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仕様 バルコニー笠木 物干金物 グルニエ

工
法

基礎 構造・工法 構造躯体 【ａｌｌ　105角柱仕様】 床組
断熱材

金物ピン工法

オプション

立上410㎜ 外周合板貼り 外周壁【MA10K100㎜】 薬剤塗布処理 【標準面積1.5坪】 【サッシ同等色】 【1セット】 収納梯子

アルミ笠木 伸縮タイプ物干 オプション オプション オプション W1800×D450
ロフト テラス 勝手口

150㎜布厚【注１】 在来軸組構造

詳細は別紙２階建て構造材仕様参照

3尺升組工法 最上階天井【MA10K100㎜】 G.L＋1m以内 FRP防水仕上

防腐防蟻
バルコニー 小屋裏収納

造作出窓
土間コンクリート

内断熱［充填断熱］工法

手摺バー１段付き 素地仕上

プラスターボード

［外周ハンチ付］ オプション 下地合板24㎜

幅1間以内 【2ヵ所】

ベタ基礎 （２Ｆ・３Ｆ建共通） 最下階床下【ACUNT24K42㎜】 出幅3尺・間口3間

構
造

屋根 外壁 玄関・ポーチタイル 雨樋 軒裏
パネル工法 スリット

オプション

神島化学工業 Panasonic 更科製作所 一村産業
Ｋｍｅｗ トーコー 通気工法【透湿防水シート張・通気胴縁15×45】 マディソン トーヘン117/117F 化粧サイディング板

破風 24時間換気 床下換気
換気扇

平形スレート材 棟換気 サイディング　≪Ｃタイプ≫　　　【セレクト】 アイコットリョーワ デンカ 神島化学工業

浴　室　【100φ】

【５色】 L=900 モエンサイディング-Ｍ１４・W14 エクセレージ親水コート１４ 【10色限定】 軒樋【角型】 現場取付 現場取付 １階・2階【第1種換気】

縦樋【丸型】 工場プレカット 工場プレカット 各居室壁抜換気 角型フード t20㎜

化粧サイディング板 ダクトレス換気 給排気用 土台スペーサーロング キッチン　【150φ】

グリシェイドクァッド 【１ヵ所】 ニチハ Kmew 300角タイル

給気：FY-TCL08PS8W 150φ 自然換気 24換気　【100φ】

釘打施工　短尺同質コーナー 釘打施工　短尺同質コーナー 軒裏換気口　ＢＫ45

100φ 土台下全面敷込 トイレ　【100φ】

厚5.2㎜　　雪止付 【全面張限定品】　14㎜　　 【全面張限定品】　14㎜　　 7㎡まで 塩ビ製

PM2.5対応

建

玄関ドア・アルミサッシ 　　　ＬＩＸＩＬ インターホン 火災警報器
Panasonic Panasonic

玄関ドア 窓サッシ

排気：FY-T08PD9SD

【２色迄標準】 【２色迄標準】

菱クロス 全窓標準 テレビドアホン 日本消防検定協会　国家検定合格品 【１ヵ所】 【１ヵ所】玄関ドア 窓サッシ 間口6尺(１間) 肘掛/高窓 W6尺【8ヵ所】 オプション オプション

床下点検口 小屋裏点検口
非防火仕様　《Aタイプ》 防火仕様　《Bタイプ》　【注３】 掃出窓 内訳：玄関・掃出・出窓以外【13ヵ所】 出窓 手動シャッター雨戸 面格子 網戸

親機・子機【各1台】 【10年電池式】

allペアガラス allペアガラス オプション オプション 450×450 450×450

【限定品】 樹脂アングル 【限定品】 アルミ複層 縦滑り・横滑り・片上下【計3ヵ所】

【４ヵ所迄標準】 3.5型カラー液晶 各居室・階段室：煙感知式ジエスタ2 デュオＰＧ 防火戸ＦＧＥジエスタ2 防火戸ＦＧ-Ｌ 【４ヵ所】 肘掛/高窓 W3尺【2ヵ所】

外構門柱取付 【10年電池式】＋ 間口1.5間 ＦＩＸ窓　他上記形状以外

録画機能付き 玄関袖壁取付 台所：熱感知式

床下収納庫
Panasonic Panasonic オリエント オリエント

LDK入口 室内ドア クローゼット 階段下収納 仕　　様

材

内装ドア・クローゼット・造作材・玄関収納   《　Aタイプ　》 玄関収納 フ　ロ　ア　ー 階段・階段手摺
内装クロス

コの字型（ミラー付）　　W1200 ホール・廊下・居室・LDK・収納 床暖房用

Low-Eガラス ※設計図書による

【量産タイプ】 600×600

【片開：1ヵ所】 洗面【片引：1ヵ所】 （和室を除く） 固定枠 オレフィンシート エポルカ

左記建具同等品【10色】 エポルカフロアー オプション オプション エポルカフロアー シート張段板【限定品】

小屋裏収納用 トイレ・洗面室 巾木納め階段 天井・壁 【１ヵ所】

室内採光ﾄﾞｱ 洋室【片開：4ヵ所】 ３間まで標準 オプション ベリティス

フロアー 【限定品・1色】 手摺：集成棒(径35mm) オプション

H=2350 ※引戸はソフトクローザー付 H=2350 窓枠：下台のみ 【限定品・6色】

溝なし 【フロアー同色】 品番指定可

半透明アクリルガラス トイレ【片開：2ヵ所】 １間用【3ヵ所】 【限定品・10色】 １本溝

設

キッチン ユニットバス　　《　Ｂタイプ　》 洗面化粧台 ト　イ　レ【主階・副階共通】 給湯器 
システムキッチン　　《　Cタイプ　》 キッチンパネル パナソニック

ビアンコトスカーナ フリージャンクション金物 壁1000クラス

※設計図書による ※品番参照 アンモニア対策済 【階段同色】

アイリスオーヤマ プロパン 都市ガス
クリンレディ：PB　C-Type I型 アイカセラール 【1616サイズ】アクセントパネルタイプ 【引出タイプ】W900　　【扉５色】 【主階・副階共通】 TB01-0307D

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ タンク手洗付便器 壁埋込収納 リンナイ
クリナップ レイアウト アイカ工業 FZ Ｃ Line　シーライン ＬＩＸＩＬ

オートタイプ

静音シンク・人大トップ 保温浴槽・保温組フタ ミドルミラー有り、タオル掛け ベーシア　節水　大5ℓ洗浄 H700

お施主様 エコジョーズ24号

扉カラー　C-Class　14色 L=2,550 【6色限定】 ＦＲＰ浴槽・　縦長・横長ミラ－ ３面鏡（中央くもりシャット・LED） シャワートイレ一体形便器 W300 直接契約

備

給排水設備関係 電気設備関係
ガス配管 ニッチ

床暖房 和室
給水

D144.5

3口センサーコンロ・食洗器　フラットスリムレンジフード Ｌ型 スライトフック握りバ－・スイングドア 紙巻器・タオルリング 【各１ヶ所】

浄水器一体型省エネ水栓 オプション 暖房換気乾燥機・フラットラインLED照明 マルチシングルレバーシャワー水栓（エコハンドル） 【限定3色】

電気式床暖房 TES温水式床暖房 和室・畳・障子 襖・押入 床の間
ヘッダー式樹脂管・配管 キッチン 【１ヵ所】 LDK　　【6ヵ所】 TV端子 各居室【１ヵ所】

給湯 外部水栓 コンセント ＴＶ配線・ＴＥＬ配管 スイッチ 照明器具

全て別途 都市ガス配管費別途

給湯器用 LDKプラン オプション 大壁和室 鳥の子襖

オプション オプション オプション

キッチン・浴室 洗面化粧台 散水栓 各居室【2ヵ所】 TEL 1･2階【各１ヵ所】 共用部分

コスモスイッチ Panasonic オプション スリーエステクノ 東京ｶガス

洗濯機用・外部水栓 トイレ・洗面・廊下【各1ヵ所】 Ａｂａｎｉａｃｔ （因幡電機） LED照明器具 【各1ヵ所】

キッチンガスコンロ用 市松編化学畳 引出付中段棚トイレ2ヵ所・洗面化粧台 浴室 AC　各居室【1ヵ所】 オプション 【限定品】

ＬＡＮ通信回線５ヵ所迄 配管費別途

吹寄障子 天袋or枕棚

給湯器用防水【1ヵ所】 マルチメディア情報配線システム

地盤調査費・地盤改良費 規格外プラン 屋根急勾配割増 和室 主照明器具
玄関 土間コンクリート 300角タイル タイル

下地 仕上 下地 仕上 下地 仕上

内部仕上 別途費用【一部抜粋】
※明記なき工事は別途工事

オプション工事【一部抜粋】
※その他明記なき工事はオプション工事

部屋名
床

巾木 廻縁
壁 天井

備考

次世代省エネ仕様 外壁タイル グルニエ・ロフト テレビ配線６ヵ所以上
ホール

厚24㎜合板 化粧シート貼材

フクビ
厚12.5㎜PB

ビニール
クロス

量産タイプ

厚9.5mmPB
ビニール
クロス

量産タイプ

設計料・建築確認申請費
防火・準防火仕様

外壁ＡＬＣ 階段下収納 ＬＡＮ配線
LDK ホワイト 登記費用 金物ピン工法 破風・軒天 無塗装板＋塗装

ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ住宅仕様 外壁モルタル 吹抜・勾配天井 電話空配管３ヵ所以上
廊下 オリエント　エポルカフロア キッチンパネル 住宅性能保証対応仕様・登録保障料 公的資金利用時仕様

太陽光発電
クローゼット 厚9.5㎜化粧PB 厚9.5㎜化粧PB 枕棚ハンガーパイプ 造成工事・整地費用 特殊基礎工事 バルコニー手摺バー1段

対面キッチンカウンター 床暖房
洋室 厚1２㎜ ジョイナー 現況測量調査費 免震・制震工法 バルコニースリット 造作出窓

和室 - - -
木製

-
- 盛土・切土工事 解体工事 親子玄関ドア 1000タイプクロス 空調工事

屋外ＥＶ車充電用コンセント

グルニエ - - - 無 - - - -

ガス工事（都市ガス給湯器除く）

トイレ
厚24㎜合板

オリエント　エポルカフロア
化粧シート貼材

フクビ 厚12.5㎜PB
ビニールクロス

量産タイプ

厚9.5㎜PB
ビニールクロス

量産タイプ

- - 仮設工事 地下車庫 勝手口 ＵＢ２階設置工事
玄関ドア予備錠 階段室幕板 カーテン・カーテンレール

押入 - - - - - -
- - - - 残土・客土工事 地下室

宅内外部給排水工事・上下水取出工事 下屋 網戸 ＵＢ換気暖房乾燥機 ２世帯住宅洗面室 厚12㎜ ホワイト 厚12.5㎜防水PB 厚9.5㎜防水PB
電話工事 ビルトイン車庫 断熱樹脂サッシ ＵＢ３階設置工事 ３階建仕様

アパート併用住宅
浴室 ユニットバス 雨水配管工事 屋根多面体割増 外部物入 オール電化仕様 外構工事

厚9.5㎜PB 階段手摺 水道局　局納金 屋根片流割増 手動シャッター雨戸 アンテナ工事階段室 - 厚30㎜シート貼集成材 雑巾摺り ジョイナー 厚12.5㎜PB

【注１】布厚は納まりにより、一部調整する箇所が生じる場合がございます。　　　　　　　　　　【注２】梁・桁の基本材種はRWですが、WWになる場合がございます。　　※耐震等級３の場合、土台・小屋束はKD材になります。

【注３】防火仕様の玄関ドアは、デザインにより価格が異なります。
【2018年04月06日更新】

㈱カワサキ不動産 標準仕様 (２階建)



■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

小屋裏収納
造作出窓

土間コンクリート
内断熱［充填断熱］工法 仕様 バルコニー笠木 物干金物 ロフト テラス 勝手口

工
法

基礎 構造・工法 構造躯体 【ａｌｌ　105角柱仕様】 床組
断熱材

防腐防蟻
バルコニー

オプション

立上410㎜ 外周合板貼り 外周壁【MA10K100㎜】 薬剤塗布処理 【標準面積1.5坪】 【サッシ同等色】 【1セット】

FRP防水仕上 アルミ笠木 T型物干 オプション オプション W1800×D450150㎜布厚【注１】 在来軸組構造

詳細は別紙３階建て構造材仕様参照

3尺升組工法 最上階天井【MA10K100㎜】 G.L＋1m以内

金物ピン工法

［外周ハンチ付］ オプション 下地合板24㎜

幅1間以内 【2ヵ所】

ベタ基礎 （２Ｆ・３Ｆ建共通） 最下階床下【ACUNT24K42㎜】 出幅3尺・間口3間

パネル工法 スリット

オプション

手摺バー１段付き

破風 24時間換気 床下換気
換気扇

平形スレート材 棟換気 サイディング　≪Ｃタイプ≫　　　【セレクト】 アイコットリョーワ デンカ 神島化学工業

構
造

屋根 外壁 玄関・ポーチタイル 雨樋 軒裏

化粧サイディング板 ダクトレス換気 給排気用 土台スペーサーロング キッチン　【150φ】

グリシェイドクァッド 【１ヵ所】 ニチハ Kmew 300角タイル

神島化学工業 Panasonic 更科製作所 一村産業
Ｋｍｅｗ トーコー 通気工法【透湿防水シート張・通気胴縁15×45】 マディソン トーヘン117/117F 化粧サイディング板

100φ 土台下全面敷込 トイレ　【100φ】

厚5.2㎜　　雪止付 【全面張限定品】　14㎜　　 【全面張限定品】　14㎜　　 10㎡まで 塩ビ製

浴　室　【100φ】

【５色】 L=900 モエンサイディング-Ｍ１４・W14 エクセレージ親水コート１４ 【10色限定】 軒樋【角型】 現場取付 現場取付 １階・2階【第1種換気】

縦樋【丸型】 工場プレカット 工場プレカット 各居室壁抜換気 角型フード t20㎜

排気：FY-T08PD9SD

【２色迄標準】 【２色迄標準】

給気：FY-TCL08PS8W 150φ 自然換気 24換気　【100φ】

釘打施工　短尺同質コーナー 釘打施工　短尺同質コーナー 軒裏換気口　AＢＫ45

床下点検口 小屋裏点検口
防火仕様　《Bタイプ》　【注３】 掃出窓 内訳：玄関・掃出・出窓以外【13ヵ所】 出窓 手動シャッター雨戸 面格子 網戸 Panasonic

PM2.5対応

建

玄関ドア・アルミサッシ 　　　LIXIL インターホン 火災警報器
Panasonic

玄関ドア 窓サッシ 間口6尺(１間)

3.5型カラー液晶 各居室・階段室：煙感知式

450×450 450×450

【限定品】 アルミ複層 縦滑り・横滑り・片上下【計3ヵ所】

日本消防検定協会　国家検定合格品 【１ヵ所】 【１ヵ所】

防火戸ＦＧＥジエスタ2 防火戸ＦＧ-Ｓ 【４ヵ所】 肘掛/高窓 W3尺【2ヵ所】 【４ヵ所迄標準】

肘掛/高窓 W6尺【8ヵ所】 オプション オプション 菱クロス 全窓標準 テレビドアホン

録画機能付き 玄関袖壁取付 台所：熱感知式

＋ 間口1.5間 ＦＩＸ窓　他上記形状以外

親機・子機【各1台】 【10年電池式】

allペアガラス オプション オプション

材

内装ドア・クローゼット・造作材・玄関収納   《　Aタイプ　》 玄関収納 フ　ロ　ア　ー 階段・階段手摺
内装クロス

コの字型（ミラー付）　　W1200 ホール・廊下・居室・LDK・収納 床暖房用 小屋裏収納用

外構門柱取付 【10年電池式】

Low-Eガラス ※設計図書による

トイレ・洗面室 巾木納め階段 天井・壁 【１ヵ所】

室内採光ﾄﾞｱ 洋室【片開：4ヵ所】 ３間まで標準 オプション ベリティス 左記建具同等品【10色】

床下収納庫
Panasonic Panasonic オリエント オリエント

LDK入口 室内ドア クローゼット 階段下収納 仕　　様

【フロアー同色】 品番指定可

半透明アクリルガラス トイレ【片開：2ヵ所】 １間用【3ヵ所】 【限定品・10色】 １本溝 フロアー

600×600

【片開：1ヵ所】 洗面【片引：1ヵ所】 （和室を除く） 固定枠 オレフィンシート エポルカ 溝なし

エポルカフロアー オプション オプション エポルカフロアー シート張段板【限定品】 【量産タイプ】

ビアンコトスカーナ フリージャンクション金物 壁1000クラス

※設計図書による ※品番参照 アンモニア対策済 【階段同色】

【限定品・1色】 手摺：集成棒(径35mm) オプション

H=2350 ※引戸はソフトクローザー付 H=2350 窓枠：下台のみ 【限定品・6色】

プロパン 都市ガス
クリンレディ：PB　C-Type I型 アイカセラール 【1616サイズ】アクセントパネルタイプ 【引出タイプ】W900　　【扉５色】 【主階・副階共通】 TB01-0307D お施主様

タンク手洗付便器 壁埋込収納 リンナイ
クリナップ レイアウト アイカ工業 FZ Ｃ Line　シーライン ＬＩＸＩＬ アイリスオーヤマ

システムキッチン　　《　Cタイプ　》 キッチンパネル パナソニック Ｐａｎａｓｏｎｉｃ

H700

浄水器一体型省エネ水栓 オプション 暖房換気乾燥機・フラットラインLED照明 マルチシングルレバーシャワー水栓（エコハンドル） 【限定3色】 D144.5

静音シンク・人大トップ 保温浴槽・保温組フタ ミドルミラー有り、タオル掛け ベーシア　節水　大5ℓ洗浄

エコジョーズ24号

扉カラー　C-Class　14色 L=2,550 【6色限定】 ＦＲＰ浴槽・　縦長・横長ミラ－ ３面鏡（中央くもりシャット・LED） シャワートイレ一体形便器 W300 直接契約 オートタイプ

都市ガス配管費別途

備

給排水設備関係 電気設備関係
ガス配管 ニッチ

床暖房 和室
給水 給湯

3口センサーコンロ・食洗器　フラットスリムレンジフード Ｌ型 スライトフック握りバ－・スイングドア 紙巻器・タオルリング 【各１ヶ所】 全て別途

設

キッチン ユニットバス　　《　Ｂタイプ　》 洗面化粧台 ト　イ　レ【主階・副階共通】 給湯器 

オプション オプション

キッチン・浴室 洗面化粧台 散水栓 各居室【2ヵ所】 TEL 1･2階【各１ヵ所】 共用部分 給湯器用

Panasonic オプション スリーエステクノ 東京ｶガス オプション
TES温水式床暖房 和室・畳・障子 襖・押入 床の間

ヘッダー式樹脂管・配管 キッチン 【１ヵ所】 LDK　　【4ヵ所】 TV端子 各居室【１ヵ所】 コスモスイッチ
外部水栓 コンセント ＴＶ配線・ＴＥＬ配管 スイッチ 照明器具 電気式床暖房

引出付中段棚

洗濯機用・外部水栓 トイレ・洗面・廊下【各1ヵ所】 Ａｂａｎｉａｃｔ （因幡電機） LED照明器具 【各1ヵ所】

【限定品】 キッチンガスコンロ用 市松編化学畳

LDKプラン オプション 大壁和室 鳥の子襖

トイレ2ヵ所・洗面化粧台 浴室 AC　各居室【1ヵ所】 オプション

内部仕上 別途費用【一部抜粋】
※明記なき工事は別途工事

オプション工事【一部抜粋】
※その他明記なき工事はオプション工事

部屋名
床

巾木 廻縁
壁

ＬＡＮ通信回線５ヵ所迄 配管費別途

吹寄障子 天袋or枕棚

給湯器用防水【1ヵ所】 マルチメディア情報配線システム

地盤調査費・地盤改良費 規格外プラン 屋根急勾配割増 和室 主照明器具
玄関 土間コンクリート 300角タイル タイル

天井
備考

下地 仕上 下地 仕上 下地 仕上
外壁タイル グルニエ・ロフト テレビ配線６ヵ所以上

ホール

厚24㎜合板 化粧シート貼材

フクビ 屋根直下部

厚15㎜PB
ビニール
クロス

量産タイプ

ビニール
クロス

量産タイプ

設計料・建築確認申請費 次世代省エネ仕様
防火・準防火仕様 ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ住宅仕様

外壁ＡＬＣ 階段下収納 ＬＡＮ配線
LDK ホワイト 屋根直下以外 登記費用 金物ピン工法

外壁モルタル 吹抜・勾配天井 電話空配管３ヵ所以上
廊下 オリエント　エポルカフロア 厚12.5mm強化PB キッチンパネル 住宅性能保証対応仕様・登録保障料 公的資金利用時仕様

バルコニースリット 造作出窓 太陽光発電
クローゼット 枕棚ハンガーパイプ 造成工事・整地費用 特殊基礎工事 バルコニー手摺バー1段

破風・軒天 無塗装板＋塗装 対面キッチンカウンター 床暖房
洋室 厚1２㎜ ジョイナー 厚15mm強化PB 現況測量調査費 免震・制震工法

和室 - - -
木製

-
- 盛土・切土工事 解体工事 親子玄関ドア 1000タイプクロス 空調工事

屋外ＥＶ車充電用コンセント

グルニエ - - - 無 - - - -

ガス工事（都市ガス給湯器除く）

トイレ
厚24㎜合板

オリエント　エポルカフロア
化粧シート貼材

フクビ
厚15㎜PB ビニールクロス

量産タイプ
上記に準ずる ビニールクロス

量産タイプ

- - 仮設工事 地下車庫 勝手口 ＵＢ２階設置工事
玄関ドア予備錠 階段室幕板 カーテン・カーテンレール

押入 - - - - - -
- - - - 残土・客土工事 地下室

下屋 網戸 ＵＢ換気暖房乾燥機 ２世帯住宅
階段室 - 厚30㎜シート貼集成材 雑巾摺り ジョイナー 厚15㎜強化PB
洗面室 厚12㎜ ホワイト 宅内外部給排水工事・上下水取出工事

電話工事 ビルトイン車庫 断熱樹脂サッシ ＵＢ３階設置工事 ３階建仕様

【注１】布厚は納まりにより、一部調整する箇所が生じる場合がございます。　　　　　　　　　　【注２】梁・桁の基本材種はRWですが、WWになる場合がございます。　　※耐震等級３の場合、土台・小屋束はKD材になります。

【注３】防火仕様の玄関ドアは、デザインにより価格が異なります。

アパート併用住宅
浴室 ユニットバス 雨水配管工事 屋根多面体割増 外部物入 オール電化仕様 外構工事

厚15㎜強化PB 階段手摺 水道局　局納金 屋根片流割増 手動シャッター雨戸 アンテナ工事

【2018年04月06日更新】

㈱カワサキ不動産 標準仕様 (３階建)



構造材(横架材、柱材)
樹種 サイズ(㎜)

羽柄材、パネル、その他
樹種 サイズ(㎜)

注1  すべての構造用集成材はJAS品とする

2017.7.12運用開始

間柱  ※杉を除く 105×30、45

105×105

90×90以上

通柱に準ずる隅柱
及び 管柱 ※杉を除く

小屋束

構造用集成材

KD材、構造用集成材、構造用LVL

W.W.、赤松

米栂、米松

正角-KD材、構造用集成材
平角-構造用集成材（Ｅ105-Ｆ300以上）

合板受け-KD材 赤松、米松など

90×90、105×105

24*910*1820

構造用合板 2級以上
(JAS適合品、F☆☆☆☆)

樹
12*910*1820

 

赤松、米松など

杉 21×180、(150)

105×30

KD材(FJ材 )、構造用LVL 米栂、米松 45×90

KD材 45×45

正角-KD材、構造用集成材、
構造用LVL

平角-構造用集成材

赤松、米松など

105巾

大引

2階床

屋、 木、隅木
赤松、米松など

105巾

105巾

90×90

栂、米栂、米松など

構造用合板(JAS認定品、F☆☆☆☆) の 樹

窓台・まぐさ

筋交い ※杉を除く

米栂

KD材(FJ材 )、EW(FJ材) W.W.

KD材、EW(FJ材 ) W.W.

屋根垂木

杉、他

土台

野地合板

小屋

K3 以上の 材

２階建て構造材仕様

105×105

床合板

破風・鼻隠し

KD材( 材) 米栂、米松など 90×90

正角-KD材、構造用集成材

平角-構造用集成材
(E105-F300以上)

赤松、米松など

赤松、米松など

105×105



構造材(横架材、柱材)
樹種 サイズ(㎜)

羽柄材、パネル、その他
樹種 サイズ(㎜)

注1  すべての構造用集成材はJAS品とする

2017.7.12運用開始

屋根垂木 KD材 米栂 45×45

野地合板 構造用合板 2級以上
(JAS適合品、F☆☆☆☆)

樹
12*910*1820

 

破風・鼻隠し 杉、他 杉 21×180、(150)

床合板 構造用合板(JAS認定品、F☆☆☆☆) の 樹 24*910*1820

105×30、45

筋交い ※杉を除く KD材(FJ材 )、構造用LVL 米栂、米松 45×90

窓台・まぐさ KD材、EW(FJ材 ) W.W. 105×30

105×105

小屋束 KD材、構造用集成材、構造用LVL 米栂、米松 90×90以上

間柱  ※杉を除く KD材(FJ材 )、EW(FJ材) W.W.

屋、 木、隅木

正角-KD材、構造用集成材、
構造用LVL

赤松、米松など

通柱に準ずる隅柱
及び 管柱 ※杉を除く

構造用集成材 W.W.、赤松

90×90、105×105

平角-構造用集成材 赤松、米松など 105巾

2階床

正角-KD材、構造用集成材
赤松、米松など 105×105

平角-構造用集成材
(E105-F300以上)

赤松、米松など 105巾

合板受け-KD材 赤松、米松など 90×90

大引 KD材( 材) 米栂、米松など 90×90

小屋 正角-KD材、構造用集成材
平角-構造用集成材（Ｅ105-Ｆ300以上）

赤松、米松など 105巾

105×105

３階建て構造材仕様

土台 K3 以上の 材 唐松、赤松集成、米松







GW10K100mm













※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。商品：ケイミュー株式会社（2017年8月現在）

1
2typeＣ １４ｍｍ釘止貼り短尺コーナー仕様

外壁材表面に水分子の膜を作り、
雨で汚れを洗い流す。

先進のナノテクノロジーによる親水コーティングが、外壁に付着し
た汚れを雨の力で洗い流します。雨で洗い流した後は、再び空気中
の水分子を吸着。塗装表面をいつも水分子膜に守られている状態に
保ちます。

親水コートの汚れ落ち効果

●親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮
しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。
●汚れが気になる場合は、軽く水洗いしてください。

14mmシリーズに雨で汚れを洗い流す
親水性をプラス!

雨が浮かして流す
水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。

ピカ
　ピカ

エクセレージ・親水14 

同質短尺出隅

L=455mm

参考画像：シフォンストーン
MWパレスライトブラウン

(各商品ごとにご用意しております)

●製品本体１０年保証

●耐火等級３級対応・４５分準耐火構造対応
※保証に関する詳細はケイミュー営業所にお問合せ下さい。

●厚み１４mm

ニュータイル

MWアコールブラウン

EW1287K
MWフォーマルブラックB

EW1288K
MWアコールキャメル

EW1289K
MWアコールレッドブラウン

EW12810K

MWハイドホワイトB

EW12811K

< 26柄 138品番 >

パイルボーダー

MWスローグレーF

EW1775H
MWスマートブラウンH

EW1776H

MWミルキーホワイトH
EW1771H

MWアッシュベージュH
EW1772H

MWベビーアイボリーF
EW1773H

MWダークブロンC
EW1774H

QWシルクホワイトE QWフリーベージュD QWシダーブラウンJ

EW1951H EW1953H EW1954H

カルムウェーブ

QWチャコールブラウン

EW1957H
QWニューホワイトF

EW1956H

QWアッシュベージュH
EW1952H

QWマックスホワイト

EW1958H

シェーフ

QWリラックホワイト

EW2231H

QWシタンブラウン

EW2235H

QWリラックグレー

EW2232H
QWシタンオレンジ

EW2234H
QWリラックベージュ

EW2233H

MWマーチホワイトB MWマーチベージュ MWボワブラックB MWファインシルバーC

EW1781H EW1782H EW1784H EW1785H

シュプリストーン

MWトワイライトブラウン

EW1786H

QWショコラブラウンBQWシダーブラウンHQWベビーアイボリー QWスティルベージュE

EW1299KEW1298KEW1296K EW1297K

木目調

QWチャコールブラウンF

EW12910K

QWカバードグリーン

EW2113K
QWパインイエロー

EW2114K

QWテンダーブラウン

EW2115K
QWサトルブラックB

EW2117K

ゼブラウッド

QWレーベンホワイトB

EW2111K
QWボワグレーC

EW2112K

MWルシールオーカーB

EW1765K
MWルシールアイボリー

EW1767K
MWバランスオーカー

EW1768K

MWバランスグレー

EW1769K

ラングストーン

MWソルホワイト

EW1761K

MWブレンドブラックB

EW17611K
MWバランスオレンジ

EW17610K

MWブロッサムオレンジB MWブロッサムブラウンB

EW1754K EW1755K

ラフレンガ

MWブロッサムオーカー

EW1758K

MWブロッサムライトブラウン

EW1757K
MWハイドホワイトB

EW1756K

QWコンフォートホワイトC

EW2141K
QWファインピーチ

EW2142K
QWピュアオレンジ

EW2143K
QWファームブラック

EW2144K

メイズスクエア

QWフォールホワイト

EW2145K
QWアルバイエロー

EW2146K
QWフォールブラウン

EW2147K
QWアルバブラック

EW2148K

QWブリュレアイボリーＢ QWプリートイエロー

EW2244H

QWプリートブラウン

EW2245H
QWボワグレーC

EW2246H

シマーストーン

QWプリートホワイト QWファインホワイトD

EW2243HEW2241H EW2242H

QWニュアンスホワイトＢ QWアルバホワイトB QWニュアンスグレーB QWマーチブラックB
EW1921H EW1922H EW1923H EW1924H

スレッドストーン

QWニュアンスブラウンB

EW1925H



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

2
2typeＣ １４ｍｍ釘止貼り短尺コーナー仕様

商品：ケイミュー株式会社（2017年8月現在）

外壁材表面に水分子の膜を作り、
雨で汚れを洗い流す。

先進のナノテクノロジーによる親水コーティングが、外壁に付着し
た汚れを雨の力で洗い流します。雨で洗い流した後は、再び空気中
の水分子を吸着。塗装表面をいつも水分子膜に守られている状態に
保ちます。

親水コートの汚れ落ち効果

●親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮
しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。
●汚れが気になる場合は、軽く水洗いしてください。

14mmシリーズに雨で汚れを洗い流す
親水性をプラス!

雨が浮かして流す
水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。

ピカ
　ピカ

シビックストーン

MWソルホワイトB

EW1911H
MWマダレトブラウン

EW1913H
MWクローズブラック

EW1914H
MWディスガイズベージュ

EW1915H

MWセレノホワイト MWパレスピンク MWパレスベージュ MWパレスライトブラウン

EW2021K EW2022K EW2023K EW2024K

シフォンストーン

MWソルホワイトB MWカリスダークグレーMWクローズグレー

EW1871H EW1875HEW1872H

シームストーン

MWパイルサーモンピンク

EW1873H
QWマーチホワイトB QWファインピーチ QWカーラオレンジB QWカーラグレー

EW1931K EW1932K EW1933K EW1934K

ミニモ

QWコンフォートホワイトC

EW2101K EW2102K EW2103K EW2104K
QWピュアベージュ QWニュアンスベージュ QWボワブラックD

パストラル

QWアルバオーカー

EW2093H
QWアルバブラウン

EW2094H

シルフィード

QWマーチホワイトC

EW2091H
QWマーチベージュ

EW2092H

同質短尺出隅

L=455mm

参考画像：シフォンストーン
MWパレスライトブラウン

(各商品ごとにご用意しております)

●製品本体１０年保証

●耐火等級３級対応・４５分準耐火構造対応
※保証に関する詳細はケイミュー営業所にお問合せ下さい。

●厚み１４mm

エクセレージ・親水14 

アビイブリック

QWエーデルホワイト

EW2151K
QWバランスオレンジ

EW2152K
QWルシールマロン

EW2153K
QWフローラルブラウン

EW2154K

EW1881H EW1882H EW1883H EW1884H

ひより14

MWミルキーホワイトH MWベビーアイボリーF MWシルバーグレーB MWチャコールブラウン

QWシルクホワイトE QWアッシュベージュH QWペールオレンジB

QWスローグレーF 

EW2071H EW2073H EW2074H

EW2075H

リュージュ

QWミルキーホワイトH

EW2072H

QWハーベストイエローF

EW2076H

QWアトランティックブルーＣ
EW2079H

QWショコラブラウンD
EW2077H

QWチャコールブラウン
EW2078H

< 26柄 138品番 >

ルキナストーン

QWフォールホワイト

EW2171K
QWハーモニーベージュ

EW2172K
QWハーモニーグレー

EW2173K
QWパレスライトオレンジ

EW2174K

オラージュウッド

QWシルクホワイトE

EW2181H
QWスティルベージュG

EW2182H
QWダークローストブラウンF

EW2183H
QWチャコールブラウン

EW2184H

QWファインホワイトＦ

EW1941H
QWマーチオレンジ

EW1943H
QWブランブラウン

EW1944H
QWブランベージュ

EW1945H

パワフロック

MWシルクホワイトE MWアッシュベージュH MWシルクグレーC

EW2011H EW2012H EW2013H

スマッシュライン

MWショコラブラウンD

EW2017H
MWクリームベージュE

EW2016H
MWオータムホワイトE

EW2015H
MWマックスホワイト

EW2019H

MWアイボリーブラックC

EW2014H

MWミルキーホワイトH

EW1241H

ニューストライプ8

MWアトランティックブルーC

EW1246H
MWショコラブラウンD
EW1249H

MWベビーアイボリーF

EW12411H
MWシルバーグレーB

EW12412H
MWフリントブラックE

EW12410H

MWストレートグレーC

EW1247H



MFX1227C MFX1220C MFX1221C MFX386C MFX387C MFX388C MFX701C MFX702C MFX703C MFX7031C
スノーMGホワイト ムーンMGベージュ ペールMGブラウン パティナＭＧホワイト チッパーＭＧブラウン ナチュラルＭＧブラウン シルフＭＧホワイト シルフＭＧオフホワイト シルフＭＧグレー モリスＣＧブラック

MFX1225C MFX1226C MFX706C
シェールＭＧイエロー シェールＭＧサンセット シルフＭＧグラファイト

MFX231C MFX236C MFX238C MFX721C MFX722C MFX723C MFX724C MFX731C MFX732C MFX733C MFX734C
レモードMGホワイト レモードMGブルー レモードMGグレー エミネMGホワイトⅡ エミネMGアイボリー ｴﾐﾈMGﾌﾚﾝﾁｸﾘｰﾑ エミネMGブラウン トスコＭＧホワイト トスコＭＧメイプル トスコＭＧブラウン トスコＭＧカーキ

MFX2321P MFX2322P MFX2323P MFX725C MFX726C MFX727C MFX735C MFX736C
ゼスティＣＧブラック ゼスティＣＧチャコール ゼスティＣＧネイビー ｴﾐﾈMGｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ エミネMGイエロー エミネMGコアブラック トスコＭＧシルバー トスコＭＧチャコール

MFX771C MFX772C MFX773C MFX774C MFX775P MFX776P MFX831P MFX832P MFX833P MFX834P MFX835P
カリーノMGホワイト カリーノMGアイボリー カリーノMGクリーム カリーノMGベージュ カリーノMGブラウン カリーノMGチャコール アンクMGホワイト アンクMGナチュラル アンクMGオークブラウン アンクMGプルシアン アンクMGブラック

MFX3513C MFX352P MFX3514P MFX3510C MFX3511P MFX3532C
スノーMGホワイト ムーンMGベージュ セジュールMGクリームⅡ ミストMGホワイト アリアMGホワイト グロリアＣＧチャコール

WFX561G1 WFX562G1 WFX563G1 WFX564G1 WFX565G1 MFX192C WFX541G
スノーMGホワイトⅤ ムーンMGベージュⅤ セジュールMGクリームⅤ ランドMGブラウンⅤ ペイブMGチャコールⅤ コンクリートMGグレー RCMGグレー

MFX3720C MFX3731C MFX3732C
レジェＭＧホワイト ドヌムCGココア ドヌムＣＧチャコール

クリンガードとは、シリコンアクリル系保護膜（クリアー層）にセルフクリーニング機能（防汚機能）をもたせたものです。

■レジェマルシェ　　

■木目調　ツートーン

■無垢板型枠ＲＣウォール　

■ソフィアウォール調　　　

■リプラルライン　■シャトーウォール調　　

■コンクリート打ちっ放し　

■パティナウッド　

■グレアウッド　　　　

■リーブルスクエア　　

■シンプルライン　　 ■ブロネウォール　

■ハッシュウォール調　　

Ｃtype １４ｍｍ釘止貼り同質短尺コーナー 仕様① ２０１７年４月現在

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

１．雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。

２．日陰だって、夜だって効果を発揮

３．防藻、防カビ機能をプラス

汚れが付着 水がかかると・・・ きれいに落ちました

●出隅：短尺同質出隅(長さ455mm)
●色は各柄各色対応



■リエット ■クランストーン調　 ■ファシネ ■コロリータイル調

MFX751C MFX753C MFX754C MFX525C MFX526C MFX527C MFX528C MFX881P MFX882P MFX883P MFX472C MFX474C MFX475C MFX476C

テレノＭＧホワイト テレノＭＧオーカー テレノＭＧグレイン ラメラＭＧホワイト ラメラＭＧアイボリー ラメラＭＧベージュ ラメラＭＧブラウン サーブルＭＧホワイト サーブルＭＧカスタード サーブルＭＧグレージュ リスタＭＧココア リスタＭＧミルク リスタＭＧアーモンド プレールＭＧイエロー

■スピアージュストーン調

MFX755C MFX884P MFX885P MFX477C

テレノＭＧチャコール MFX535C MFX536C MFX537C サーブルＭＧブラウン サーブルＭＧスモーク プレールＭＧレッド

■リシェルストーン ラメラＭＧホワイト ラメラＭＧアイボリー ラメラＭＧオレンジ ■スタッフロック ■アリュールストーン調

■クリレタイル

MFX811C MFX812C MFX813C MFX861C MFX862C MFX863C MFX151C MFX152C

オルドＭＧホワイト オルドＭＧアイボリー オルドＭＧベージュ MFX741C MFX742C MFX743C MFX744C コルドＭＧパール コルドＭＧホワイト コルドＭＧサンド エビータＭＧブラウン エビータＭＧベージュ

サティスＭＧホワイト サティスＭＧナデシコ サティスＭＧアーモンド サティスＭＧブラウン ■ルスコミュール調　

■ロワブリック調

MFX814C MFX815C MFX864C MFX865C

オルドＭＧブラウン オルドＭＧダークブラウン コルドＭＧブラウン コルドＭＧセピア MFX681C MFX682C MFX683C MFX684C

■フリディア MFX165C MFX166C MFX167C MFX168C ■ソルジェストーン バーゼＭＧホワイト バーゼＭＧプラチナ バーゼＭＧチャコール バーゼＭＧアイボリー

フランＭＧオレンジ フランＭＧグレージュ フランＭＧレッド フランＭＧイエロー

■シェルフストーン調

MFX711C MFX712C MFX713C WFX511G WFX512G WFX513G MFX685C MFX686C MFX687C MFX688C

ディアＭＧホワイト ディアＭＧオフホワイト ディアＭＧベージュ スペラＭＧホワイト スペラＭＧオフホワイト スペラＭＧアーモンド バーゼＭＧクリーム モデレートＭＧグレー モデレートＭＧシェンナ バーゼＭＧブラウン

MFX331C MFX332C MFX334C ■ニューピッコロストーン調　
ルーチュＭＧアイボリー ルーチュＭＧブラウン ルーチュＭＧブラック

■シェルモンテ　

MFX714C MFX7131C WFX514G WFX515G

ディアＭＧグレー ルクルムＣＧブラック スペラＭＧオーカー スペラＭＧブラック MFX761C MFX762C MFX763C MFX764C

■エセンタ ■ネビアストーン調　　 バーゼＭＧホワイト バーゼＭＧプラチナ バーゼＭＧチャコール バーゼＭＧクリーム

MFX851C MFX852C MFX853C MFX854C

セロＭＧホワイト セロＭＧグレー セロＭＧブラウン セロＭＧグラファイト

■ステディストーン　　

MFX841P MFX842P MFX843P MFX463C MFX464C MFX465C MFX765C MFX766C

サーブルＭＧホワイト サーブルＭＧカスタード サーブルＭＧグレージュ リスタＭＧバニラ リスタＭＧミルク リスタＭＧアーモンド バーゼＭＧアンバー モデレートＭＧクールグレー

■リオビスタ ■アテンレ

MFX691C MFX692C MFX693C MFX694C

エミュＭＧホワイト エミュＭＧクリーム エミュＭＧベージュ エミュＭＧブラウン

MFX844P MFX845P

サーブルＭＧブラウン サーブルＭＧスモーク MFX821C MFX822C MFX823C MFX871C MFX872C MFX873C MFX874C

■フォストライン　　 リフレＭＧホワイト リフレＭＧピンク リフレＭＧダークグレー アガットＭＧホワイト アガットＭＧプラチナ アガットＭＧブラウン アガットＭＧコッパー

MFX695C MFX696C MFX697C ■バレーナストーン調　　 ■ブリック調ＳＴ

エミュＭＧブラック エミュＭＧシェンナ エミュＭＧチャコール

■ルベリアストーン調　

MFX481C MFX482C MFX483C

リスタＭＧベージュ リスタＭＧココア リスタＭＧスモーク MFX552C MFX553C MFX621C MFX622C MFX624C MFX626C

ヴェールＭＧピーチ ヴェールＭＧサンフラワー トライＭＧクリーム トライＭＧキャメル トライＭＧワイン トライＭＧダークグレー

MFX222C MFX225C MFX227C ■マトリカ

ハウッドＭＧクリーム ハウッドＭＧホワイト ハウッドＭＧブラック

MFX484C MFX485C MFX487C ■メリナストーン調
リスタＭＧホワイト リスタＭＧグレー リスタＭＧピュアホワイト

MFX791C MFX792C MFX793C

オルアＭＧホワイト オルアＭＧアイボリー オルアＭＧグレー

MFX781C MFX782C MFX784C

MFX488C MFX489C MFX4810C メリルＭＧクリアホワイト メリルＭＧクリーム メリルＭＧブラック

リスタＭＧバーチメント リスタＭＧビターブラウン リスタＭＧブラック

MFX794C MFX795C

オルアＭＧブラウン オルアＭＧチャコール

Ｃtype １４ｍｍ釘止貼り同質短尺コーナー 仕様② ２０１７年４月現在

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。
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ＷＩＮＤＯＷ 

●断熱性能：平成 25 年省エネルギー基準  

建具とガラスの組み合わThによる開口部の  

熱貫流率 2.33W/ ㎡・K 

●気密性能：Ａ-４(２) 等級 

●防音性能：等級２  ( 住宅性能表示 ) 

●耐風圧性能：Ｓ-３(160) 等級 

●水密性能：Ｗ-４(35) 等級 

●防露性能：結露を軽減 

基本性能 使いやすさ・安心 

デザイン 

カラーバリエーション 

 

３ 

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、

日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた  

樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。 

ハ イ ブ リ ッ ド 構 造 で   

フレーム高性能化   

ア ル ミ と 樹  脂 の ハ イ ブ リ ッ ド  構 造 で  断 熱 性 能 が  大 き く 向  上 

熱を通しやすいフレームを小さくし、 

ガラス面積を拡大。アンカー式グレチ 

ャンを採用することでガラスとフレー 

ムを一体化。フレームの極小化とガラ 

ス面積の最大化により、優れた断熱
性能を実現しています。 
 

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの 

約2.0倍高い断熱性を発揮する「Lo w-E 

複層ガラス」をご用意。 

フ レ ー ム を   

ス リ ム 化 し   

ガラス面積最大化   

高断熱を追及した   

高性能ガラス   

 

１ 

 

２ 

   
※画像は引違い窓の縦框です。 

特許取得済 

アンカー 式  
グレチャン 

ガラス面積  
最大化 

*断熱性向上 

フレーム  
スリム化 

*意匠性向上 

従来品アルミＰＧ窓 サーモスＬ 

26mm 

42mm 

Low-E複層ガラス 

アルミスペーサー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹脂形材  

アルミ形材 

 

※画像はイメージです。 

ブラック（T） ナチュラルシルバー（D） ホワイト（W） 

●外観色 
（アルミ色） 

●内観色 
（樹脂色） 

暑さ・寒さに悩まされない、快適な住まいへ 

熱貫流率 

2.33  
W/（㎡・K
） 
以下相当※ 

[Low-E複層ガラス] 

※平成25年省エネルギー基準  建具とガラスの組合わせによる開口部の熱貫流率（Low-E複層ガラス（空気層10mm以上）） 

FG-L 高断熱窓をはじめ断熱化された住まい  

は、部屋ごとの温度差を抑えることが  

できます。寒くなりがちなトイレ、廊  

下、浴室などとの温度差を少なくすること  

は高齢者に起こりやすい冬期のヒート  

ショック対策に効果的です。 

テラスドア 採風勝手口ドア FS 

（フラットスライド） 

単体引違い窓 シャッター付引違い窓 面格子付引違い窓 

縦すべり出し窓 T 

（カムラッチ） 

横すべり出し窓 

（カムラッチ） 

上げ下げ窓 FS 

（フラットスライド） 

面格子付上げ下げ窓 FS 

（フラットスライド） 

内倒し窓 

FIX 窓 

（外押縁タイプ） 

開閉をサポートし、家族みんなに使いやすく。 
小さな子どもからお年寄りまで、簡単 &スムーズに操作できる  

ハンドルや把手もご用意しています。 

指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。 
上げ下げ窓FSは、障子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を  

採用。また、ドアは、ピボットヒンジを框の中に隠して吊元側の隙間を小さ  

くし、指をはさみにくくしています。 

インナーピボット構造 指はさみ防止構造 

オペレーターハンドル（ユニバーサルタイプ） 大型把手 
窓に手が届きにくい場所でも、ハンドルを  

回転させるだけでラクに開閉できます。 

握りやすく操作しやす  

い大型把手です。 

アシスト把手 

てこの原理で開けはじめ  

の重さを4４０％軽くします。 

※イメージ 

※画僧はすべてイメージです。 

防火専用 サッシ Cタイプ ＦＧ－Ｌ〈高断熱 Low-E 複層ガラス〉 

オータムブラウン（G） シャイングレー（K） 

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス グリーン 

特殊金属膜と中空層の  

ダブル効果で冬でも暖か。  

断熱性能 

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの  

約 1.7 倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃が

しません。 

※一般複層ガラス３＋Ａ１６＋３とＬｏｗ-Ｅ複 層  
ガラス グリーン６.８＋Ａ１２＋３を比較 

特殊金属膜  (
Ｌｏｗ－Ｅ膜) 



※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。18.02.21

インテリア住宅部材

【ＬＤＫドア】

【居室ドア】

ＰＡ型 PB型

フラットタイプ扉

ドア クローゼット

玄関収納

造作材

色柄 木味感を５つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート

３方枠下付け直レール・固定枠

丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

W1200 コの字型 ミラー付

フラットタイプ扉 丸型取っ手

T2：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ（塗装）

幅木 窓枠 無目枠

※標準は下部の窓台のみです。

（4方枠はオプション）

MA型WB型 LD型 MＢ型 MＣ型

PD型 PE型

ドアハンドル 引き手

Ｃ1型

SS：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色(ﾒｯｷ)

LDKﾄﾞｱ採光部 蝶番

MA･MB･MC型

半透明合せガラス

（取り外し不可）

カバー蝶番

ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色塗装

Ａ1型

SS：ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ色(ﾒｯｷ）

空錠

表示錠

空錠

表示錠

LA・LB･LC・KC型

半透明アクリル板

（取り外し不可）

出隅ｷｬｯﾌﾟ

（樹脂製）

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

メープル柄オーク柄 しっくいホワイト柄
（木目なし）

ホワイトアッシュ柄

チェリー柄ウォールナット柄

ホワイトオーク柄

入隅ｷｬｯﾌﾟ

（樹脂製）

WA型 WC型

ＰC型



Stainless Eco Cabinet

All Slide

Kitchen Panel

Standard Item

Rang Hood

Counter Faucets

Gas Rang

Sink

(H)

(P)

( )

e

e

Dish Washer

Especially  with your life



Stainless Eco Cabinet

All Slide

Kitchen Panel

Standard Item Rang Hood
Counter

Faucets Gas Rang

Sink

Dish Washer

Especially  with your life
Especially  with your life



※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。150331150331150331150331

パナソニックバスルームパナソニックバスルームパナソニックバスルームパナソニックバスルーム FZ 1616FZ 1616FZ 1616FZ 1616サイズサイズサイズサイズ （（（（ ワイドミラーワイドミラーワイドミラーワイドミラー ））））

株式会社 カワサキ不動産 様 オリジナル仕様

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

新・パナソニックバスルーム。

こだわりの厳選アイテムをとりいれた新しいバスルーム

浴槽

壁柄Ｃ アクセントパネル仕様

※イメージ。

スミピカフロアスミピカフロアスミピカフロアスミピカフロア
乾くやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のパターンが同一方向にそ

ろうグリッド加工と床のスミが立ち上がってお掃除しやすい床です。

床・浴槽エプロン

フラット天井

タオル掛けＡ

ミラー・収納棚 水栓

天井・照明・換気扇 その他仕様

カウンター

浴槽内ステップ付きで、

半身浴や親子入浴もゆったり、

思いのまま。フチに腰かけやすく、

出入りもラクラク。環境にやさしい

節水タイプ浴槽です。

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

排水栓

ＦＲＰ浴槽

ピュアホワイト

ナチュラル

ローズ

ペールグリーン

●断熱組みフタ

●保温浴槽+断熱組フタ

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

浴槽エプロン

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

髪の毛が集まりやすく、

捨てやすい形状の

ヘアキャッチャー！

水の流れで髪の毛を中央に

【ささっと排水口】

オートルーバー暖房換気乾燥機

自動でスイングするオートルーバーの採用で短時間

で浴室空間をあたためます。

｢スポット乾燥｣と｢ワイド乾燥｣で乾燥機能も効率的。

■鏡面仕様

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄ｻﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ柄

ﾄﾞﾗﾏﾎﾜｲﾄ柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄

ﾒｰﾌﾟﾙ柄

ﾁｪﾘｰ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

■マット仕様

ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

【

【【

【アクセントパネル】

】】

】

【ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ】

【

【【

【アクセントパネル】

】】

】

ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄

150707151117

ﾀﾞｰｸﾏｰﾌﾞﾙ柄

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

【ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ】

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

フラットラインＬＥＤ照明

（白色）１灯

スイングドア

ホワイト

スキットドア

スキットドアスキットドア

スキットドア

換気口がドアの上に

あるから汚れにくい。

セミワイドミラー

クリアシェルフ

２段

・ストレート壁付水栓

（メタルハンドル）

・メタルワンタッチシャワーヘッド

・シャワースライドバー（メタル）

オーバルカウンター

ホワイト ブラック



※写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。150331150331150331150331

パナソニックバスルームパナソニックバスルームパナソニックバスルームパナソニックバスルーム FZ 1616FZ 1616FZ 1616FZ 1616サイズサイズサイズサイズ （スリムミラー）（スリムミラー）（スリムミラー）（スリムミラー）

株式会社 カワサキ不動産 様 オリジナル仕様

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

新・パナソニックバスルーム。

こだわりの厳選アイテムをとりいれた新しいバスルーム

浴槽

壁柄Ｃ アクセントパネル仕様

※イメージ。

スミピカフロアスミピカフロアスミピカフロアスミピカフロア
乾くやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のパターンが同一方向にそ

ろうグリッド加工と床のスミが立ち上がってお掃除しやすい床です。

床・浴槽エプロン

フラット天井

タオル掛けＡ

ミラー・収納棚 水栓

天井・照明・換気扇 その他仕様

カウンター

浴槽内ステップ付きで、

半身浴や親子入浴もゆったり、

思いのまま。フチに腰かけやすく、

出入りもラクラク。環境にやさしい

節水タイプ浴槽です。

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ

排水栓

ＦＲＰ浴槽

ピュアホワイト

ナチュラル

ローズ

ペールグリーン

●断熱組みフタ

●保温浴槽+断熱組フタ

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

浴槽エプロン

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ

単色ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

髪の毛が集まりやすく、

捨てやすい形状の

ヘアキャッチャー！

水の流れで髪の毛を中央に

【ささっと排水口】

オートルーバー暖房換気乾燥機

自動でスイングするオートルーバーの採用で短時間

で浴室空間をあたためます。

｢スポット乾燥｣と｢ワイド乾燥｣で乾燥機能も効率的。

■鏡面仕様

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｯｸ柄

ｱﾝﾃｨｰｸﾌﾞﾗｳﾝ柄ｻﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ柄

ﾄﾞﾗﾏﾎﾜｲﾄ柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾗｳﾝ柄

ﾓｻﾞｲｸ硝子ﾌﾞﾙｰ柄

ﾒｰﾌﾟﾙ柄

ﾁｪﾘｰ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

■マット仕様

ｸﾞﾚｲｽﾎﾜｲﾄ柄

ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾜｲﾄ柄

【

【【

【アクセントパネル】

】】

】

【ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ】

【

【【

【アクセントパネル】

】】

】

ｸﾚﾏｽﾄｰﾝ柄

150707151117

ﾀﾞｰｸﾏｰﾌﾞﾙ柄

ﾍﾞｰｼﾞｭﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

ｸﾞﾚｰﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

ﾌﾞﾗｯｸﾗﾝﾀﾞﾑﾗｲﾝ柄

【ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ】

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEWNEW

NEW

フラットラインＬＥＤ照明

（白色）１灯

スイングドア

ホワイト

スキットドア

スキットドアスキットドア

スキットドア

換気口がドアの上に

あるから汚れにくい。

スリムミラー

クリアシェルフ

３段

・ストレート壁付水栓

（メタルハンドル）

・メタルワンタッチシャワーヘッド

・シャワースライドバー（メタル）

オーバルカウンター

ホワイト ブラック



アルベロホワイト

カウンター

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

お湯と水の境目を「カチッ」
の音でお知らせし、お湯の
ムダを省きます。

マルチシングルレバーシャ
ワー
（カチット水栓）

３面鏡 ＬＥＤ照明
ミドルミラー付

薄型のLED照明で空間すっき
り。省エネ･長寿命を実現してい
ます。点灯幅は685mm。

ヒーターレスでくもりにくいミラー　

『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品（ヒーター）に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。

ご提案扉柄 水栓

ミラー

くもって
ないわ

件名 １階 Ｗ９００ XJD7CA提案Ｎｏ

洗面ドレッシング　シーライン　新スタンダードＤ５３０タイプ　アルベロホワイト

Ｃライン洗面　プラン

※３面鏡はセンターミラーのみ、２面鏡はメインミラーのみ。

本体キャビネット

引出しタイプ
（画像は幅900サイズ）

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。
奥

行
き

5
3
0
m

m

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。
継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。

（画像は幅900mm）

掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

扉柄バリエーション

ホワイト（鏡面） ピンク（鏡面）

ホワイト

タイプＣ

タイプＡ

＊扉柄Ａ／Ｂ／Ｃは
　価格が変わります。

スモークオーク柄 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

アルベロブラック
（鏡面）

アルベロホワイト
（鏡面）

ソフトウォール
ナット柄

ソフトオーク柄

タイプＢ















リンナイガスふろ給湯器 高効率タイプ

RUF-K245SAW(A)

（所定の申し込み手続きが必要です）

リンナイは

２４号高効率オート追焚付 設置フリータイプ

■排熱の有効利用で
ガス消費量が大幅カット
（給湯熱効率95％達成）

年間約10,500円おトク！

《標準リモコン》
ＭＢＣ－１２０Ｖ（Ｔ）マルチセット

●スイッチ一つで自動湯張り、自動保温
●追焚・たし湯・たし水スイッチで快適入浴
●台所リモコンからも快適追焚可能
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