室オーディオ 112,200 円

※別途施工費がかかります。
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私にも、子どもにも嬉しい特別な洗面ドレッシング。

ミドルボードは全３柄

モザイクホワイト

モザイクベージュ

ホワイト

洗面室を彩るアクセント。

お子様用の鏡にぴったりの高さ。

ミドルボード

ミドルミラー

ミドルボード

ミドルミラー

上からではなく前からの光なので、顔全体に光が当たります。
光源から離れたカウンターや、背の低いお子様もしっかり照らします。

画期的な縦型照明で全体を明るく照らします。

家族にぴったりの使い道を見つけましょう。
もっと便利に、もっとオシャレに。

Sanitary

ミドルミラー・ミドルボード

ツインライン LED照明

17,435 円

2,750 円

ツインライン LED照明 17,050 円

※標準仕様ミドルパネルの場合
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22,000 円パノラマスライドタイプ

ワンランク上の収納へ

天袋
ランドリーラック

……上部の扉のついた収納。洗濯室に置いておきたいものをたっぷり仕舞えます。
……扉のないオープンラック。特によく使うものを置いておくのに便利。

置きたいものが沢山ある洗面室に、
スペースを有効に活用する上部収納をご用意。

16,500 円

19,800 円

23,760 円

（+11,000 円）

（+11,000 円）

（+11,000 円）

（+施工費）

（+施工費）

（+施工費）

Sanitary

サイドキャビネット上部収納（天袋・ランドリーラック）

天袋（W750）

天袋（W900）

ランドリーラック

パノラマスライドタイプ

奥の物もしっかり見通せ、みんなに使いやすい。

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いただけます。

37,840 円
（+11,000 円）

サイドキャビネットＷ150

（+施工費）

15ｃｍの隙間の有効活用に。

ハンドソープやスタイリング剤など

家族みんなの使うものが並べられます。
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「あたりまえ」だった不便からの解放

水流の勢いの調整
使い勝手の良い 70%の水流量にクリック感が設定されているので
水流量の調整に煩わされることもなくなります。

何かと汚れた手で触る機会が多いせいで、すぐ汚れてしまう水栓ですが
タッチレス水栓ならその心配もなく、お掃除もらくらく。

また、つい出しっぱなしにしてしまっても、90秒経てば自動で止水します。

水温調整 をカチッとおまかせ。をカチッとおまかせ。
一番使う水の使用時に、レバーが遠くて不便なんてもったいない。
使いやすい場所にレバーがあれば、お子様の手洗いもスムーズ。

水を出すのも止めるのも、手をかざすだけ。
ずっとキレイな水栓。

あたりまえのことに向き合ったら、もっと便利になりました。
２つの「カチッ」でささやかながら、節水・光熱費削減のお手伝い。

タッチレス水栓

エコカチット水栓

31,460円タッチレス水栓

1,320円エコカチット水栓

※電気工事費込

Sanitary
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ワンランク上の収納へ

美しい木目柄に刷毛塗りの風合いをプラス。

カジュアルにも、スタイリッシュにも馴染んで、大人のコーディネイトを楽しめます。

Sanitary

収納扉カラー変更

10,450 円扉カラー変更

カウンター洗面台

洗面室をのびのび使える広々としたカウンター。

使い方の幅が広がる 1650ｍｍのカウンター。

ゆったり座ってお肌のお手入れをしたり、洗濯をしたり、親子並んで身支度をしても

余裕の広さです。

93,500 円
カウンター洗面台

（Ｗ900 タイプとの差額）

※PLAN：GC-165D

ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄
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アラウーノＳ160シリーズ　タイプ2（壁排水）

。

トリプル汚れガードで、さらに進化した全自動おそうじトイレ

タンクレストイレ

Panasonic アラウーノS160シリーズ ①泡のクッションで受け止める「ハネガード」
　ボタン操作で水位が下がり、水面全体に泡が出現。
　トビハネをおさえ、床や壁などへの汚れを抑制します。

②フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにくい「タレガード」
　外側に設けられた高さ約３㎜の立ち上がりがフチをつたって
　垂れる汚れをおさえます。

③便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」
　座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組みです。
　前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

ミリバブル（直径約５㎜）で大きな汚れを除去し、マイクロバブル（直径約60μｍ）
で残った汚れもしっかり落とします。

トリプル汚れガード採用 激落ちバブル

便座と便器のスキマがないので汚れても一気にふき取れます。

スゴピカ素材（有機ガラス系）

細かい泡が便器内をめぐり、お掃除します。
（市販の台所用合成洗剤（中性）を使用）

水流を制御す売る独自の形状でぐるりと洗う
「スパイラル水流」。高い洗浄力を発揮します。

パナソニックが独自に開発したスゴピカ素材は、
ぬめりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、
汚れがたまりにくくいつもピカピカ。

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ます。

タイプ1

タイプ2

いつも通り使って年間約14,000円節水

アラウーノＳ160シリーズ　タイプ１（壁排水）

アラウーノＳ160シリーズ　タイプ2（床排水）

アラウーノＳ160シリーズ　タイプ１（床排水）

96,800円

81,400円

126,500円

110,000円

Toilet
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Toilet

。

アラウーノ専用手洗い

アラウーノ手洗いカウンタータイプ

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

扉柄タイプA（ベリティス木目調）

ビューティーホワイト

扉柄タイプA（鏡面）

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

扉柄タイプB（木目柄）

カウンタータイプ

キャビネットタイプ

アラウーノ手洗いの特徴

アラウーノの給排水を利用して手洗いを設置しているので、省スペースで
低コスト。隠した給排水管は小物置きとしても使えます。

トイレを流すと自動で水が出て、自動で止まる連動水栓。
出しっぱなしを防ぐので、水をムダにしません。

掃除用具などを
すっきりしまえる
扉付き収納

足もとスッキリで、小物が飾れる「カウンタータイプ」

たっぶりの収納と大きめの手洗い「キャビネットタイプ」

扉やカウンターの木目柄を選んで、お好みのインテリアにコーディネートできます。

アラウーノと同じ素材でお掃除ラクラク。
汚れの原因となる水が固着しにくく、
サッとふくだけでキレイに保てます。

手をしっかり洗いたい方は
手動水栓もお選びいただけます。

アラウーノ手洗いキャビネットタイプ（タイプＢ）

アラウーノ手洗いキャビネットタイプ（タイプＡ）

75,900円

123,200円

144,100円
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Toilet

。

アラウーノ手洗据え置きタイプ

自動水栓 手動水栓

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

手洗ボールに、アラウーノと同じ水アカをはじく
「スゴピカ素材（有機ガラス系）」を採用。

航空機の窓等にも採用される軽くて強い素材。
傷がつきにくく耐久性に優れています。

排水口まで一体形成でおそうじラクラク。

狭いトイレにも設置しやすい
スリムな形状。（奥行き200mm）

扉柄タイプA（ベリティス木目調）

扉柄タイプB（木目柄）

手動水栓

自動水栓

扉柄タイプA(ハイクラス） 扉柄タイプB

84,700円

117,700円

81,400円

114,400円

ビューティーホワイト

扉柄タイプA（鏡面）
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生活シーンに応じて、思い通りの照明プランを

。

ライティングレール

ライティングダクトレールならば、照明器具を自在に組み合わせ、空間の
特性と暮らしの変化にフレキシブルに対応する照明計画を実現。
ご家族でお過ごしいただくＬＤＫをはじめ、寝室・子ども部屋など
様々な場所にいかがでしょうか。

ダウンライト
ダウンライトは天井をすっきり見せるだけでなく、場所に応じて自由な配置が出来るので、お洒落な空間を演出できます。
調光機能や光色切替機能のあるダウンライトもございます。プランをお気軽にご相談ください。

LEDダウンライト100W変更差額 2,750円

8,250円

ライティングレール 2m

27,080円

ダウンライト追加（屋内・屋外兼用） 12,628円

調光LEDダウンライト変更差額 9,845円（調光器込）

人感センサー付き変更差額
※3路スイッチ不可、照明とスイッチ1対1で設置

Lighting
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リビング照明・ダイニング照明

リビング用（～12畳）OL251506BC
ダイニング用（～8畳）OL251508BC

リビング用（～12畳）OL251699
ダイニング用（～8畳）OL251701

信号線の要らないBluetooth通信で、シーンに合わせたあかりの色と明るさを自由に変えることができます。
タブレットやスマホから、どこからでも、誰からでもコントロールが可能です。
また、可動式LEDスポットを搭載。スポットライトが連続調光が可能で、シアターシーンなどの光の演出が楽しめます。

大胆にダイヤカット模様を刻んだ、上質な透明アクリルのフレーム。カット面がきらきらと輝き、空間を華やかに彩ります。
また、付属のリモコンで、生活シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に変えることができます。

リビング用（～12畳）

ダイニング用（～8畳）

60,500円

53,900円

リビング用（～12畳）

ダイニング用（～8畳）

39,600円

32,450円

ご注意：リモコンは別売となっております。アプリ条件に対応している機種であれば、お手持ちのスマホ・タブレットでの操作も可能です。

※取付費別途2,750円（1か所あたり）

※取付費別途2,750円（1か所あたり）

Ceiling lights
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洋室ＬＥＤ照明～8畳用 洋室ＬＥＤ照明～6畳用

ダイニングレール仕様（簡易取付ライティングダクトレール）

ホワイトブロンズのモールがさりげない
アクセント。インテリアを選ばないシンプル
でカジュアルなデザインです。

ロートアイアンのような唐草模様の飾りが
印象的。フレンチカントリースタイルに似合う
軽やかなデザインです。

＋

洋室照明～8畳用 28,600円 洋室照明～6畳用 33,000円

簡易取付ライティングダクトレール

ＬＥＤスポットライト ＬＥＤペンダントライト

設置イメージ

レール＋ＬＥＤスポットライト３箇所

レール＋ＬＥＤペンダントライト３箇所

73,150円

79,750円

※取付費別途2,750円（1か所あたり）

※黒・白の2色からお選びいただけます。

※取付費込

Ceiling lights
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シーリングライト　アイリスオーヤマ

節電モデル　～12畳用

　28,600円（取付費別途）
快眠モデル　～12畳用

快眠モデル　～8畳用

26,400円（取付費別途）

FEⅢシリーズ　節電モデル 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 スタンダードシリーズ　調光・調色タイプ

ムラの少ない均一な光で空間全体を明るく照らします。充実した機能がお求め安くなりました。
リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、
シーンにあった明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。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、発光面がムラなく光り、空間の

すみずみまで明るく照らします。

発光効率190lm/W達成で明るさそのままで電気代がお得！なんと年間の
電気代は1080円♪リモコンに積算の電気代を表示することで節電、
省エネ意識がUPします。

自然界の光のリズムを再現したぐっすりモードを搭載。起床後は真昼の太陽光のように
青白く明るい光にし、夕方から夕食に向けては夕焼けのような赤みがかった光の色で
暗くしていきます。就寝前は明るさをさげて自然な睡眠を誘導します。

※取付費別途2,750円（1か所あたり）

節電モデル　～８畳用

35,200円（取付費別途）
快眠モデル　～14畳用

23,100円（取付費別途）

25,300円（取付費別途）

　18,700円（取付費別途）
メタルサーキットシリーズ
MFEシリーズ　～８畳用

24,750円（取付費別途）メタルサーキットシリーズ
MFEシリーズ　～12畳用

調光タイプ　～8畳用

調光タイプ　～6畳用

9,130円（取付費別途）調光タイプ　～12畳用

6,820円（取付費別途）

8,250円（取付費別途）

10,450円（取付費別途）

8,250円（取付費別途）

9,130円（取付費別途）調光・調色タイプ　～8畳用

調光・調色タイプ　～6畳用

調光・調色タイプ　～12畳用

Ceiling lights
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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。
カメラ映像は、テレビドアホンの SDカードに最大約 30秒の動画
または静止画（連続画像）で自動録画できます。カメラとの通話
録音やモニター時の映像を手動で録画することもできます。

ＶＬ-ＷＤ813Ｋ

ワイヤレスカメラスマホで外でもドアホン 「ＶＬ-SWD505KＳ」

。

電波干渉しにくく高速データ通信が可能な「DECT※1準拠方式」を採用。
対応テレビドアホンとワイヤレスで 接続可能です。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。

2019年に「インターホン・オブ・ザ・イヤー」最優秀賞を受賞！
「インターホン・オブ・ザ・イヤー」は、インターホンの技術進歩・市場拡大
に貢献または魅力的であると認められた商品を選定、表彰する制度。
VL-SWD505KSはモニター親機にカメラを搭載しており、外出先のスマ
ホとビデオ通話をしたりメッセージを残すことができます。さらに外出先
のスマホで映像を見ながら来客対応ができる商品として好評です。

業界初　カメラ付きモニター親機でビデオ通話ができる

業界で初めてモニター親機にカメラを搭載。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、留守番中の子供から外出中のお母さ
んのスマートフォンを呼び出して、お互いに顔を見ながら会話ができます。

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る

モニター親機をインターネットの回線に接続することで、専用のアプリ
「ドアホンコネクト」をインストールしたスマートフォンで外出先でも
映像を見ながら来訪者の応対ができます。 例えば、外出中の急な来
訪者や宅配便があった場合でも、外出先のスマートフォンで映像を
見ながら会話・応対ができるので便利です。防犯上、留守番している
子供にインターホンが鳴っても応対しないように取り決めしている場
合にも、子供の代わりに対応できて便利です。

モニター親機の内蔵メモリーには、留守中の来訪者の映像
を約30秒、100件の録画ができます。設定により録音をする
こともできます。さらに、SDメモリーカード(別売)の使用で、
来訪者の映像、音声を1件約30秒、最大3000件記録でき
ます。また、留守時、来訪者に応対出来なかった場合も録画
と同時に録音もできるので、来訪者が何を話していたかが
わかります。

スマホで外でもドアホン

ワイヤレスカメラ

61,600円

53,900円
※電気工事費込

※スマートフォンを連携させるには、無線ＬＡＮルーターにドアホン親機を接続する必要があります。

Intercom
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ひだまりのような暖かさを。

ガス床暖房

快適その①　床暖房ならば、頭寒足熱

床暖房は床面から暖めるので、足元の温度がいちばん
高くなります。足元からポカポカ暖まるので、ゾクゾク
するような床からの冷たさがありません。床だけでなく
部屋全体も暖まり、まるで陽だまりのような暖かさ。

快適その②　床暖房は、クリーンな暖房です。

床暖房は風がないので、ほこりや花粉、ハウスダストを舞いあげることがありません。
ぜんそくやアトピー、花粉症の方や小さなお子さんのいるご家庭にもオススメです。

快適その③　立ち上がりが約30分
ガス床暖房はスイッチを押してから約30分であたた
かくなります。一方、電気式床暖房は、床温度がガス
床暖房と同じ温度になるのに約100分かかります。

快適その④　温水式は快適で安心です。
ガス床暖房は、室温と床温の温度差によって放熱する
ため、閉塞箇所の温度があまり高くならず、快適で低温
やけどの心配が少ないです。

快適その⑤　ランニングコストは一日8時間で
　　　　　　約106円です。

快適その⑥　空気が乾燥しにくいから、皮膚
　　　　　　から水分が蒸発しにくい。
床暖房はエアコンより大きな気流をつくりませんので、
皮膚から水分が蒸発しにくいです。

東京ガス温水システム「ＴＥＳ」　6畳タイプ

東京ガス温水システム「ＴＥＳ」　3畳タイプ 729,300円
（温水マット・熱源機・リモコン込み）

839,300円
（温水マット・熱源機・リモコン込み）

Floor heating
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Clothesline
必要なときだけ、お手軽に。

目立ちにくいフラットなデザインなので、施工場所を選びません。簡単着脱と安心設計で、いつでも手軽にお洗濯。

ホスクリーン SPC 型

8 kg超
  薄さ
１３ミリ

ネ
バ

㎝５
４
１
長
身

標準ポール

※標準ポールを
　身長145ｃｍ
　の方が使用し
　た場合です。床面9c

m
9c
m

46
cm

天井高２4０ｃｍの場合

ボタンを押して簡単にポールを伸縮できます。

荷重目安ガイド天井を守るスプリング機能デザイン

長さの調整が可能 手軽に着脱・しっかり固定

急な荷重や横方向の力も

スプリングがクッション

となり天井を守ります。

目立たないシンプルな形状。

抜け落ちの心配が

無いロック機構。

その状態でもポール

はフリーに動きます。

軽くて楽な動作で

ポールは簡単に

着脱できます。

天井保護のため、

[ 黄 ]→[ 赤 ] と表示

することで掛け過ぎ

をお知らせします。

ホスクリーン SPC-W 2 本 8,690円 （+11,000円）（+施工費）

※物干し竿は商品に含まれません。
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部屋干しって、便利で快適。

洗濯物の干し場所の悩みとはもうさよなら。
決して邪魔にならない部屋干しが実現します。

ホスクリーン URM型

荷重目安ガイドシンプルなデザイン

長さの調整が可能快適な昇降操作

天井保護のため、
[ 黄 ]→[ 赤 ] と表示
することで掛け過ぎ
をお知らせします。
（目安重量８kg）

使用時も未使用時も
すっきりした見た目。
設置場所を選びません。

ホスクリーンURM-S-W 24,200 円 （＋11,000 円）（+施工費）

ホスクリーンURM-L-W 26,400 円 （＋11,000 円）（+施工費）（174cm）

（134cｍ）

操作棒を必要な時だけセッ
ト、軽い力でくるくる回すだけ
で竿が昇降します。

洗濯物を乾かす間は、
洗濯物をかけたまま、
邪魔にならない天井
近くまで上げることが
出来ます。

収納時

使用しない時は操作棒を外
して、壁掛けフックへ。

ホスクリーンURM-L-W　イメージ

操作棒

右回転　左回転

174cm
（URM

-S-Wの
場合、

134cm
）

上昇

下降

0ｃm

100ｃm

Clothesline

26



Storage
床下も有効活用しませんか。

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、
洗面室では掃除用具やティッシュペーパーのストック
など、使い方は多種多様です。床下のちょっとしたデッド
スペースを有効活用してみませんか？

インテリア性を重視した5色のバリエーションをご用意
いたしました。床の色やインテリアカラーなど、お好みに
合わせてお選びください。

枠材には防腐性に優れ、室温との温度差が少ない樹脂を採用。
アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、樹脂特有の質感が
素足に優しい肌合いを感じさせます。

キシミ音やガタツキとは無縁、100㎏の荷重に耐える
安心設計！

フロア面との段差はわずか2.5㎜で、つまずきの原因を
解消。高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。

高気密型床下収納
600×600タイプ　深型
※フロア面より480㎜以上深さが必要です。

高気密型床下収納
600×600タイプ　浅型
※フロア面より320㎜以上深さが必要です。

33,110円
（施工費込）

32,120円
（施工費込）



2,750円
1,650円
2,200円

玄関収納プッシュオープン　W1125W1200　コの字プラン

玄関収納プッシュオープン　W1125W1200　トールプラン

Ａ-65型

ドアも収納も使いやすく

洋室ドアをガラス入りドアへ変更 27,500円

Ａ-63型Ａ-60型

Ａ-65型Ａ-63型Ａ-60型

LDK階段入口にアウトセット引戸を追加
（ガラス入りハイドア、A-60・A-63・A-65のいずれか）

洋室ドアをアウトセット引戸に変更（ガラスなし、A-61）

ガラスなし（Ａ-61型）

102,300円

3,300円

クローゼット　ミラー付き 16,500円 玄関収納　ミラー付き 13,200円

玄関収納プッシュオープン　W700W800　セパレートプラン

玄関収納プッシュオープン　W700W800　トールプラン 1,100円

※後工事の場合、別途工事費用がかかります。

Door & closet
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Closet

クローゼット収納

。

きちんと収納してスッキリした空間に

間口4.5尺プランCL-442

間口6尺プランCL-601

  78,100円　（奥行き450mm）
84,700円　（奥行き600mm）

  96,800円　（奥行き450mm）
106,700円　（奥行き600mm）

間口4.5尺　プランCL-442間口6尺　プランCL-601

※施工費込

寝室や子供部屋はもちろん、さまざまな場所で
活用できるクローゼットプランです。

＜イメージ＞

クローゼットだけでなく、様々な場所に様々なプランを

成長するにつれて、持ち物が大きく変わる子ども部屋の収納。成長に合わせて
自由にカスタマイズできるので、いつでも自分で片付けがはかどるような収納
作りが可能です。

調味料やストック食料以外にも、来客時やお正月にしか使わない食器など、
とにかくものが多いキッチン。使用頻度に合わせた収納で、家事効率アップ。
毎日の家事をもっとラクに快適に。

大切な家族やゲストを迎え入れる玄関だからこそ、いつでもきれいに整えておきたいもの。
家族それぞれの靴や傘などサイズが違う物も、大きさや高さに合わせた収納が出来るので、
少ないスペースを効率的に使えます。

子ども部屋

キッチン

玄関収納

間取りにあわせてご提案いたします。
是非ご相談ください。
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Desk& Shelves

。

可動棚【3方壁仕様】

カラーは木目調3色、ホワイト色からお選びいただけます。

可動棚【棚受けブラケット仕様】

用途に合わせ、好きな高さで収納内に棚板を設置いただけます。

クローゼットの両サイドに小物棚。
細々したものを整理整頓できます。

様々なスペースに設置できるから、スペースを有効活用できます。

ぐるりと囲むコの字レイアウトなら
見やすく、手が届きやすいです。

3尺物入内可動棚4段（厚み15mm）の場合

奥行き300mm

奥行き450mm

26,950円（施工費込）

29,700円（施工費込）

幅900mm奥行き300mm可動棚4段
（厚み15mm）の場合

※レール長さ1800mm

レール長さ1200mm

34,100円（施工費込）

レール長さ1800mm

37,400円（施工費込）

インテリアカウンター

インテリアカウンター3段
（幅900㎜　奥行300㎜）

お気に入りの食器や小物を並べて
ギャラリーを兼ねた収納に。

キッチン前カウンター
　（奥行300㎜）

食事や配膳スペースにお使い
いただけます。

　　　デスク仕様
（幅1800㎜　奥行450㎜）

読書や宿題など家族みんなが
使えるフリーデスクに。

デスク仕様

キッチン前カウンター

インテリアカウンター3段

31,900円

48,400円
36,300円

※上部の棚は別工事となります。
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Shelf Decor& Wall Decor

。

ウォールデコシェルフデコ

シェルフデコ　セットプラン2

シェルフデコ　セットプラン１

83,600円

95,700円

大切な小物やお気に入りのアイテムを飾って、いつものリビングをショップのような
空間に演出するシェルフデコ。空いた壁面のスペースを棚収納で有効活用します。

セットプラン1　カウンター＋飾り棚3箇所

セットプラン2　カウンター＋飾り棚1箇所

厚みの異なる高意匠の小割り壁材を組合わせ、アクセントのある壁を演出するウォールデコ。
さりげない日常を一層華やかに演出します。

建具やフロアと同じ色をお選びいただけます。壁一面だけでなく、アクセントとして壁の一部に
施工することも可能です。

ウォールデコ　2.0間天井高施工プラン

ウォールデコ　3尺プラン

129,580円

73,040円

2.0間天井高施工プラン　W3,600×天井高3尺プラン　W900×H1805
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こだわりのアイテムで窓辺を飾る。

たくさんのアイテムから我が家にぴったりのものを。

カーテンレール

。

南仏風のアンティーク感覚を気軽に楽しめるアイアンレール。
こだわりのコーディネートにこたえるアイテムを揃えて、アンティークに
クラシカルにと趣のある演出が出来ます。

ネクスティダブル正面付け2.1ｍ
アンティーク系3色

ふさかけクラスト2個セット
ネクスティダブル正面付け2.1m
ふさかけルント２個セット

19,514円 21,208円

クラスト 19
Aキャップ　ブラック（ネクスティダブルイメージ）

Bキャップ　アンティークブラック

Cキャップ　アンティークゴールド

Dキャップ　アンティークホワイト

ネクスティダブルイメージ　エルムダーク＆ブラック

エルムダーク＆ホワイト

エルムホワイト＆ブラック

ナチュラルとアンティークをミックスさせたルブラン22。
ハンマード仕上げや、使い込んだ木質感が個性的な
表情を醸し出します。

ネクスティダブル正面付け2.1ｍ
ブラス・ブラック色

ふさかけクラスト2個セット

15,950円

ルブラン22

※送料・採寸費・施工費が別途必要となります。

Curtain Rod
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※送料・採寸費・施工費が別途必要となります。

プレーンホワイト ホワイトグレイン ナチュラルグレイン ライトグレイン

ミディアムウッド ミディアムグレイン

ダークマホガニー ブラック ミストシルバー パールグレー

アッシュグレイン

ビターグレインマイルドグレイン

ネクスティ

ウィンピア

ネクスティダブルイメージ

ウィンピアダブルイメージ

スチールウォームホワイト スチールアンバー ホワイトウッド ライトグレイン

ライトオーク Ｎミディアムウッド ミディアムオーク ダークマホガニー

ウォールナット

ウィンピアダブル正面付け1.82ｍ
ふさかけラパン2個セット

5,293円

ネクスティダブル正面付け1.82ｍ
ふさかけフォレスタ2個セット

7,854円

あらゆる空間にベストフィット
豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、
様々なシーンに自然に溶け込みます。

お手頃価格で豊富なカラーバリエーション。

5,566円

スチールウォームホワイト色

木目色（アルミ除く）

※スチールウォームホワイト以外の7色が木目色となります。

Mセット（キャップストップM)
リターン仕様で光漏れを防ぐデザインです。

ネクスティダブル正面付け1.82ｍMセット
ふさかけフォレスタ2個セット

8,514円

Curtain Rod
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※送料・採寸費・施工費が別途必要となります。

ロールスクリーン
窓をすっきり見せるロールスクリーン。
カーテンを設置しにくい小窓や、お洒落に
見せたい窓にいかがですか。

カラーバリエーションも豊富！

ロールスクリーン活用術

造りつけの本棚の前に設置して
本を埃や日光から守ります。

ケース① ケース②
キッチン前に設置して、目隠しに。
急な来客にも慌てません。

1ヶ所16,456円TOSOコルト　ウォッシャブルタイプ　マイテック
正面付け　06011窓対応

TOSOコルト　ウォッシャブルタイプ　マイテック
正面付け　06009窓対応

1ヶ所14,960円

ピクチャーレール

Ｗフック15A

ピクチャーレールＷ-1

ホワイト

ナチュラルグレイン

ダークマホガニー

取付ビスや吊元の見えないスッキリとしたデザインです。
絵画や時計に加え、洋服やカバン等の日用品を気軽に
かけることができます。

ピクチャーレールＷ-1　2m
Ｗフック：3個　ハンガー15 1m：3本　

ハンガー15

色は3色からお選びいただけます。

12,540円

※送料・採寸費・施工費が別途必要となります。

Roll Screen & Picture Rail
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エコカラットはうれしい空気と暮らしをつくる壁材です。

グラナスルドラ

。

空間のアクセントにふさわしい、重厚感のある質感です。

グレー ダークグレー ブラウン

ホワイト ベージュ

広 と々した空間と快適でクリーンな空気があれば、
みんなが自然と集まる居心地のいいリビングのできあがりです。

壁紙と同色のエコカラットでも、エコカラットの凹凸感で
高級感のある空間に。

洗面室一面　約4.3㎡の場合

108,130円（施工費込）

洋室一面　約8.6㎡の場合

216,480円（施工費込）

＜グラナスルドラグレー使用イメージ＞ ＜グラナスルドラホワイト使用イメージ＞

＜グラナスルドラダークグレー使用イメージ＞

エコカラットとは

①ちょうどいい湿度

目には見えないナノサイズの孔（あな）で、家の
空気を吸って吐いて、きれいに整えます。

②ニオイすっきり

③有害物質フリー

ジメジメのもととなる余分な湿気をゴクリと吸収。
カラカラの時には、うるおい貯金から湿度を補充します。

窓を開けてもなくならない生活臭を、大幅に脱臭。
原因成分を吸着して、ニオイ問題の解決をサポートします。

空気中に漂う、ほうっておけない有害物質を吸着・低減。
目には見えない不安から、家族みんなを守ります。

Ecocarat
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。

ペトラスクエア

たけひご

ライトグレー ライトベージュ

ホワイト ライトベージュ グレー ＜たけひごホワイト使用イメージ＞

＜ペトラスクエアライトグレー使用イメージ＞

＜たけひごホワイト使用イメージ＞

和モダンな空間にマッチしたシリーズ。
和室だけでなく洋室にも映える質感です。

ナチュラルな石面凹凸デザイン。
ライティングによる陰影が美しい壁面を演出します。

洗面室一面　約4.3㎡の場合

81,730円（施工費込）

洋室一面　約8.6㎡の場合

151,580円（施工費込）

洗面室一面　約4.3㎡の場合

洋室一面　約8.6㎡の場合

88,330円（施工費込）

176,880円（施工費込）

Ecocarat
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。

グッドライフコートクリスタル(ハードガラス) グッドライフコート光(UV)

グッドライフコート松(シリコン)

最高ランクのフロアコーティング
大気中の水分との化学反応で高硬度の被膜を形成します。スリッパ歩行や家具の
引きずり傷、ペットの引っかき傷がつきにくく、新築時のきれいな状態を末永く維持
することが可能です。業界唯一の「すり傷耐久テスト」に合格したコーティングです！

新時代コーティング
高耐久・高耐久・高艶のコーティングで、光沢がずっと続きます。
美しい輝きがお部屋を明るくし、インテリアを演出します。

最も滑りにくいコーティング
塗装面に程よく柔軟性があり、滑りにくいのが特徴です。油性マジックなどの落書きも
除光液やシンナーで簡単に落とせます。毎日の汚れにも強く、水拭きだけでお掃除できる
のも人気の理由の一つです。

耐久性３５年保証 耐久性３０年保証

耐久性２0年保証

すり傷が一番つきにくい商品
をご希望の方にお勧め！

滑りにくさとすり傷のつきにくさの
両方をご希望の方、ノロウィルス対策
で塩素拭きが出来る商品をご希望の
方にお勧め！

床を滑りにくくしたい方、ペットの
足腰に負担をかけたくない方に
お勧め！

グッドライフコート
クリスタル

グッドライフコート
光

グッドライフコート
松・竹

全室パック
LDK・廊下・階段・洋室

90㎡未満

253,000円

395,280円

187,000円

314,280円

165,000円

287,100円

30㎡パック
LDK・廊下（1か所）

同じ耐久性20年保証で、すり傷が付きにくく
マットな仕上がりの竹（ガラス）もございます。

Floor coating
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Around Window

38

面格子（クロス面格子・縦面格子）

鋳物面格子

お家の防犯対策に。

クロス面格子

06011　上げ下げ窓

06009　上げ下げ窓

06005　内倒し窓

クロス面格子 縦面格子

縦面格子

27,500 円 22,000 円

24,200 円 20,900 円

19,800 円 17,600 円

ヨーロッパで人気のある曲線の格子を

ベースに、洗練されたアレンジを追加。

ウェーブとハンマートーンのテクスチャー

で、立体的に張り出した緩やかなラインの

シンプルな構成です。

シャープな剣先をイメージして、装飾性

に防犯面も考慮しました。ねじりや唐草を

バランスよく配し、ロートアイアンの雰囲気

を強調したクラシカルなデザインに仕上げてい

ます。

スクエアでシンプルなデザインが住宅に

すっきりとなじみます。

印象的な装飾で窓まわりに統一感を出し、防犯性もプラス。

06009

06011

1 型 2型 3型

※取付費別途　11,000 円（1か所あたり）

49,500 円

55,000 円

36,850 円

―

51,700 円

57,200 円

1 型 2型 3型

※取付費込み



Around Window

テレビやエアコンのリモコンのように、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

リモコン 1つで簡単に操作できます。

停電など、非常時には

手動で開けることが

できます。

シャッター降下中に障害物に

あたり一定の負荷がかかると、

自動的に反転上昇し停止します。

電動シャッターならモーター制御で静かに

開閉。住宅街でも時間を気にせず使えます。

電動シャッターなら窓を開けることなく

開閉できるので、虫や花粉・砂埃から

お部屋を守ります。冷暖房効率化にも。

※別途工事費用がかかります。

電動シャッター

インナーサッシ

インナーサッシを設置すると冷暖房効率が上がるだけでなく、

結露の防止や防音効果もございます。カラーバリエーションも

豊富なので、インテリアに合わせてピッタリなコーディネートが

できます。

電動シャッター 16011（手動との差額）

電動シャッター 16018（手動との差額）

104,500 円

110,000 円

16011

16018

16020

インプラス（LIXIL) プラマードU（YKKAP)

79,200 円

137,500 円

165,000 円

47,300 円

90,200 円

99,000 円

※取付費込み
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BS放送を楽しみたい方は

こちらのアンテナを。

映画やスポーツなど、

BSアンテナ

見た目もスッキリ。
場所を取らず、
シンプルな形のアンテナ。

平面アンテナ

映してくれます。
しっかりテレビを

電波の弱い地域などでも

一般的なアンテナ。

八木アンテナ

ご家庭に合ったものをチョイスしましょう。
デザイン性、機能性の面から

目的ごとに様々な種類があるアンテナ。

アンテナ

リビングの主役・テレビを映す必需品

フラワーボックス　YKKシャローネ　

窓辺の居心地を変えるアイテム

地上デジタル　八木アンテナ

地上デジタル　平面アンテナ

地上デジタル＋ＢＳアンテナ

地上デジタル＋ＢＳアンテナ

（平面アンテナ）

64,350 円

76,450 円

110,000 円

121,000 円

※現場状況により追加料金が発生する場合がございます。ご了承ください。

Around Window

住まいの外観にエレガントなアクセントとなる本格的なフラワーボックスです。

大きめの植木鉢やプランターなどを窓辺で楽しめます。

1型 2型 3型

Ｗ900 本体

Ｗ1800 本体

87,450 円

130,900 円

Ｗ900 本体

Ｗ1800 本体

87,450 円

130,900 円

Ｗ900 本体

Ｗ1800 本体

70,400 円

93,500 円 ※取付費別途　11,000 円

　　　　　（1か所あたり）
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Exterior
お家だけでなく、エクステリアも充実を

。

ベランダ屋根

オーニング

暑さ対策や省エネに適したカラフルなオーニングです。
室外で直射日光を遮るため室内のカーテンなどに比べ、日よけ効果が
格段に優れています。
自然の風を部屋の中に取り入れ、日差しをコントロールして夏の冷房費
を抑える、健康的で開放感あふれる暮らしを実現します。

バルコニー持ち出し屋根YKK　ソラリア　W3,600

雨の日でも洗濯物を干せるので梅雨時などは大助かり。ガーデニング道具などのちょっとした
置き場所にも。バルコニーに屋根を取付ければ、便利な物干しスペースに生まれ変わります。

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

屋根ふき材：熱線遮断ポリカーボネート板

屋根ふき材：ポリカーボネート板

勝手口の屋根にも設置可能
です。是非ご相談ください。

屋根ふき材：熱線遮断ポリカーボネート板

屋根ふき材：ポリカーボネート板

224,400円

220,000円

※本体・施工費込み
※屋上テラスへの取り付けはできません。

オーニングがついた部屋なら、
建物の外側からの日差しを遮る
ことができ、エアコンの稼働率は
約33％にまで下がります。

ファブリック調テント 防汚テント ポリエステル製テント
表面処理に光触媒コートを
採用した防汚タイプのテント

コットンのような風合いと鮮や
かな発色が特長のデザイン性
に優れたテント

防水性や耐候性に優れた
スタンダードなテント

テントのカラーは全38色をご用意しています。
外観の―コーディネートをお楽しみください。

YKKパラソリア　手動　上下ケースあり【ポリエステル製テント】

YKKパラソリア　手動　上下ケースあり【防汚テント】

YKKパラソリア　手動　上下ケースあり【ファブリック調テント】

360,800円

378,400円

402,600円

※本体・施工費込み ※屋上テラスへの取り付けはできません。
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Exterior

。

カーポート サイクルポート
貴方の大切なお車を雨や紫外線から守ります。
お車の種類に応じて、大きさや高さも自由自在です。
色のバリエーションも豊富ですので、お気軽にご相談ください。

車だけでなく、家族みんなの自転車も雨から守りたいものです。
原動機付き自転車やバイクも収納できます。
こちらも大きさ、高さ、色に様々なバリエーションも豊富なので、
お気軽にご相談ください。

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

屋根ふき材：熱線遮断ポリカーボネート板

屋根ふき材：ポリカーボネート板

屋根の色は下記からお選びいただけます。 柱の色は、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・ホワイトからお選びいただけます。

柱：ピュアシルバー×屋根ふき材：トーメイマット

柱：ブラウン×屋根ふき材：スモークブラウン
柱：プラチナステン色×屋根ふき材：トーメイマット

YKKレイナポートグラン　51-24
屋根ふき材：熱線遮断ポリカーボネート板
ハイルーフ

YKKレイナポートグラン　51-24
屋根ふき材：ポリカーボネート板　
ハイルーフ

YKKレイナポートグラン　51-24
屋根ふき材：熱線遮断ポリカーボネート板
標準高さ

YKKレイナポートグラン　51-24
屋根ふき材：ポリカーボネート板　
標準高さ

398,200円

402,600円

404,800円

408,100円

カーポートと同様の屋根色、柱色をお選びいただけます。

柱：プラチナステン×屋根ふき材：アースブルー

YKKレイナポートグランミニ　22-21
屋根ふき材：熱線遮断ポリカーボネート板

YKKレイナポートグランミニ　22-21
屋根ふき材：ポリカーボネート板

225,500円

223,300円

※本体・施工費込み

※本体・施工費込み



宅配ボックス　コンボライト ルシアス　ポストユニットHB01型

＜荷物の受け入れ＞
①扉を開き、宅配物を入れる。

②施錠レバーを下げて、
扉を閉める

③伝票に押印して施錠。

＜荷物の取り出し＞
①付属の専用キーでシリンダー錠
を回し、扉を開ける。

②荷物を取り出して、
扉を閉める。

236,500円

297,000円

※本体・施工費込み

外出中でも在宅中でも宅配物がいつでも受け取れる据置型宅配ボックスです。

色：マッドブラック
ミドルタイプ ：W310×D400×H500　20㎏まで受取可能
ラージタイプ：W310×D400×H700　25㎏まで受取可能
※マッドブラック以外の色もございますが、価格設定が異なります。

コンボライト
ミドルタイプ
色：マッドブラック

コンボライト
ラージタイプ
色：マッドブラック

47,630円

39,820円

※本体・施工費込み

本体：木調色　表示灯タイプ
宅配ポスト1型　前入れ前出し

本体：複合色　表示灯タイプ
宅配ポスト2型　前入れ前出し

本体：木調色　表示灯タイプ
宅配ポスト1型　前入れ前出し

本体：複合色　表示灯タイプ
宅配ポスト2型　前入れ前出し

※門柱を設置する外構計画をこちらの商品に変更した場合、
さらに60,500円（税込）を差し引いて下さい。

※壁付けポストのみ設置する外構計画をこちらの商品に変更した場合、
27,500円（税込）を差し引いて下さい。

W240×D370×H470　20㎏まで受取可能 W320×D350×H460　20㎏
※侵入防止配慮ユニット付きの場合

玄関アプローチに個性と機能をプラス。宅配ボックスを装備することで、
お出かけも安心です。
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木造住宅用制震装置　Mamory[マモリー]

木造住宅用制震装置国内供給実績NO.1
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Mamory[マモリー]。
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。
大切な住まいと、みなさまの生活を守る制震装置です。

１階の壁内にバランス良く設置。
高い設計自由度で、住宅のデザイン
や間取りなどを損ないません。
簡単な取り付けで、地震の揺れから
住宅や家財を守ります。

＋【制震】で住まいの安心・安全をさらにプラス

柱・梁・壁などの強度で地震に対抗する。
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。

揺れを吸収する装置で地震に対抗する。
揺れを「制御」する地震対策

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。

京都大学防災研究所において、実大住宅振動台実験を行
いました。熊本地震の前震1回、本震2回計3回の震度７の
揺れを加えても、マモリーを装着した試験体は倒壊しない
ことを実証しました。

木造住宅用制震装置　マモリー 4セット本体・施工費込　385,000円

こちらで実際の実験動画を
ご覧いただけます。

地震の揺れに応じてマモリーが伸縮。
内部の特殊高衰退ゴムが地震エネル
ギーを熱に変換して吸収し、建物の
変形を抑えます。

高い設計自由度を備えた制震装置です。

施工イメージ制震の仕組み

熊本城や東本願寺等伝統建築物にも
納入実績がございます！！
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