
現物の商品サンプルなどでお確かめください。 2017.03印刷物と実物では色柄が異なります。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

http://www.kmew.co.jp/
　　shouhin/roof/karuiyane/

軽い屋根による減震効果。そのメ
カニズムや施工例などを紹介したホ
ームページを開設しています。

地面の揺れ

負荷が小さい

地面の揺れ

揺れが小さい

建物の重心を低く建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を
軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることがで
きます。

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を
軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることが
できます。

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

耐震性
地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

屋根材別[重さ]比較（kg/坪）-屋根材本体の重量

陶器瓦

約180kg

洋瓦

約160kg

厚型平瓦 カラーベスト
シリーズ

約140kg

約68～81kg

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおい

て、住まいの耐震化は非常に重要な課

題。一般的に建物の揺れを軽減するは、

建物の重量を軽く、重心を低くすることが

有効とされています。ＫＭＥＷ屋根材は、

重量が陶器平板瓦の約１/２の「軽い屋

根」。万一の地震にも暮らしの安心を守り

ます。

どんな街並みにも美しく映える、 スタンダードデザイン。

耐風性能
台風に強い。

全数釘止め工法で、 強風でのズレや飛散を防ぎます

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、

強風による飛散が防止できます。

その形状や釘穴位置など、KMEW

屋根材は耐風性を充分に考慮した

設計。風の抵抗を効率よく逃がす

設計に加え、一枚一枚の屋根材を

独自の釘止め方式で固定する施

工方法で、強風による屋根材の飛

散やズレを最小限に抑えます。

優れた防水設計で、 大雨の際も漏水を抑えます。

ＫＭＥＷの屋根材は屋根材プラス

下葺材の２段階の防水設計を採

用。カラーベストは屋根材の大きな

重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、

残りの雨水の回り込みも下地の防

水シートによって防止します。

耐風試験(社内試験)

防水性
大雨からもしっかりガード。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、

優れた防水性を確保しています。

防水試験(社内試験)

KMEWがご提案する「軽い屋根」

http://www.kmew.co.jp/
       shouhin/roof/karuiyane/

軽い屋根による減震効果。そのメ
カニズムや施工例などを紹介したホ
ームページを開設しています。

CC262G
ネオ・ブラック

CC225PG
シルバー・ホワイト

CC235PG
アイス・シルバー

CC275PG
パール・グレイ

CC221PG
ココナッツ・ブラウン

CC241G
ウォルナット・ブラウン

CC247G
アイリッシュ・グリーン

CC277G
ウェザード・グリーン

CC223G
メロウ・オレンジ

CC293G
ボルドー・レッド

CC226G
ミッドナイト・ブルー

CC291G
グラス・ブラウン
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15mm厚 エクセレージ・親水 15

スマッシュライン15

MWアッシュベージュH 

EW4222H
MWシルクホワイトE 

EW4221H
MWシルクグレーC

EW4223H
MWアイボリーブラックC

EW4224H

MWアトランティックブルーC

EW4226H

MWミルキーホワイトH

EW4225H

プラシード15

MWミルキーホワイトH

EW3871H
MWマチュアベージュD

EW3872H
MWベビーアイボリーF

EW3873H
MWダークブロンC

EW3877H

MWアースブラウンB

EW3878H

MWシルクホワイトE

EW38710H

MWマットベージュB

EW38711H
柔らかく変化のあるへら仕上げ風の意匠が、繊細で上品な外観を演出します。

MWルーチェホワイトＢ

EW4251H
MWマーチベージュ

EW4252H
MWファインシルバーＢ

EW4253H
MWボワブラックＢ

EW4254H

都市型住宅にマッチするモダンな外壁材。横張りはもちろん、縦張りにも使いやすいデザインです。

シュプリストーン15

大壁風の仕上がりが広い面に最適。アクセント使いにもおすすめです。

MWマックスホワイト

EW4227H

石割肌を思わせる凹凸や塗装表現による変化のある表情が、現代的な住宅にマッチ。

キューブシュクレ15

MWサトルクールグレーB

EW3942FK
MWサトルベージュ

EW3945FK
MWハイドブラウンB

EW3944FK
MWサトルホワイトB

EW3941FK

ひより15

MWミルキーホワイトC

EW3215FK
MWベビーアイボリー

EW3212FK
MWアッシュベージュD

EW3216FK

シンプルで温かみのある表情が魅力。張り分けにおすすめです。

MWシルクホワイトＤ

EW4261FK
MWアッシュベージュＤ

EW4262FK
MWベビーアイボリー

EW4263FK
MWチャコールブラウンＦ

EW4264FK

ランブル15

質感豊かな大理石の割肌をシンプルに表現した意匠は、ベース柄にもアクセント使いにもぴったり。

現物の商品サンプルなどでお確かめください。印刷物と実物では色柄が異なります。 2017.08

ピスティ

MWミルキーホワイトC MWマットベージュ MWサテンベージュ
EW4661K EW4662K EW4663K

MWスティルベージュE
EW4664K

MWモイスチャーブラウンライトD
EW4665K

MWタウンブラウン
EW4666K

まるで刺繍で描いたような繊細で美しい柄。土のカラーが心地よいやすらぎを醸し出します。



15mm厚 エクセレージ・親水 15

MWバッケングレー

EW4231K

MWサトルブラック

EW4236K

MWパインイエロー

EW4232K
MWカバードグリーン

EW4233K
MWテンダーブラウン

EW4234K

クレールウッド 和ボーダー15

MWソルホワイト

EW3671K
MWソルカフェB

EW3673K
MWハイドグレーB

EW3677K

MWサトルベージュ

EW3678K

MWハイドブラックB

EW3679K

MWソルダークブラウン
EW3675K

MWカバードホワイト

EW3701K  EW3701K  

シルバスタイル15

MWフィットイエロー

EW3707K
MWフィットピンク

EW3708K
MWフィットグレー

EW3709K

ファインクレスタ15

MWバッケンホワイトＢ

EW4321H
MWバッケンピンク

EW4322H
MWバッケンイエロー

EW4323H
MWバッケンレッドブラウン

EW4324H

ヴィンテージブリックⅡ

スクラッチクロス

整然とした目地割りと表面の繊細なスクラッチが魅力のスクラッチクロスがパワーコート新登場。

味わいのあるレンガを積み重ねたような意匠が、住まいに重厚感とノスタルジックな雰囲気を演出します。 パインの古木材をイメージした柄を基調に古色調の塗装を施して、アンティークな風合いを演出。

天然石の肌合いをイメージさせる、ナチュラルテイストの外壁材です。不規則に配置された石積みが、自然で優しい外観を表現します。

モダンなボーダーデザインが、現代和風の外観にマッチします。

MWブランブラウンB
EW4043K

MWブレンドブラックB
EW4046K

MWマーチピンク
EW4041K

MWトワイライトブルー
EW4044K

MWハイドホワイトB
EW4045K

MWファインホワイトC
EW3491K

MWフィットブラウン
EW3495K

MWレーベンベージュB
EW3494K

MWカリスブラック
EW3496K

MWアドバンスカーキ

EW4325H

ステイブルタイル

MWバッケンベージュ

EW4411K
MWカリスグレー

EW4412K
MWハニーイエローC

EW4413K
MWパインオレンジB

EW4414K

外観に上品さを演出する小割り柄。柄の中に「葉っぱ」が隠れている遊び心も魅力です。

繊細なタイルのテクスチャーに素材感のある色彩を施すことで、リアルな質感を表現しました。

現物の商品サンプルなどでお確かめください。印刷物と実物では色柄が異なります。 2017.08

MWリネガルベージュ
EW4271K

MWパレスオレンジ
EW4272K

MWパレスオーカー
EW4273K

ベイカーブリック



印刷物と実物では色柄が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

パナソニック雨とい　シビルスケアＰＣ５０

ケイミュー株式会社

■ＰＣ５０／カラーバリエーション 

MQC0130  

モダンベージュ MQCZ130T  オ

MQC5130T

スチール芯 

第二次被膜層 
（硬質塩化ビニル樹脂）

第一次被膜層 
（硬質塩化ビニル樹脂）

耐水接着剤 

化成被膜層 

亜鉛処理層 

耐候性向上特殊樹脂

亜鉛処理スチール芯 

耐候性向上特殊樹脂 

硬質塩化ビニル樹脂 

亜鉛処理スチール芯 

耐候性向上特殊樹脂 

硬質塩化ビニル樹脂 

亜鉛処理スチール芯 

耐候性向上特殊樹脂 

硬質塩化ビニル樹脂 

▲
 

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。

また、伸縮率は一般のプラスチック製の約 1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、

季節を問わず安定した形状を保ちます。

熱や荷重に強いアイアン素材に、耐候性向上特殊樹脂を

被膜した耐候性雨といです。軒とい・たてとい本体と

部材の紫外線による変色差が生じにくく、長期間美しい

色合いを保ちます。

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、

塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。

アイアン
耐候性仕様
構造図

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。

こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。

注）積雪量が多い地域は、クボタ松下電工外装㈱営業所までお問い合わせください。

KQ0241
ミルク 
ホワイト 

KQ1241
パール 
グレー 
（しろ） 

KQ5241T
しんちゃ 

KQ6241T
ブラック 

KQZ241TJ

 

オーク 
ブラウン 

KQX241TJ
モダン 
ベージュ 

耐候性向上仕様 
 

耐候性向上仕様 耐候性向上仕様 

■たてとい60／カラーバリエーション 

表面に耐候性向上特殊樹脂を被膜した耐候性向上仕様です。
紫外線による色あせや変色に強く、長時間、美しい色合いを保ちます。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様。（変色差５年保証）

※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。

表面に耐候性向上特殊樹脂を被膜した耐候性向上仕様です。
紫外線による色あせや変色に強く、長時間、美しい色合いを保ちます。
※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。

表面に耐候性向上特殊樹脂を被膜した耐候性向上仕様です。
紫外線による色あせや変色に強く、長時間、美しい色合いを保ちます。
※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。

表面に耐候性向上特殊樹脂を被膜した耐候性向上仕様です。
紫外線による色あせや変色に強く、長時間、美しい色合いを保ちます。
※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。

表面に耐候性向上特殊樹脂を被膜した耐候性向上仕様です。
紫外線による色あせや変色に強く、長時間、美しい色合いを保ちます。
※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。

亜鉛処理スチール芯 

耐候性向上特殊樹脂 

硬質塩化ビニル樹脂 

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて
一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた
耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持っ
た高品質の雨とい、それがアイアンです。

芯材に

「亜鉛処理スチール芯」

だからアイアンは、強い。

芯材に

「亜鉛処理スチール芯」

だからアイアンは、強い。

 

向上

□ □

□

ミルクホワイト  MQC1130 パールグレー（しろ）

MQCX130T ークブラウン 

  しんちゃ 

MQC6130T  ブラック 

□

□ □

□ □ □

□ □ □

標準仕様書

軒とい　　シビルスケア PC50（ミルクホワイト）

たてとい　6０（ミルクホワイト）

流麗でシンプルなフォルム アイアン素材だから実現

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマクレタ（２重曲線）と呼ばれる

伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、

軒先の直線美を強調します。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 MＫＺ4171107-1 

■ カラーバリエーション 

B1 
ブラウン 

プラチナステン 

H2 

ピュアシルバー 

S1 

ホワイト 

YW 

B7 
カームブラック 

■引き違い窓 （※換気框付） 

■クレセント 

柄は手触りのよい樹脂製。 

施錠後にクレセントを固定できる 

ロック機構付で、クレセントかかり 

具合の調整も簡単です。 

■補助錠 

下框にはワンタッチ式の補助錠 

を標準装備し、防犯面に配慮 

しています。 

■自動ロック機構で安心の防犯設計 

操作レバーを横方向に伸ばすことで左右どちらの障子を開けて 

いても開錠が可能です。シャッターを下まで降ろしきると、自動的 

にロックがかかり、外部からの侵入をシャットアウト。施錠忘れの 

心配がなく安心です。 

■シャッターウインドウ （ ※換気框付） 
 

窓を閉めたまま換気ができる換気框 

※換気框 

※１階のみ 

複層ガラス仕様 

樹脂アングル枠 

室内クロスや、木額縁と直に接する 

アングル部を樹脂にすることによって、 

結露の発生を抑制します!! 

フレミングJ 複層ガラス 樹脂アングル枠 Window Glass 
窓枠 ガラス 

面格子付  腰窓タイプ 

■ダブルガラスルーバー窓 ■上げ下げ窓 ■ ＦＩＸ窓 

排水弁の採用で、 

高い水密性能W-4 

（35）を実現しました。 

■結露排水弁 

（外観） 

（内観） 

窓と一体感のあるハン 

ドル。網戸を閉めたまま 

操作可能。 

■オペレーター 

   ハンドル仕様 

※１階のみ ※１階のみ 

※ダブルガラスルーバー窓は、省エネ基準の日射遮蔽性能を満たして 

    いないので、取付場所、数量などに制限がございます。 

樹脂アングルサッシ フレミングＪ 

縦面格子 ラチス面格子 縦面格子 ラチス面格子 

株式会社 ユーザットホーム 西京区松室山添町分譲地 標準仕様 

中空層 

ガラス 

乾燥剤 

スペーサー 

２枚のガラスの間に乾燥空気を閉じ 

こめたスタンダードな複層ガラスです。 

室外側 

室内側 

59.4% 
43.2% 

日射熱取得率（%） 

100 

21% 

室内 室外 

100 

79% 

紫外線カット率（%） 

室内 室外 

･･･････････・日射熱取得率比較･････････・・・ 

断 熱 防 露 

テラスタイプ 

腰窓タイプ 

テラスタイプ 



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 MＫＺ4171107-2 

リース 
フック付 

ＨＴ 

Ａタイプ 

BE：マキアートパイン 

Ｗ０２ 

カラーバリエーション 

Ｂ７ 
カームブラック 

BE 
マキアートパイン 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＨＴ 
ローストマホガニー 

Ｚ９ 
ショコラウォールナット 

ＸＱ 
ホワイトウッド 

ＫＱ 
ミストグリーン 

ＱＤ 
ウッディグリーン 

ＪＺ 

ビターストーン 

Ｇ８ 
マットカーボン 

ＭＥ 
チェックブルー 

ＭＲ 
チェックレッド 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

Ｈ２ 
プラチナステン 

Ｂ１ 
ブラウン 

Ｗ７ 
ハニーチェリー 

Ｗ６ 
桑炭 

ＡＲ 
バニラウォールナット 

ＡＳ 
シナモンオーク 

A8 
スモークヒッコリー 

AF 
ガトーアカシア 

ＪＺ 
ビターストーン 

ＱＤ 
ウッディグリーン 

断熱玄関ドア ヴェナート 手動錠 Ｄ４仕様 片開きタイプ 株式会社 ユーザットホーム 西京区松室山添町分譲地 標準仕様 

Ｓ０１ Ｓ０２ Ｓ０４ Ｓ０６ 

HT：ローストマホガニー  YF：キャラメルチーク  YF：キャラメルチーク  

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ａタイプ 

Ｃタイプ Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ｂタイプ 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

W7：ハニーチェリー 

※Ｂタイプの場合 
 親扉の上下形材色 
 額縁色はＨ２色になります。 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色 
 額縁色はパネル色 
 と同色となります。 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色はＨ２色 
※Ｂタイプの場合 
 親扉の上下形材色、額縁色 
 はＨ２色 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色、額縁色 
 はパネル色と同色となります。 

Ｓ０９ Ｓ１０ 

G8：マットカーボン  

Ａタイプ 

Ｂタイプ Ｂタイプ 

Ａタイプ 

W6：桑炭 

※Aタイプの場合 
 親扉の戸先形材色は 
 Ｈ２色、内観額縁色は 
 パネル同色となります。 
※Ｂタイプの場合 
 親扉の戸先形材色、 
 内観額縁色はＨ２色 
 となります。 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 Ｈ２色、外観額縁色は 
 パネル同色となります。 
※Ｂタイプの場合 
 親扉の上下形材色、 
 外観額縁色は 
 Ｈ２色となります。 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 Ｈ２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 パネル色と同色と 
 なります。 

Ｓ１３ 

Ｃタイプ 

Ｓ１４ 

YF：キャラメルチーク  

Ｃタイプ 

Ａタイプ Ａタイプ Ｓ１５ Ａタイプ 

Ｃタイプ 

H2：プラチナステン  W6：桑炭  

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
  パネル色がＹＦ・ＫＸ色 
 の場合はＢ７色、 
 それ以外の場合は 
 H２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 パネル色と同色となります。 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色はパネル 
 色がＹＦ・ＫＸ色の場合 
 はＢ７色、それ以外の場合 
 はH２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 パネル色と同色となります。 

Ｓ１９ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

S1：ピュアシルバー 

※親扉の上下形材色 
 はＫ２色となります。 

Ｓ２０ 

W7：ハニーチェリー  

Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

※Ｂタイプの場合 
 親扉の上下形材色 
 は H２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色 
 はパネル色と同色 
 と なります。 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

W7：ハニーチェリー  

※親扉の上下形材色、 
 内外額縁色はＨ２色 
 となります。 

Ｓ２７ 

Ｓ３３ Ｓ３５ 

AS：シナモンオーク  G8：マットカーボン  

Ｂタイプ 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

Ｓ３４ 

XQ：ホワイトウッド  

Ａタイプ 

Ｃタイプ 

※Aタイプの場合 
 額縁の上下形材色は 
 Ｈ２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 額縁の上下形材色は 
 パネル色と同色となります。 

※Aタイプ・Bタイプの場合 
 額縁の上下形材色と 
 額縁色はＨ２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 額縁の上下形材色と額縁色 
 はパネル色と同色となります。 

Ｓ２８ 

Z9：ショコラウォールナット  

Ｂタイプ 

Ｃタイプ 

※親扉の上下形材色 
 はＫ２色、外観モール色・ 
 内観額縁色はパネル色 
 と同色となります。 

H2：プラチナステン  

Ｋ０１ 

※小窓額縁の色は 
 シルバー色となります。 

Ｃタイプ 

Ｂタイプ 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 Ｈ２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 パネル色と同色と 
 なります。 

※Aタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
  パネル色がＹＦ・ＫＸ色 
 の場合はＢ７色、 
 それ以外の場合は 
 H２色となります。 
※Ｃタイプの場合 
 親扉の上下形材色は 
 パネル色と同色となります。 

※Aタイプの場合 
 額縁の上下形材色は 
 Ｈ２色となります。 
※Bタイプの場合 
 額縁の上下形材色と 
 額縁色はＨ２色となります。 



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 MＫＺ4171107-3 

株式会社 ユーザットホーム 西京区松室山添町分譲地 標準仕様 

Ｂ７ 
カームブラック 

BE 
マキアートパイン 

ＹＦ 
キャラメルチーク 

ＫＸ 
ラスティックウッド 

ＨＴ 
ローストマホガニー 

Ｚ９ 
ショコラウォールナット 

ＸＱ 
ホワイトウッド 

ＫＱ 
ミストグリーン 

ＱＤ 
ウッディグリーン 

ＪＺ 

ビターストーン 

Ｇ８ 
マットカーボン 

ＭＥ 
チェックブルー 

ＭＲ 
チェックレッド 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

Ｈ２ 
プラチナステン 

Ｂ１ 
ブラウン 

Ｗ７ 
ハニーチェリー 

Ｗ６ 
桑炭 

ＡＲ 
バニラウォールナット 

ＡＳ 
シナモンオーク 

A8 
スモークヒッコリー 

AF 
ガトーアカシア 

ＪＺ 
ビターストーン 

ＱＤ 
ウッディグリーン 

基本機能 

フックを押し込んで固定 ボタンを押して固定解除 通風機構使用時 

快適さと安心をプラスする通風・ロック機能付ドアガード 

来訪者の確認などでドアを開けても一定幅にしか開かないようにするドアガード。 
ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態 
に固定することができます。玄関の通風・換気が可能になります。 

脱着サムターン 

サムターンをボタンひとつで取外し 
できます。外出時や就寝時に外して 
おけば、ガラスを破って手や工具を 
差し入れられても、サムターンを操 
作して開けられる心配がありません。 
（下部錠のみ） 

BE：マキアートパイン  

Ｍ０３ 
リース 
フック付 Ａタイプ Ｕ０６ 

YF：キャラメルチーク  

Ａタイプ 

リース 
フック付 

断熱玄関ドア ヴェナート 手動錠 Ｄ４仕様 片開きタイプ 

●ディンプルキー（PSシリンダー） 
優れた耐ピッキング性能を持つ構造 

●ウェーブキー（WXシリンダー） 
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式 

１本のカギで２箇所を操作する 
１キー２ロック仕様です。 

樹脂カバー付 
オーナーキー 

子鍵４本 

手動錠 ハンドルバリエーション 

● 丸型ストレート 

シルバー ゴールド ブラック 

● ﾛｰﾄｱｲｱﾝ調 

ブラック 

● クラシック 

ゴールド ブラック 

● アーバンエッジ 

シルバー 

● 角型ストレート 

シルバー ゴールド ブラック 

樹脂カバー付 
オーナーキー 

子鍵４本 

ツートーン 

個性豊かな演出を楽しめる リースフック リース 
フック付 

季節ごとに好みの飾りを吊り下げて、 
我が家だけの玄関を演出できます。 
万が一衣類などを引っ掛けたりすること 
のないようドアの上部に設けました。 
 
※リースフックは一部デザインの標準仕様です。 
※リースフックに掛けるものは500gまでにしてください。 
 風が強い日はリースが飛ぶこともありますのでご注意ください。 
※掛けるものによっては、開閉時のこすれ、ぶつかりなどに 
よりドアを傷つけるおそれがありますのでご注意ください。 

すべりにくいドア下枠 静音ラッチ 鎌錠 

ドア下枠にある沓摺部の段差を 
１８mmに設計。 
歩行時のつまずきを防ぐとともに、 
車椅子の通行もスムーズです。 
雨の日にもすべりにくいゴム素材を 
採用し、小さなお子様やお年寄りが 
転んでケガをする事故に配慮しました。 
（住宅性能表示［高齢者等への配慮］等級５） 

深夜など意外と気になる 
「カチャ」というラッチ音。 
静音ラッチの採用で、従来 
よりラッチ音が小さくなり 
ました。 

デッドボルト（かんぬき）に 
ついた鎌が錠受けにしっかり 
とかみ合さり、しっかり固定。 
バールなどを使ってドアを 
こじ開ける手口に対して強い 
抵抗力を発揮します。 
（上部錠・下部錠とも） 

ドアの閉まる速度を調整できるドアクローザ ワイドサイズ 

片開きの標準サイズでの 
有効開口は８０６mmで、 
車椅子での出入りや大きな 
荷物の出し入れも余裕を 
もって行うことができます。 
 
（住宅性能表示［高齢者 
等への配慮］等級５） 
（３尺間口を除く） 

３速ラッチングアクション付です。 
ストップ角度、閉じ速度、ラッチングの調整が行えます。 

アームを押し上げて、ツマミを回転させるだけで 
ストップ角度（ドアを開いたまま止めて置ける角度） 
が設定できます。 

カラーバリエーション 
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ＶＥＲＩＴＩＳ インテリア建材

木肌
天然木の木肌には単純な凹凸ではなく

複雑なうねりや抑揚が存在する。

より本物を感じる

「木肌感」を取り込むために

天然木の持つ凹凸のパターンを分析し

試作検証を繰り返すことで

さらに進化した木肌感にたどり着いた。

色彩
美しいと感じる天然木には、

実にたくさんの色が含まれている。

木目だけでなく、

その木のすべての色を取り込もうと、

何度も試作を繰り返した。

艶
「艶」も、空間のあり方を

左右する大切な要素のひとつ。

私たちは、削りたての天然木に

近い数値の「艶」を目指した。

照り
ムクを再現する過程でわかったのは、

「照りのない木は不自然」だということ。

パナソニックは、自然な“照り”を

表現する技術を手に入れ、

商品にいのちを吹き込んだ。

極上の木味感はそのままに。やさしい木目も揃いました。

木目

力強い木目

変化に富んだ木目が

天然木の風合いを感じさせる。

すべての木目を見直した。

本物の「木味」と出会えるまで、ムクの原木を探し歩いた。

そして、数百のなかから選び抜いた。

やさしい木目

流れるような木目が

上品な印象を醸し出す。

明度の差をコントロールした色彩設計

で、やさしい色合いを再現。

美しい木目と強い耐久性を同時に兼ね備えたインテリア建材。
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ＶＥＲＩＴＩＳ 内装ドア

木味感を生かしたデザインで上質な空間づくりを実現します。

ＬＤＫ
…

片開き：ＳＢ型 片開き：ＳＣ型

ハンドル
…

空錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表示錠 Ａ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表 側 裏 側

引手
…

空錠 Ｃ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

表示錠 Ｃ1型：

●サテンシルバー色
（塗装）

片引き：ＳＣ型

片開き：ＴＡ型

トイレ
…

洋室
…

洗面
…

片開き：ＤＣ型

片引き：ＳＢ型

片引き：ＴＡ型

片引き：ＤＣ型

片開き：ＳＡ型

片引き：ＰＡ型

片引き：ＳＡ型

片開き：ＰＡ型

片引き：ＤＢ型片開き：ＤＢ型

採光部
…

半透明アクリル板

ＳＡ型・ＳＢ型・ＳＣ型
ＤＢ型・ＤＣ型

カラーバリエーション

ﾁｪﾘｰ柄 ｵｰｸ柄 ﾒｰﾌﾟﾙ柄 ﾎﾜｲﾄ
ｵｰｸ柄

しっくい
ﾎﾜｲﾄ柄

ﾎﾜｲﾄ
ｱｯｼｭ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ柄

ｿﾌﾄ
ﾁｪﾘｰ柄

ｿﾌﾄ
ｵｰｸ柄

ｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ柄

引戸の特長

開く時も閉まる時も直前にブレーキが
かかってから静かに引き込みます。

両側ソフトクローズ機構 Y戸車引戸（敷居）

戻り防止機能付の
Y戸車が自然に開く
現象を抑えます。

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯を
カバーで覆った、段差のないシンプルな
形状です。

カバー蝶番

開き戸の特長

消音ラッチ・戸当たりクッション

ラッチ部には消音に配慮した加工を施し、
ハンドル側の戸当たりには、クッション材
を設けています。

消音ラッチ

戸当たり
クッション
（ﾊﾝﾄﾞﾙ側縦枠）

※イメージです。
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VERITIS インテリア建材

収納用建具 開き扉

トイレ （壁収納）

階段 （階段下収納） 3方枠

下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れが
しやすくなります。

※すべてイメージです。

取っ手
…

●ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

T2型：丸型

デザイン
…

PA型：フラット

収納用建具 折れ戸

※イメージです。

デザイン
…

PA型：フラット

取っ手
…

T2型：丸型

●ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

カラーバリエーション

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 しっくいﾎﾜｲﾄ柄ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ｿﾌﾄｵｰｸ柄

カラーバリエーション

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 しっくいﾎﾜｲﾄ柄ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ｿﾌﾄｵｰｸ柄

カラーバリエーション

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 しっくいﾎﾜｲﾄ柄ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ｿﾌﾄｵｰｸ柄

ノン下レール3方枠

下レールがないので、物の出し入れもスムーズで、
お掃除もラクにできます。

ピ
ボ
ッ
ト
の
み
対
応

金具は縦枠に固定なので、床から浮かせた設置も可能です。

ノン下レール3方枠は、
下にレールがないので
ホ コ リ も た ま り に く く 、
お掃除もラクにできます。

フロートタイプ コの字プラン 幅1200mm

ミラー扉

扉全面を姿見として使える
ミラー扉もご用意。身支度
の際などに便利です。

玄関用収納 コンポリア

耐震ロック

振動時：地震で揺れると、フックが作動し、開こうとする扉をロックします。
（扉を押すとロックが解除されます。）

通常時：ロック機構は作動しませんので開閉は自由にできます。

振動時 通常時

扉デザイン
…

フラット

取っ手がつくシンプルな
フラットデザイン。

取っ手
…

●ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色（塗装）

T2型

合成画像 ※イメージです。

より豊かに、VERITISは進化する
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ＶＥＲＩＴＩＳ インテリア建材

より豊かに、VERITISは進化する

システム手すり 〈連続手すり〉

※イメージです。

ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
手に馴染みやすく温かみを感じる木製の手すりを採用しました。

連続手すり 900mmピッチタイプ

ムクの味わいのある木製手すり。

システム階段 〈スタンダードタイプ〉

※イメージです。

木目の美しさを再現した防滑シートの階段です。

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。
独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。

すべり止めU溝（2本）
〈従来品シート表面〉 〈防滑シート表面〉

表面の角エンボス加工により、
従来よりすべり抵抗を向上させました。

丸エンボス
微粒フィラー

表面コート

微粒フィラー

表面コート

角エンボス

カラーバリエーション

スモークオーク柄 ウォールナット柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄チェリー柄

側 板
蹴込み板

幅 木

踏み板

ｽﾓｰｸ
ｵｰｸ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ柄

ｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ柄

チェリー柄 ｿﾌﾄ
ﾁｪﾘｰ柄

オーク柄 ｿﾌﾄ
ｵｰｸ柄

メープル柄 ﾎﾜｲﾄ
ｵｰｸ柄

ﾎﾜｲﾄ
ｱｯｼｭ柄

しっくい
ﾎﾜｲﾄ柄

カラーバリエーション 〈塗装〉

ｽﾓｰｸ
ｵｰｸ色

ｿﾌﾄｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ色

ｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ色

ﾁｪﾘｰ色 ｿﾌﾄ
ﾁｪﾘｰ色

ｵｰｸ色 ｿﾌﾄ
ｵｰｸ色

ﾒｰﾌﾟﾙ色 ﾎﾜｲﾄ
ｵｰｸ色

ﾎﾜｲﾄ
ｱｯｼｭ色
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VERITIS インテリア建材

より豊かに、VERITISは進化する

インテリアカウンター 耐水集成タイプ／カラーバリエーション

アカシア集成材 ゴム集成材

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ色 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ色 ﾁｪﾘｰ色 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ色 ｵｰｸ色

ゴム集成材

ｿﾌﾄｵｰｸ色 ﾒｰﾌﾟﾙ色 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ色 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ色 しっくいﾎﾜｲﾄ色

白単色塗装仕上

●階段笠木

造作部材

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

※イメージです。窓枠は当社製ではありません。

●幅木 ●窓枠

インテリアカウンター 耐水集成タイプ

水ぬれ、日焼けに強く、自由度が高い耐水集成タイプのカウンター。

※イメージです。

●お好みの形状、サイズに加工が可能。
用途や設計プランにあわせたカウンターが作れます。

天然木の照りや艶を美しく表現した

アカシア集成材

ナチュラルで明るい表情を持つ

ゴム集成材

●水まわりからリビング、寝室まで
住まいのあらゆる場所で幅広く使えます。

耐水･耐候性能を備えた耐水集成タイプのインテリアカウンター

出窓などの窓台に

洗面・トイレカウンターにﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：耐水・耐候ｳﾚﾀﾝ塗装

上塗り：着色

中塗り：ｳﾚﾀﾝ塗装

下塗り：下地着色

ｱｶｼｱ・ｺﾞﾑ集成材

※しっくいホワイト色は
耐水・耐候ｴﾅﾒﾙ塗装仕上げ

造作部材：階段笠木／カラーバリエーション

しっくいﾎﾜｲﾄ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 チェリー柄 オーク柄

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ｿﾌﾄｵｰｸ柄 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄メープル柄

造作部材：幅木・窓枠／カラーバリエーション

しっくいﾎﾜｲﾄ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 チェリー柄 オーク柄

ﾎﾜｲﾄｵｰｸ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ｿﾌﾄｵｰｸ柄 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄メープル柄
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床材 フィットフロアー 〈２本溝（突き板） 〉

お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。

※イメージです。

※1 ※2

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。
へこみや傷が発生する場合があります。

※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

高い施工性と、仕上がりの美しさを実現したフィットフロアーシリーズ。

「フィットボード」は基材の木質部分に建築廃材などをリサイクルした木質材料を100%（接着剤は除く）
使用、地球環境に配慮した新素材です。

当社独自の新素材「フィットボード」を採用

従 来 の 「 硬質 チ ップ
ボード」に比べ約5％
の軽量化を実現。

軽量化
材料特性を活かし、
施 工 性 も 配 慮 し た
新「さね」形状。

新さね
形 状

防湿バリア層で下地
からの水分を抑え、寸
法・形状変化しにくい
構造。

寸 法
安 定

※フィットボードは材料の特性上、一般のチップボードと同様に木質材料以外の材料が微量ではありますが混入する可能性があります。

フィットボードは
ヒラタキクイムシの害を
受けにくい基材です。

基材の原料は針葉樹が主体
であり、また一部混入する広
葉樹も古材のため、虫（ヒラ
タキクイムシ）の養分となる
デンプン質が少なく、虫害を
受けにくい床材です。

ヒラタキクイムシ

「さね」を新形状に変更

目地と同じ色で着色

「さね」部分を浅く設計

新 さ ね
形 状

表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつき
にくくなっています。
※スリッパ裏面は月に1～2回洗浄してください。

※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。
また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。

お手入れはから拭きだけ。

ワックスなしで
美しさが長持ち。

基材の「フィットボード」は高密度にして
あるため、へこみにくく、溝も滑らかな
仕上がりです。

へこみに強い基材を使っているから、

キャスターの
へこみ傷がつきにくい。

緻密で、平滑な塗膜をもつ塗装仕上げは、
すり傷がつきにくく、光沢感が長持ちします。
※一般床材よりもすり傷に強い性能を持っていますが、椅子の形状や使用

条件によっては、床表面に傷がつくことがあります。

椅子の引きずりや掃除機などによる、

傷がつきにくい。
カラーバリエーション

スモークオーク色

オーク色

ウォールナット色

メープル色

チェリー色

ホワイトオーク色
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床材 アーキスペックフロアーＡ サニタリー用

０.５坪のトイレにぴったりのサイズ。水まわりにおすすめの床材です。

※1 球状及び金属製ｷｬｽﾀｰや、小径のｷｬｽﾀｰ付き家具は
ご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があ
ります。

※2 表面保護のためﾜｯｸｽもかけられますが、床材表面の
塗膜性能は発揮できなくなります。

※3 ﾍﾟｯﾄ対応時や、洗面所・ﾄｲﾚなどへの施工時には、さねの
接合部にｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ・さね部専用ﾎﾞﾝﾄﾞを施してください。※2 ※3※1 ※3

芦野石柄ﾎﾜｲ ﾄ ローザ柄※すべてイメージです。

アレル物質を抑制するメカニズムイメージ。
空中を浮遊しているアレル物質が床面に下りてきて、アレル
バスター※1配合塗装仕上げの床に一定時間触れると、抑制
されます。
（アレル物質が消えてなくなるわけではありません。）

アレルバスター ※1を配合した塗装仕上げ。
ダニの死がいや花粉などのアレル物質を抑制する※2、アレ
ルバスターを配合した塗装で仕上げています。
（ワックスがけをするとアレル物質が塗装面に直接触れなく
なるため、効果は発揮できなくなります。）

※1 アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。
※2 床面（塗装面）に接したアレル物質のみ抑制効果を発揮します。（床用ワックスを使用すると抑制効果は発揮できなくなります。）
※3 当社基準での試験結果であり保証値ではありません。

日本アトピー協会推薦品
承認番号 T 9094P00 A

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と同疾患へ
の正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

アレルバスター
配合塗装

※図はアレル物質の
イメージです。

※アレルギー症状を緩和したり、治療するものではありません。

時間とともに抑制。
6時間以上経過すると
90％程度※3抑制。

アレルバスター※1配合
高結合ハード塗装

エコ配慮複合合板

シリコンシーリング不要で
トイレ・洗面・脱衣所におすすめです。

水に強いWPB※4により、水分などの浸入
による汚染を防ぎます。※5

※4 WPB（ウッドプラスチックボード）とは、リサイクル
された樹脂と木紛を原材料として、薄いシート状
に加工した木質系プラスチックボードのこと。
水分を吸収しにくく、膨れや水の浸入による汚染
を防ぎます。

※5 洗面・トイレなどへの施工時には、さねの接合部に
さね部専用ボンドを施してください。

WPB

アンモニアに強く、傷・汚れがつきにくい
機能に加え、アレル物質を抑制するアレ
ルバスター配合塗装仕上げの床材です。
※ペットのすべりに対しての配慮ではありません。

お手入れしやすいから、

ペットと
快適に暮らせる。

樹脂化粧シートとWPBの採用により、水
などの浸入による表面の変色がほとんど
生じずキレイが長続きします。

アンモニア汚れに強いから、

水まわりに使える。
カラーバリエーション

空間に動きを与える寄木調のデザイン
寄木調の華やかなデザインが上質な空間を
演出。ナチュラルな色のバラツキが心地よい
リズムをもたらします。

原石のもつ多彩な表情を再現した
石目柄
高級感のあるモダン空間にも、しっとりした
和空間にも調和する4柄をラインアップしてい
ます。

ホワイトオニックス柄 ホワイトローザ柄

珊瑚石柄 芦野石柄

ホワイトオニックス柄 ホワイトローザ柄

珊瑚石柄 芦野石柄



株式会社ユーザットホーム様

Original Plan



株式会社ユーザットホーム様
システムキッチン　　Original Kitchen Plan

セットイメージ

EW-４５R２S
間口45cmﾀｲﾌﾟ

EW-45R2S

約22.4
円

約55.6円

間口 １６５ｃｍ　高さ ７０ｃｍ　:　手掛かり仕様

シンク横N

無水両面焼グリル



扉カラー

●木目

●木目

MOP1205MMOP1204MMOP1201M MOP1203M

　メラミン化粧板

　オレフィンシート

　ＤＡＰコート

●単色

●単色／抽象柄

Ｓｙｓｔｅｍ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｃｏｌｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔ

引　手

　人造大理石（Ｉ型）

ワークトップ

シャイングレー シャインホワイトシャインベージュ ナチュラルホワイト

ホーローキッチンパネル

　Ｈタイプ

　ハイパーガラスコート・トッププレート

ガス加熱機器

ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄｸﾘｱﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾘｱﾊﾟｰﾙﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ

ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ

KU-6522CMKU-6000CM QTU7830CMKU-6614CM QNU 6000CM

●木目（マット）

TYU 2252C TYU 2261C TJK 2680C

TJK 2255C

TYU 469C

TYU 2603C

TYU 2250C

TYU 10003CTJK 2254C TYU 2686C

TJK 10006C

ANU 2767CM NYU 1932CM

ANU 10001CM ANU 2597CM

ANU 2680CM

ANU 2596CM ANU 274CM ANU 2665CM

NYU 2682CM NYU 2679CMAYU 2666CM

LNU 2664CMANU 2580CM

AU-2598CM

●木目（鏡面）

TS-308E TS-304E TS-3091E TS-3094E

ホワイト イエロー オレンジブルー ピンク ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ プラム

　レールタイプ

シルバー 専用タオルハンガー

台輪のｶﾗｰがお選び頂けます｡



株式会社ユーザットホーム様
システムバス　　Original System Bath Plan

浴槽形状

ラウンド浴槽（ベンチ付）

マルチステップを多彩に使って、

様々な入浴スタイルを楽しめます。

※0.75坪サイズ（1216）には

   対応しません。

スクエア浴槽

広々とした浴槽に肩までつかって

ゆっくりリラックス。

※0.75坪サイズ（1216）には

   対応しません。

ラウンド浴槽

ゆるやかなカーブが体にフィット。

見た目にも優しい印象の

浴槽です。

セットイメージ
ハンドバーはオプション

LED(6.9W)

20サイズ

セットイメージ
ハンドバーはオプション



Ｓｙｓｔｅｍ　Ｂａｔｈ　Ｃｏｌｏｒ　Ｓｅｌｅｃｔ

Ｗ ： ホワイト
ＤＲ ：
ロッシュベージュ

ＰＲ ：
ロッシュピンク

ＨＲ ：
ロッシュグリーン

ＤＢ ：
ダークブラウン

YB：ウッドブラウン ＹＷ ： ウッドホワイトＹＤ ： ウッドベージュ

ＹＫ ： ウォルナットブラック ＹＭ ： ウォルナットミディアム ＹＧ ： ウォルナットグレージュ

ＣＩ ： ブリックグレー

ＨＩ ： ブリックベージュＢＩ ： ブリックダークＤＷ ： マーブルホワイトＹＳ ： ウォルナットホワイト ＹＵ ： ベージュウェーブ

ＶＢ ： パールブラウン ＶＤ ： パールベージュ ＶＷ ： パールホワイトＶＫ ： パールブラック

１ 面 １ 面 １ 面 １ 面

１ 面 １ 面 １ 面

１ 面

１ 面

１ 面 １ 面 １ 面

１ 面 １ 面 １ 面 １ 面

浴槽形状

ラウンド浴槽（ベンチ付）
マルチステップを多彩に使って、
様々な入浴スタイルを楽しめます。

※0.75坪サイズ（1216）には
   対応しません。

スクエア浴槽
広々とした浴槽に肩までつかって
ゆっくりリラックス。

※0.75坪サイズ（1216）には
   対応しません。

ラウンド浴槽
ゆるやかなカーブが体にフィット。
見た目にも優しい印象の
浴槽です。

１ 面１ 面 １ 面 １ 面 １ 面

ＷＬ ：
プラチナリーフ

ＧＫ ：
ジオメトリ
ブラック

ＥＤ ：
石目ベージュ



株式会社ユーザットホーム様
洗面化粧台　　Original Lavatory Plan

●木目

●木目

MOP1205MMOP1204MMOP1201M MOP1203M

　メラミン化粧板

　オレフィンシート

　ＤＡＰコート

●単色

●単色／抽象柄

KU-6522CMKU-6000CM QTU7830CMKU-6614CM QNU 6000CM

●木目（マット）

TYU 2252C TYU 2261C TJK 2680C

TJK 2255C

TYU 469C

TYU 2603C

TYU 2250C

TYU 10003CTJK 2254C TYU 2686C

TJK 10006C

ANU 2767CM NYU 1932CM

ANU 10001CM ANU 2597CM

ANU 2680CM

ANU 2596CM ANU 274CM ANU 2665CM

NYU 2682CM NYU 2679CMAYU 2666CM

LNU 2664CMANU 2580CM

AU-2598CM

●木目（鏡面）

TS-308E TS-304E TS-3091E TS-3094E

ホワイト イエロー オレンジブルー ピンク ｵﾘｰﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ プラム

台輪のｶﾗｰがお選び頂けます｡

引　手

　レールタイプ

シルバー

専用タオルハンガー

カウンター高さ80cm



機能一覧

カラーバリエーション

ベーシア ピタ（フチレス） 収 納 た っ ぷ り で ス ッ キ リ &

お 掃 除 も ラ ク ラ ク な キ ャ ビ ネ ッ ト 付 ト イ レ 。

キャビネットカラー便器・手洗器・便座カラー

便器:BW1
便座･手洗器:W

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

便器:BN8
便座･手洗器:N

ｵﾌﾎﾜｲﾄ

■■■ キレイ機能 ■■■

パワーストリーム洗浄

本体スライド着脱

女性専用レディスノズル

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

ノズルオートクリーニング

ノズル先端着脱

キレイ便座

便フタワンタッチ着脱

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ エコ機能 ■■■

超節水ECO5（大5L、小3.8L）

スーパー節電

ワンタッチ節電(8h)

電源スイッチ

■■■ 洗浄機能 ■■■

おしり洗浄（泡ジェット洗浄）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

スーパーワイドビデ洗浄

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■ 快適機能 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

リモコン便器洗浄

Wパワー脱臭

ターボ脱臭

暖房便座

スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF

着座センサー

リモコン

点字対応

WA
ﾎﾜｲﾄ

LP
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM
ｸﾘｴﾓｶ

LD
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

LL（注1週）
ｸﾘｴﾗｽｸ

壁リモコン

リモコンデザイン

CF-AA22H/BW1 KF-91

写真はカタログによるイメージです。見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

PTDB0112928-01











センサー付ワイヤレスカメラセンサー付ワイヤレスカメラセンサー付ワイヤレスカメラセンサー付ワイヤレスカメラが接続出来るが接続出来るが接続出来るが接続出来る どこでもドアホンどこでもドアホンどこでもドアホンどこでもドアホン302シリーズシリーズシリーズシリーズ新製品新製品新製品新製品

かんたん設置のかんたん設置のかんたん設置のかんたん設置の
コンパクトモデルコンパクトモデルコンパクトモデルコンパクトモデル

夜でも安心の夜でも安心の夜でも安心の夜でも安心の
センサーライト付モデルセンサーライト付モデルセンサーライト付モデルセンサーライト付モデル

VL-WD712X

（電源直結式）（電源直結式）（電源直結式）（電源直結式）

VL-WD712K

（電源コード式）（電源コード式）（電源コード式）（電源コード式）

VL-WD812K

（電源コード式）（電源コード式）（電源コード式）（電源コード式）

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ

VL-SWD302KL（電源コード式）
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレス子機各１台セット

配線いらずで接続可能（最大４台接続可能）配線いらずで接続可能（最大４台接続可能）配線いらずで接続可能（最大４台接続可能）配線いらずで接続可能（最大４台接続可能）

約約約約3.53.53.53.5型型型型
液晶液晶液晶液晶

約約約約2.22.22.22.2型型型型
液晶液晶液晶液晶

センサー付ワイヤレスカメラ接続で防犯力ＵＰ！センサー付ワイヤレスカメラ接続で防犯力ＵＰ！センサー付ワイヤレスカメラ接続で防犯力ＵＰ！センサー付ワイヤレスカメラ接続で防犯力ＵＰ！

※※※※電源ＡＣ１００Ｖが必要です電源ＡＣ１００Ｖが必要です電源ＡＣ１００Ｖが必要です電源ＡＣ１００Ｖが必要です

留守中も来訪者をＳＤカード（別売）に録画するので安心！留守中も来訪者をＳＤカード（別売）に録画するので安心！留守中も来訪者をＳＤカード（別売）に録画するので安心！留守中も来訪者をＳＤカード（別売）に録画するので安心！

モニター親機は来訪者をＳＤカードに録画することができます。モニター親機は来訪者をＳＤカードに録画することができます。モニター親機は来訪者をＳＤカードに録画することができます。モニター親機は来訪者をＳＤカードに録画することができます。

ドアホンドアホンドアホンドアホン

1111件約件約件約件約30秒の秒の秒の秒の
動画動画動画動画

1111件約件約件約件約30秒の秒の秒の秒の
連続画像連続画像連続画像連続画像(1(1(1(1秒毎秒毎秒毎秒毎))))

LEDLEDLEDLEDライト付ライト付ライト付ライト付赤外線赤外線赤外線赤外線LEDLEDLEDLED付付付付

ワイヤレスカメラワイヤレスカメラワイヤレスカメラワイヤレスカメラ

ＳＤカードのＳＤカードのＳＤカードのＳＤカードの
録画件数録画件数録画件数録画件数
単位：件単位：件単位：件単位：件

電気錠連携電気錠連携電気錠連携電気錠連携

・ＪＥＭ・ＪＥＭ・ＪＥＭ・ＪＥＭ----Ａ接続Ａ接続Ａ接続Ａ接続※※※※JEMJEMJEMJEM----AAAAアダプター：アダプター：アダプター：アダプター：CZCZCZCZ----TA2TA2TA2TA2が必要が必要が必要が必要

・・・・無電圧無電圧無電圧無電圧aaaa接点出力接続接点出力接続接点出力接続接点出力接続※※※※解錠のみ解錠のみ解錠のみ解錠のみ

窓センサー・ドアセンサー接続窓センサー・ドアセンサー接続窓センサー・ドアセンサー接続窓センサー・ドアセンサー接続 最大２０台接続可能最大２０台接続可能最大２０台接続可能最大２０台接続可能

住宅用火災警報器連動住宅用火災警報器連動住宅用火災警報器連動住宅用火災警報器連動

ワイヤレスアダプター機能ワイヤレスアダプター機能ワイヤレスアダプター機能ワイヤレスアダプター機能 電話／ファクス連動電話／ファクス連動電話／ファクス連動電話／ファクス連動※※※※

※※※※ＳＤカードがない場合、本体に８枚５０件の録画が可能です。ワイヤレスカメラの録画にはＳＤカードが必要です。ＳＤカードがない場合、本体に８枚５０件の録画が可能です。ワイヤレスカメラの録画にはＳＤカードが必要です。ＳＤカードがない場合、本体に８枚５０件の録画が可能です。ワイヤレスカメラの録画にはＳＤカードが必要です。ＳＤカードがない場合、本体に８枚５０件の録画が可能です。ワイヤレスカメラの録画にはＳＤカードが必要です。

VLVLVLVL----WD712X(K)WD712X(K)WD712X(K)WD712X(K)とのセットでとのセットでとのセットでとのセットでおおおお手軽手軽手軽手軽センサーカメラシステムをごセンサーカメラシステムをごセンサーカメラシステムをごセンサーカメラシステムをご提案提案提案提案！！！！

・駐車場周辺・駐車場周辺・駐車場周辺・駐車場周辺
・庭・庭・庭・庭
・玄関・玄関・玄関・玄関
・勝手口周辺・勝手口周辺・勝手口周辺・勝手口周辺

１台接続可能１台接続可能１台接続可能１台接続可能

モニター親機、ワイヤレス子機で施錠・解錠が可能モニター親機、ワイヤレス子機で施錠・解錠が可能モニター親機、ワイヤレス子機で施錠・解錠が可能モニター親機、ワイヤレス子機で施錠・解錠が可能
下記いずれかの接続となります下記いずれかの接続となります下記いずれかの接続となります下記いずれかの接続となります

※※※※パナソニック製ＤＥＣＴ準拠方式の電話機、ファクスと連動可能パナソニック製ＤＥＣＴ準拠方式の電話機、ファクスと連動可能パナソニック製ＤＥＣＴ準拠方式の電話機、ファクスと連動可能パナソニック製ＤＥＣＴ準拠方式の電話機、ファクスと連動可能

等の確認等の確認等の確認等の確認

＋＋＋＋5555台台台台
接続可能接続可能接続可能接続可能



白熱灯60Ｗタイプ

白熱灯60Ｗタイプ

ポーチ① ポーチ② 内玄関・ホール・トイレ・廊下③

階段④ 小屋裏⑦ ロフト⑧

■ＬＥＤコラム■

トークス株式会社　京奈支店　ＬＥＤ基本照明リスト
作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日作成日 2016年05月25日

階段⑤ 洗面⑥

白熱灯60Ｗタイプ 白熱灯60Ｗタイプ

白熱灯60Ｗタイプ 白熱灯60Ｗタイプ 白熱灯60Ｗタイプ白熱灯60Wタイプ



A.工事概要 C.特記事項

･仕様は予告なく変更される場合があります。

株式会社　ﾕｰｻﾞｯﾄﾎｰﾑ ･確認申請がおりていない場合は確認申請書受領後、仕様変更による追加が発生する場合があります。

西京区松室山添町  標準仕様書 ･仕様(品番・色)が未決定の場合は決定後に差額を調整させて頂きます(ｶﾀﾛｸﾞ単価等の定価金額が下まわった場合の請負金額の減額は致しません)。

京都市西京区松室 ･仕様決定（色決定）が遅れる場合は工期延長になります。

法２２条地域法２２条地域法２２条地域法２２条地域

未確認

※設計GLを基準ﾚﾍﾞﾙとする(設計GL上の残土は別途工事とする) 、当社標準配筋図による。※設計GLを基準ﾚﾍﾞﾙとする(設計GL上の残土は別途工事とする) 、当社標準配筋図による。※設計GLを基準ﾚﾍﾞﾙとする(設計GL上の残土は別途工事とする) 、当社標準配筋図による。※設計GLを基準ﾚﾍﾞﾙとする(設計GL上の残土は別途工事とする) 、当社標準配筋図による。 D.構造仕様

その他の仕様

1.給排水本管新設引込み工事 ・各階床はﾈﾀﾞﾚｽ工法とする。

2.給排水本管増径に伴う工事 ・樹種・断面寸法によっては、変更することがあります。

3.ﾒｰﾀｰ装置廻り(諸費用含む)に伴う工事(市納金･分担金) ・基本天井高さは、H=2400 とする。但し構造によってとれない場合があります。

4.ｶﾞｽ本管新設引込み工事･開発道路部分引込み工事 ・構造金物は、Zマーク表示同等品とする。

5.空調工事･TVｱﾝﾃﾅ工事(ﾌﾞｰｽﾀｰ含)･共用部以外の照明工事 ・壁下地補強は、ｴｱｺﾝ用（居室2ヶ所）・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ用（窓上）・階段手摺用・棚設置位置とする。

6.ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ工事･ｶｰﾃﾝ工事 ・防蟻工事は、設計GLよりH=1000までとし、施工日より5年間とする。

7.深基礎･高基礎工事･撤去工事･地盤改良工事

8.特殊な敷地による小運搬工事 赤松 KD 35×35

9.外構工事･造園工事 赤松 １等 16×40

10.設計GLより上の残土処分費 杉 1等 15×90

11.隣地より民法上の件から設計変更が生じた場合の工事 杉 1等 24×150～

12.防火地域･準防火地域に伴う仕様の工事 ﾗﾜﾝ T2 3×6 F4☆ 2.5㎜～

13.地中障害による撤去工事 耐火石膏 3×6～ 12.5㎜～

14.電波障害が生じた場合の工事 耐火石膏 3×６～ 9.5㎜～

15.その他図面に記載無き工事

B.内部仕上表

ｶﾞｽ

給湯器用

ｶﾞｽｺﾝﾛ用

壁ﾎﾞｯｸｽ2ヶ所

床暖房（ガス仕様・大阪ｶﾞｽ：ﾇｯｸ）

中段・枕棚（天袋なし）

木製廻縁

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

分電盤18回路（標準）・床下収納庫

枕棚･ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ(1ｾｯﾄ)

付属換気扇・床下収納庫

浴室暖房乾燥機（大阪ｶﾞｽ：ﾐｽﾄｶﾜｯｸ）・付属換気扇

既製手摺・階段下収納

換気ﾌｧﾝ

既製巾木

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

大壁

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

既製巾木

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

畳寄

既製階段

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

既製巾木

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ既製巾木

既製巾木

既製巾木

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

ｱｰｷｽﾍﾟｯｸﾌﾛｱｰA

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ｱｰｷｽﾍﾟｯｸﾌﾛｱｰA

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

既製巾木

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

小屋裏収納 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

階段

ﾎｰﾙ

廊下

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 既製巾木物入・食品庫

和室押入

洋室・納戸

洋室・納戸/CL・物入

LD

ﾄｲﾚ

和室

ｷｯﾁﾝ

洗面所

玄関

基礎仕様

ﾎﾟｰﾁ

西京区松室山添町  標準仕様書

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾍﾞﾀ基礎 基礎ﾊﾟｯｷﾝ工法

木造軸組工法

事業主

内容

工事名称

ﾀｲﾙ張り

建築地

防火地域

地質調査

住宅金融支援機構

1FRC･2.3F木造

別途工事

検査内容 (財)住宅保証機構

構造仕様

窓台・まぐさ

筋違・間柱

土台･大引

通し柱・管柱

桁･梁

日本住宅保証検査機構(JIO)

母屋･棟木

床 巾木

ﾀｲﾙ張り 外壁に準ずる

一般ｺﾝｾﾝﾄｽｲｯﾁ（ｺｽﾓｽｲｯﾁ標準）壁 天井 廻縁 備考 TV/TEL照明器具 水栓電灯配線 専用E付ｺﾝｾﾝﾄ

破風下地

天井下地

通気胴縁

壁下地

下地合板

外部用

･照明器具内容はﾄｰｸｽ標準仕様とする(ｺｲｽﾞﾐ製同等品)※ご指定のある場合は別途差額を調整させて頂きます又現場納まりによって器具を変更する場合があります。

天井下地

･強化は別途

給湯

散水栓

1

1

1

1

2

1乾燥機用

1

シーリングライト 　　　　LD×１

便座用

洗濯機用

1

1

11

洗面台

1

1+換気用

1

各階3路

ｹｲｶﾙ板に塗装 ﾀｲﾙ300角※当社プレゼンボードより選択 門灯用+11+門灯用

玄関収納

雲筋違

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

既製巾木

ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

普通畳

既製巾木

既製巾木

雑巾摺ﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾀｲﾙ張り

ﾀｲﾙ張り

浴室 1

1

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

1

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

1+流し元

1

1

エアコン用3

1 21

1

平成29年11月1日

蛍光灯

2

エアコン用 引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ止

エアコン用21 引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ止

1

ﾚﾝｼﾞ・冷蔵用1

1

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ止

1

1

1

ダウンライト

各階3路 ブラケット/ダウンライト

1

ブラケット/ダウンライト

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ止

平成２７年３月１９日改訂 ﾄｰｸｽ株式会社 （京奈支店標準仕様木造）

別紙参照

TV　各洋室×１

ダウンライト

ダウンライト

ﾄｰｸｽ株式会社 京奈支店

TEL　LD×１

　　　　主寝室×１

※２．コンピューターやインターネット機器及びAV機器に関する特別な電気工事は、別途工事となります。

※３．TVアンテナ本体、ブースター工事、BS・CS等衛星放送工事は、別途工事となります。

※１．ポール引き込み、居室照明器具は、別途工事となります。



E.外部仕上･仕様 G.設備機器仕様

ﾒｰｶｰ名 ｶﾗｰ ﾒｰｶｰ名 ｶﾗｰ

基礎 ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｵﾌｪﾘｱ又は同等品 ﾄｰｸｽ標準仕様　ｵﾌｪﾘｱ

床下換気 joto ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｵﾌｪﾘｱ I型 引手　ﾚｰﾙ引手（ｱﾙﾐ）/GSｼﾘｰｽﾞ引手（ｼﾙﾊﾞｰ）

ｻｯｼ同系色 ※ﾚｰﾙ引手（ｱﾙﾐ）選択時はﾀｵﾙﾘﾝｸﾞKIC付属。

ｻｯｼ同系色

４面

KMEW 　 ｽﾃﾝﾚｽZｼﾝｸ（小物置き付）　　

ｷｯﾁﾝﾎﾞｰﾄﾞ ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾘﾗｸｼｱ又は同等品

破風・鼻隠 神島化学 ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾘﾗｸｼｱ 1616ｻｲｽﾞ 1面/ｱｸｾﾝﾄ

軒裏 神島化学 基本、白

竪樋 ﾎﾜｲﾄ

軒樋

ｼﾘﾝﾀﾞｰ ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｴﾘｼｵ又は同等品

ハンドル ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｴﾘｼｵ W900

ガラス

網戸

面格子

雨戸

手摺 ｻｯｼ同系色 大阪ｶﾞｽ 壁掛型 追炊式

防水

物干し ｻｯｼ同系色 ｲﾝﾀｰﾎﾝ Panasonic

F.内部仕上･仕様 ※手洗ﾀﾝｸ付

ﾒｰｶｰ名 ｶﾗｰ

Panasonic VERITIS ﾍﾞﾘﾃｨｽ （※又は、永大産業 ｱｰﾊﾞﾝﾓｰﾄﾞα）

H.ｵﾌﾟｼｮﾝ工事ﾘｽﾄ(今回契約に含む物)

24時間換気ｼｽﾃﾑ 第3種換気

床造作材 Panasonic 住宅火災警報器

ﾆｯﾁ工事（下端のみ・ﾏﾄﾞ枠にて施工）※2ヵ所まで

I.外構工事ﾘｽﾄ(今回契約に含む物)

別途工事

内装建材 Panasonic 笠木、幅木、玄関、浴室枠、窓枠

玄関収納 Panasonic

J.別途工事ﾘｽﾄ(今回契約に含まない物)

標準仕様書NO.1記載の別途工事 外構工事

畳 給排水本管引込工事

ｸﾛｽ 地盤改良工事及び柱状改良後の残土処分

CFｼｰﾄ 地盤調査費用

断熱材 住宅保証機構登録料

※既存断熱材が欠品のため同等品及び同等品以上の断熱材を使用する場合があります。※住宅公庫支援機構ﾌﾗｯﾄ35仕様は別途。

ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ：3面鏡　くもり止めﾋｰﾀｰ付き(ｾﾝﾀｰﾐﾗｰのみ)

ﾊｲﾊﾞｯｸ人造大理石ﾎﾞｳﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ（ﾎﾜｲﾄ） ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ/ﾎﾜｲﾄ

水栓ｶｳﾝﾀｰ：ｶﾗｰ

ｼｬｯﾀｰ式風呂ﾌﾀ（巻きﾌﾀ） ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ (ﾒｯｷ)ﾒﾀﾙﾍｯﾄﾞ ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ排水栓

浴槽：ｶﾗｰ
壁ﾊﾟﾈﾙ：ｶﾗｰ

ﾌﾛｱ：ｶﾗｰ
壁ﾊﾟﾈﾙ：ﾍﾞｰｽ3面

人造大理石天板：ｶﾗｰ

台輪：ｶﾗｰ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ/ﾎﾜｲﾄ

浴槽：形状
壁ﾊﾟﾈﾙ：ﾃﾞｻﾞｲﾝ

BC-10SU+DS-683ESU1

洗濯場

どこでもドアホン

※図面確認による

ﾌﾛｱｷｬﾋﾞﾈｯﾄ：扉・引出し付ﾀｲﾌﾟ

100V電気式浴室暖房乾燥機（ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ1本)

ｿｹｯﾄﾚｽ仕様ｶﾊﾞｰ水栓(KF9032Mﾒｯｷﾎｰｽ、節湯B1,B)・ﾒﾀﾙｼｬﾜｰﾎｰｽ

保温材付（浴槽、壁ﾊﾟﾈﾙ、天井）

ﾌﾛｱ-

エコジョーズ

【INAX】ﾍﾞｰｼｱPita

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式ｼｬﾜｰ水栓 　KXS370GE-TTN（ｴｺﾀｲﾌﾟ、節湯C1)

3面鏡・歯ﾌﾞﾗｼたて付

フレミングJ　　　

※ジャロジーはダブルガラス

□洗面化粧台ｾｯﾄ

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ

洗面化粧台

※当社プレゼンボードより選択

※当社プレゼンボードより選択

※防鼠材なし

アルミ製片開ドア　　　　　H=2300

標準タイプ

PSｼﾘﾝﾀﾞｰ　　ディンプルキー

バルコニー下部　　カラー鉄板

全てペアガラス　

※図面確認による

※当社プレゼンボードより選択

アルミ製サッシ　　在来型

ｔ=5

土台部　　　　　　カラー鉄板

空錠SA/SB/SC

表示錠

邸別ﾌﾟﾚｶｯﾄ

TA

ﾍﾞﾘﾃｨｽ

GL-50以上

90×150

※CL等収納内は、 量産品にて

ﾍﾞﾘﾃｨｽ

ﾌｨｯﾄﾌﾛｱｰ（2本溝）

ﾍﾞﾘﾃｨｽ

DB/DC

H2000

襖

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ

新鳥の子H2000

戸襖（洋室側プリント貼） プリント～新鳥の子

コの字型ﾐﾗｰ付

住宅用 t1.8

1000番

※ｽﾘｯﾄ開口部は、下端のみ

W1200

ﾍﾞﾘﾃｨｽ

荒間障子（普通紙）

ﾍﾞﾘﾃｨｽ

ﾍﾞﾘﾃｨｽ

表示錠 A1/C1

PA ﾌﾗｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ

下地：ケイカル板12㎜

KHE

100幅ﾀｲﾌﾟ/ｔ=12

HK-55

PA

※当社プレゼンボードより選択

H2035 固定枠

ﾍﾞﾘﾃｨｽ

塩ビ製　　　　丸型or角型 ※当社プレゼンボードより選択

※当社プレゼンボードより選択

水栓金具

洗濯機用防水ﾊﾟﾝ

品番

壁付（１セット）

FIX以外すべて

ﾄｰｸｽ株式会社 京奈支店

ﾄｰｸｽ標準仕様　ｴﾘｼｵ

台輪：ｶﾗｰ

平成29年11月1日

引手：種類

引手　ﾚｰﾙ引手（ｱﾙﾐ）/GSｼﾘｰｽﾞ引手（ｼﾙﾊﾞｰ）

本体+ﾄﾗｯﾌﾟ

浴室ﾘﾓｺﾝ

ガス給湯器

※ﾚｰﾙ引手（ｱﾙﾐ）選択時はﾀｵﾙﾘﾝｸﾞKIC付属。 ﾎﾞｳﾙ高さ 80cm

子機付VL-SWD302KL

台所ﾘﾓｺﾝ

A1/C1

※ﾄｲﾚ・洗面室のみ

KEFV

ﾄｲﾚ

直:側板 廻り:幅木収め

T2

内障子

1F床 ：ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t40/外壁：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t75/天井･屋根裏： ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t75

ｴｱﾘﾝｸﾞ襖

※ｻﾝｹﾞﾂ同等品とする

ｴﾝﾄﾞｴﾙﾎﾞ収め

※ｻﾝｹﾞﾂ同等品とする

和室建具

既製階段

普通畳 t55

Panasonic

外廻り連続手摺

室内建具

ｻﾆﾀﾘｰ用

仕様

平成２７年３月１９日改訂 ﾄｰｸｽ株式会社 （京奈支店標準仕様木造）

流し元灯 OB055125

ｿﾌﾄｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞL（ｺﾝﾛ横15cm小引出し除く）

W2550×D650

ｵｰﾙｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ（足元ｽﾗｲﾄﾞ付）

品番内容仕様

□ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｾｯﾄ

浄水器内蔵ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓 　TJS-SUI-HNE（ｴｺﾀｲﾌﾟ、節湯B,C1)

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ ﾎｰﾛｰ整流板付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ（ﾄﾘﾌﾟﾙｶﾞｰﾄﾞ）　VMA-903DT(V) ｼﾙﾊﾞｰ

食器洗い乾燥機 ｽﾘﾑﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾌﾟ EW-45R1S

扉面材（高圧ﾒﾗﾐﾝ、DAPｺｰﾄ、ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ）

ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟｶﾞｽｺﾝﾛ 片面焼きｸﾞﾘﾙ T33V-60T ｼﾙﾊﾞｰ

人造大理石天板（天板高さ85cm)

品番

木質床材

FRP防水

※当社プランボードより選択

内容仕様

手動ｼｬｯﾀｰ

平形スレート屋根材（カラーベスト）

A1/C1空錠

一般住宅用

LDKドア

上り框

クロゼット折れ戸

H2035 固定枠

洗面ドア H2035 固定枠

T2

A1/C1

洋室ドア

Panasonic

Panasonic

※引き戸の場合は、ｿﾌﾄｸﾛｰｽﾞ機構付(戸先側)。※開き戸には、ﾌﾗｯﾄﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ(手動ﾛｯｸ式)が付きます。※枠は固定・壁厚134㎜

一般住宅用

H2350 三方枠 ﾉﾝ下ﾚｰﾙ

YKK

木質床材

H2035 固定枠

ｱｰｷｽﾍﾟｯｸﾌﾛｱｰA

トイレドア

アルミ製笠木【ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ無】【ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ無】【ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ無】【ﾄｯﾌﾟﾚｰﾙ無】

１階のみ

ｼｽﾃﾑ階段

バルコニー

水切り

外壁

屋根

□ｼｽﾃﾑ建材

西京区松室山添町  標準仕様書

鋼製建具

雨樋

KMEW

ﾛﾝｸﾞ基礎パッキン

軒天ボード　※無塗装品の上、現場塗装

玄関扉

塩ビ製　　　　

YKK

Panasonic

※当社プレゼンボードより選択

ヴェナート　　D4仕様（D3断熱仕様は追加）

破風板180　鼻隠150

WXｼﾘﾝﾀﾞｰ　　　ウェーブキー

化粧破風板　※無塗装品の上、現場塗装

内容

コロニアルクワッド

　

塗装品ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ15㎜ 親水ｺｰﾄ

オーバーハング収め

　

モルタル刷毛引き仕上げ

ﾄｰｸｽ標準仕様　ﾘﾗｸｼｱ

FRPﾌﾛｱ

□ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽｾｯﾄ

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ

LIXIL

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

ﾊﾟｯｷﾝﾚｽ折戸（ﾎﾜｲﾄ） ﾌﾗｯﾄ天井･天井付ﾐﾆ照明(LED1灯）

お手入れｶﾝﾀﾝ排水口

ﾜｲﾄﾞﾐﾗｰ+収納棚ｸﾘｱB（2段）

ｶｳﾝﾀｰ　ﾜｲﾄﾞ

扉面材（高圧ﾒﾗﾐﾝ、DAPｺｰﾄ、ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ）

ｼﾋﾞﾙｽｹｱPC50

※居室は換気ブレス付

どこでもﾗｯｸ　ﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS

※当社プレゼンボードより選択

※有孔板にて換気

高品位ﾎｰﾛｰ壁ﾊﾟﾈﾙ

ﾎｰﾛｰｸﾘｰﾝｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙHﾀｲﾌﾟ(硬質ﾎｰﾛｰ)

※当社プレゼンボードより選択

FRP浴槽　ﾗｳﾝﾄﾞ/ｽｸｴｱ/ﾗｳﾝﾄﾞ（ﾍﾞﾝﾁ付）

扉：ｶﾗｰ

扉：ｶﾗｰｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ W1650,H700(耐震ﾗｯﾁ・照明ｽﾍﾟｰｽ付き)

引手：種類
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