
収縮や変形の少ない、含水
率20％以下の無垢乾燥材を
使用します。

01 無垢の構造材

基礎と土台の間に隙間を取
る全周換気によって、床下
を隅々まで換気します。腐
朽菌やシロアリが繁殖しに
くい床下環境を作ります。
10年間のシロアリ保証付。

03 基礎パッキン

ＪＩＳ認定工場出荷10年保
証、強度24N／mm2のコンク
リートを使用し、頑強な基
礎を保ちます。

04 頑強べた基礎 

土台には腐りにくく、白アリ
を寄せつけない無垢のベイヒ
バ材を使用。セルロース断熱
を充鎮し、24mmの合板下地貼
で頑強床組み構造を実現しま
す。

07 耐震剛床工法

筋交いに構造用合板を貼り合
わせて高い壁耐力を実現しま
した。

08 地震に強い壁構造

２階の床下地には遮音ボード
を敷き、生活音の防音効果を
高めます。

10 遮音ボード

壁体内には通気工法を採用し
ており、湿気による躯体の劣
化を防ぎます。

11 通気工法

クローゼットはすべて桐で
仕上げます。調湿作用と防
虫作用があり、収納がその
まま桐ダンスに。

14 桐クローゼット

全て無垢板を使った緩
やかな階段。

20 無垢の階段

専門業者による防虫防蟻処理
を行います。５年保証ととも
に、毎年無料で点検を実施し
ます。

06 防虫防蟻処理

37 バリアフリー設計 

機能も充実のシステムキッチ
ン。面材やキッチンパネル、
カウンター等、カラーバリエ
ーションも豊富で、お好みで
お選びいただけます。

22 システムキッチン

大型サイズで排水音の静かなサイフォ
ン式便座。ダブル節水機能等機能も充
実です。

26 温水洗浄便座トイレ

くるりんポイ排水口の他、き
れい床とキレイドアでお掃除
らくらく。サーモフロアで温
かです。

24 ユニットバス(1坪) 

スクエアボウルと使いやすいリフト式
シャワー水栓、収納付き化粧鏡も付い
て、明るくおしゃれになります。

25 洗面化粧台

隙間のない断熱層を作るこ
とで、断熱効果の高い素材
です。調湿や防音、防火性
能もバツグン！

02 セルロース断熱

ガラス＋空気層＋ガラスと
いう３層構造で断熱効果・
防音効果を高め、結露発生
を抑えます。

05 ペアガラスサッシ

46 換気扇

57 給排水工事

64 確認申請手続料

59 仮設工事一式

61 ＪＩＯ10年保証

66 工事保険62 地盤調査費

構造・断熱

天然素材のクロスを使
用します。通気性・調
湿性に優れ、カビやダ
ニなどの発生を抑制し
ます。

17 自然素材のエコクロス

無垢の床板を使用します。ホルムアルデ
ヒドの発生の心配はありません。

12 無垢の床板

たっぷり収納スペースを確
保しているので、玄関もす
っきり見せます。もちろん
無垢材仕様。

15 無垢玄関収納

44 火災報知機

45 給気口

63 設計費用

21 自然素材ワックス

リビングは化粧の梁を見せ
て、天井高も2.6mと広々と
した空間になります。

13 化粧梁の現し

お好みにあわせて素敵
なキッチンカウンター
をご提案します。

18 キッチンカウンター

カバ パイン

58 ベランダ物干し52 郵便ポスト

65 外部雨水排水

51 玄関ポーチ照明 

36 電話配線

68 アフターメンテ

69 定期点検

屋根形状にあわせてセルロー
ス200㎜を充鎮します。家全
体をすっぽり断熱するので、
快適な居住環境が実現できま
す。

09 屋根断熱

60 足場・建方・養生

お部屋の色にあわせて
無垢材仕様。

19 無垢室内建具

玄関などにちょ
っとした小物を
置ける、おしゃ
れな飾り棚。

31 ニッチ

蛇口の先端に浄水器を内臓し
ているので、炊事の邪魔にな
りません。

23 蛇口一体型浄水器

乾燥機付きで、洗濯物を干せます。
ハンガーパイプも付いています。

29 浴室換気乾燥暖房機

外観に合わせてお選
びいただけます。

47 玄関ドア
家の顔になる玄関
周りもおしゃれに。

53 玄関ポーチ

7.7mのバルコニーで、洗濯に
も布団干しにも便利。

50 ロングバルコニー

色だけでなく形
状や材料も変更
可能です。

54 屋根工事

パナソニック製塩ビ樋。
色も７色選べます。

55 雨どい工事

防火性能に優れた多
数のサイディングで
組み合わせも自由。

48 外壁

自動お湯はり、
追い炊き機能
つき。

27 オート給湯器
ＴＶモニター、
ハンズフリーの
インターフォン。

28 インターフォン

リビングに14畳用エアコンを設置。

30 エアコン

屋外で使える、
外部コンセント

49 防水コンセント

水圧が一定で
点検もしやす
い集中管理型
の給水配管。

41 ヘッダー配管

快適なパソコン・インタ
ーネット環境。

42 ＬＡＮ配管

ワイドパネル
で使いやすい
ユニバーサル
デザイン。

39 大型スイッチ

階段下などを活用して、
可動棚付きの食品庫を設
けます。

32 食品庫

床下をいつでも確認でき
るので、万が一のときに
も安心です。

34 点検口

お部屋にあわ
せてご提案し
ます。

40 全室照明器具

38 ダブルカーテンレール

散水栓又は外流しを、お
好みで設置します。

56 外部水道

ライフスタイルにあわせ
て配線計画からご提案。

35 電気工事
一体型プレートコンセン
トで見た目もすっきり。

43 テレビ配線

スギ

ヒノキタモ

通常別途工事になることが多い、
これら費用も標準に全て含まれます。

お客様のご要望を伺いながら、
ご提案します。

67 コーディネート

建てるまでも、建ててからも
しっかりサポートします。

巾木等の造作材も床や
建具にあわせた無垢素材。

16 無垢造作材

素材も選べる

玄関と階段
に標準装備

33 手すり

納得の
69項目
むく

全て金額に含まれます！
安心の標準仕様・設備

外装内装・設備

附帯工事

安心サービス

自然素材

20年間の無料定期点検実施


