
資材リスト-平屋-外装 1/2

外装

樋

雪⽌め

屋根遮熱シート

外壁防⽔シート

ベランダ

ポスト・表札

無

オプション⼯事

窓・ガラス
樹脂-Low-e 複層ガラス Arガス⼊ 樹脂スペーサー/㈱LIXIL エルスターS

ホワイト-ホワイト ブラック-ホワイト オータムブラウン-ホワイト

⽞関ドア
⽚袖FIX付⽚開きドア K2 ㈱LIXIL ジェスタ2 M17

クリエアイボリー ポリッシュシルバー ポリッシュシルバー

⽞関ポーチタイル
せっ器質タイル施釉 t=9㎜/㈱LIXIL/グッドフロアセレクション

ライムアレーナ/LN-12

無

外装アクセント

⽊製幕板 ⽶松特等 t=18㎜
⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱

/キシラデコール/#114ワイス
無

アプローチデザイン壁
YKKAP㈱/シンプレオフェンス

P1型/B7カームブラック

化粧⽊製格⼦ ⽶松特等 60×45
 ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱

/キシラデコール/#103チーク

マルモアート/MA-12 アンビスレート/AS-14 ラピアート/LA-11

オーバーハング⽔切
ガルバリウム鋼板＋アルミ⽔切 D25㎜/旭トステム外装㈱/WGVW+WGLZ028 （ホワイト）

ホワイト シャイングレー ブラック

⼟台⽔切
アルミ⽔切 D55㎜/旭トステム外装㈱/WGLZ

018 ホワイト 418 シャイングレー 218 ブラック

無

無

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 横
仕上︓⽊質パネル（レッドシダー） t=18㎜ 縦貼 真鍮釘打
ち/チャネルオリジナル㈱/T&G Panel ナチュレウォール
 ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱/キシラデコール
（無着⾊）

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t=14㎜ 縦貼
ニチハ㈱/モエン⼤壁⼯法専⽤板/モエンパネルW WLX100
仕上︓ガルバリウム鋼板 t=0.35 AT式貼
⽇鉄住⾦鋼板㈱/遮熱耐磨摩カラーGL/No523 耐摩ブルー

無
外壁

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 横
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/ガルブライト JF/Fネオホワイト

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
仕上︓⾦属系サイディング t＝15㎜ 横貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ビレクト/Fマットブラック

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 横
仕上︓⾦属系サイディング t＝15㎜ 縦貼 釘打ち/
アイジー⼯業㈱/SF-ガルステージシャインJ/Fネオブラック

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 横
仕上︓⾦属系サイディング t＝15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ガルスパンJ/Fネオブラック

遮熱シート/㈱オズワークス/ABSS（オズシルバー）
透湿･防⽔･防⾵シート/旭･デュポンフラッシュスパンプロダクツ㈱/タイベックRシルバー・ブラッシングシート・ストレッチガード

防⽔テープ/⽇本住環境㈱/NJKテープシリーズ/W50⽚⾯ ツーエステープ50、W75両⾯ ユーイーテープ75

軒天
不燃軒天材 t=6㎜ 平/⽇本防⽕ライト⼯業㈱/アスノン+カチオン系NADアクリル樹脂塗装/⽇本ペイント㈱ ケンエースG-Ⅱ

⾊番 H22-90A ⾊番 HN-45 ⾊番 H15-40D

有

無 有

笠⽊ 無

ニクスカラーつやあり/ホワイト 遮熱耐磨摩カラーGL/No540

遮熱耐磨摩カラーGL/No540 耐摩ブラック

破⾵
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W150㎜

⽇鉄住⾦鋼板㈱
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W210㎜

⽇鉄住⾦鋼板㈱
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W180㎜

⽇鉄住⾦鋼板㈱

屋根
Asシングル葺

オーウェンスコーニングジャパン(合)
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 ⽴平葺

⽇鉄住⾦鋼板㈱
オークリッジスーパー/テラコッタブレンド

luce ルーチェ-1F forestaフォレスタ-1F noble ノーブル-1F heritage ヘリテイジ-1F
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外装

樋

雪⽌め

屋根遮熱シート

外壁防⽔シート

ベランダ

ポスト・表札

クリエホワイト オータムブラウン

無

シャイングレー-ホワイト オータムブラウン-ホワイト
オプション⼯事

ゼンオーク

窓・ガラス
樹脂-Low-e 複層ガラス Arガス⼊ 樹脂スペーサー/㈱LIXIL エルスターS

シャイングレー-ホワイト ホワイト-ホワイト

⽞関ドア
⽚袖FIX付⽚開きドア K2 ㈱LIXIL ジェスタ2 M17

ブラックウォールナット

⽞関ポーチタイル
せっ器質タイル施釉 t=9㎜/㈱LIXIL/グッドフロアセレクション

無 ※CON⾦ゴテ仕上
せっ器質タイル施釉 t=9㎜/㈱LIXIL/グッドフロアセレクション

無

外装アクセント

化粧柱（構造柱）⾚松、 ⽊製幕板 ⽶松特等 t=18㎜
 /⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱

/キシラデコール ＃111 ウォルナット
無

フィネッツァ/FN-11 アンビスレート/AS-14 マルモアート/MA-12

化粧柱（構造柱）⾚松、 ⽊製幕板 ⽶松特等 t=18㎜、化粧
⽊製格⼦ ⽶松特等60×45/⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケ

ミカル㈱/キシラデコール #105 カスタニ

オーバーハング⽔切
ガルバリウム鋼板＋アルミ⽔切 D25㎜/旭トステム外装㈱/WGVW001+WGLZ028

シャイングレー

⼟台⽔切
アルミ⽔切 D55㎜/旭トステム外装㈱/WGLZ

418 シャイングレー 418 オータムブラウン

無

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 縦 +フカシ⽤⽊下地 t=18㎜
仕上︓⽊質パネル（レッドシダー） t=18㎜ 縦貼 真鍮釘打
ち/チャネルオリジナル㈱/T&G Panel ナチュレウォール
 ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱/キシラデコール
#110オリーブ

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 縦
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 横貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ガルステージクリアJ/Fシャンパンメ
タリック

無

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
ニチハ㈱/モエン⼤壁⼯法専⽤板/モエンパネルW WLX100
仕上︓⼤壁⼯法指定弾性塗材/アイカ⼯業㈱/ジョリパッド
アンティークストーン T1000

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 横
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/ガルブライト JF/Fネオホワイト

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 横
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/ガルブライト JF/Fネオホワイト

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
ニチハ㈱/モエン⼤壁⼯法専⽤板/モエンパネルW WLX100
仕上︓⼤壁⼯法指定弾性塗材/アイカ⼯業㈱/ジョリパッド
スクラッチライン T1022

無

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
㈱LIXIL/はる壁君専⽤パネル
仕上︓せっ器質タイルt=12㎜/㈱LIXIL/はる壁君HALAGEシ
リーズ ジオクラシコⅢ

外壁

⾊番 HN-67 YL142 ティンバーブラウン
遮熱シート/㈱オズワークス/ABSS（オズシルバー）

透湿･防⽔･防⾵シート/旭･デュポンフラッシュスパンプロダクツ㈱/タイベックRシルバー・ブラッシングシート・ストレッチガード
防⽔テープ/⽇本住環境㈱/NJKテープシリーズ/W50⽚⾯ ツーエステープ50、W75両⾯ ユーイーテープ75

軒天
不燃軒天材 t=6㎜ 平/⽇本防⽕ライト⼯業㈱/アスノン+カチオン系NADアクリル樹脂塗装/⽇本ペイント㈱ ケンエースG-Ⅱ 不燃軒天材 t=12㎜ 平/ニチハ㈱/軒天12 ⽊⽬調

⾊番 HN-72 ⾊番 H22-90A

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
㈱LIXIL/はる壁君専⽤パネル
仕上︓せっ器質タイルt=12㎜/㈱LIXIL/はる壁君 アステル
ト

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 縦
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 横貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ガルステージクリアJ/Fダークメタ
リック

有

有 無 有

笠⽊ 無

ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W180㎜
⽇鉄住⾦鋼板㈱

ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W210㎜
⽇鉄住⾦鋼板㈱

遮熱耐磨摩カラーGL/No537 遮熱耐磨摩カラーGL/No521 遮熱耐磨摩カラーGL/No538

遮熱耐磨摩カラーGL/No537 ハーバードストレート 遮熱耐磨摩カラーGL/No521 遮熱耐磨摩カラーGL/No538

破⾵

屋根
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 ⽴平葺

⽇鉄住⾦鋼板㈱
Asシングル葺

旭ファイバーグラス㈱/リッヂウェイ
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 ⽴平葺

⽇鉄住⾦鋼板㈱

laybricks レイブリックス-1F nagomi なごみ-1Fgenie ジェニー-1F resti レスティー-1F
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外装

樋

雪⽌め

屋根遮熱シート

外壁防⽔シート

ベランダ

ポスト・表札
オータムブラウン-ホワイト

オプション⼯事

窓・ガラス
樹脂-Low-e 複層ガラス Arガス⼊ 樹脂スペーサー/㈱LIXIL エルスターS

ホワイト-ホワイト ブラック-ホワイト

⽞関ドア
⽚袖FIX付⽚開きドア K2 ㈱LIXIL ジェスタ2 M17

クリエアイボリー ポリッシュシルバー ポリッシュシルバー

⽞関ポーチタイル
せっ器質タイル施釉 t=9㎜/㈱LIXIL/グッドフロアセレクション

ライムアレーナ/LN-12 マルモアート/MA-12 アンビスレート/AS-14 ラピアート/LA-11

無
化粧板 t=3㎜/住友ベークライト㈱
/ポリカエース ⾊:ブラウンスモーク

化粧⽊製格⼦ ⽶松特等 60×45
 ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱

/キシラデコール/#103チーク

無 FRP防⽔ ⽇本特殊塗料㈱/タフシール防⽔⼯法 ⾊:グレー

外装アクセント

無
デザイン⼿摺 H800（壁⽴上り500）

YKKAP㈱/シンプレオフェンス
P1型/B7カームブラック

デザイン⼿摺 H800（壁⽴上り500）
YKKAP㈱/ルシアスフェンス
H05型/B7カームブラック

ホワイト シャイングレー ブラック
オーバーハング⽔切

ガルバリウム鋼板＋アルミ⽔切 D25㎜/旭トステム外装㈱/WGVW+WGLZ028 （ホワイト）

無

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 縦
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 横貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ガルステージクリアJ/Fダークメタリッ
ク

無 無

⼟台⽔切
アルミ⽔切 D55㎜/旭トステム外装㈱/WGLZ

018 ホワイト 418 シャイングレー 218 ブラック

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
仕上︓⽊質パネル（レッドシダー） t=18㎜ 縦貼 真鍮釘打
ち/チャネルオリジナル㈱/T&G Panel ナチュレウォール
 ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱/キシラデコール
/#114ワイス

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 横
仕上︓⽊質パネル（レッドシダー） t=18㎜ 縦貼 真鍮釘打
ち/チャネルオリジナル㈱/T&G Panel ナチュレウォール
 ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱/キシラデコール
（無着⾊）

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t=14㎜ 縦貼
ニチハ㈱/モエン⼤壁⼯法専⽤板/モエンパネルW WLX100
仕上︓ガルバリウム鋼板 t=0.35 AT式貼
⽇鉄住⾦鋼板㈱/遮熱耐磨摩カラーGL/No523 耐摩ブルー

無外壁

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 横
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/ガルブライト JF/Fネオホワイト

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
仕上︓⾦属系サイディング t＝15㎜ 横貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ビレクト/Fマットブラック

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 横
仕上︓⾦属系サイディング t＝15㎜ 縦貼 釘打ち/
アイジー⼯業㈱/SF-ガルステージシャインJ/Fネオブラック

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 横
仕上︓⾦属系サイディング t＝15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ガルスパンJ/Fネオブラック

遮熱シート/㈱オズワークス/ABSS（オズシルバー）
透湿･防⽔･防⾵シート/旭･デュポンフラッシュスパンプロダクツ㈱/タイベックRシルバー・ブラッシングシート・ストレッチガード

防⽔テープ/⽇本住環境㈱/NJKテープシリーズ/W50⽚⾯ ツーエステープ50、W75両⾯ ユーイーテープ75

軒天
不燃軒天材 t=6㎜ 平/⽇本防⽕ライト⼯業㈱/アスノン+カチオン系NADアクリル樹脂塗装/⽇本ペイント㈱ ケンエースG-Ⅱ

⾊番 H22-90A ⾊番 HN-45 ⾊番 H15-40D

有

無 有

笠⽊ 無
ガルバリウム鋼板 t＝0.35/⽇鉄住⾦鋼板㈱

遮熱耐磨摩カラーGL/No540

ニクスカラーつやあり/ホワイト 遮熱耐磨摩カラーGL/No540 遮熱耐磨摩カラーGL/No540

遮熱耐磨摩カラーGL/No540 耐摩ブラック

破⾵
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W150㎜

⽇鉄住⾦鋼板㈱
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W210㎜

⽇鉄住⾦鋼板㈱
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W180㎜

⽇鉄住⾦鋼板㈱

屋根
Asシングル葺

オーウェンスコーニングジャパン(合)
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 ⽴平葺

⽇鉄住⾦鋼板㈱
オークリッジスーパー/テラコッタブレンド

luce ルーチェ-2F forestaフォレスタ-2F noble ノーブル-2F heritage ヘリテイジ-2F
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外装

樋

雪⽌め

屋根遮熱シート

外壁防⽔シート

ベランダ

ポスト・表札
シャイングレー-ホワイト ホワイト-ホワイト シャイングレー-ホワイト オータムブラウン-ホワイト

オプション⼯事

ブラックウォールナット クリエホワイト オータムブラウン ゼンオーク

窓・ガラス
樹脂-Low-e 複層ガラス Arガス⼊ 樹脂スペーサー/㈱LIXIL エルスターS

フィネッツァ/FN-11 アンビスレート/AS-14 マルモアート/MA-12

⽞関ドア
⽚袖FIX付⽚開きドア K2 ㈱LIXIL ジェスタ2 M17

⽞関ポーチタイル
せっ器質タイル施釉 t=9㎜/㈱LIXIL/グッドフロアセレクション

無 ※CON⾦ゴテ仕上
せっ器質タイル施釉 t=9㎜/㈱LIXIL/グッドフロアセレクション

窓化粧幕板 塩ビ鋼板 W90 t=17㎜
城東テクノ㈱/PW窓モール/

PW-MN9025-L27 ライトチーク
無

化粧柱（構造柱）⾚松、化粧⽊製格⼦ ⽶松特等60×45
⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱

/キシラデコール #105 カスタニ

無

FRP防⽔ ⽇本特殊塗料㈱/タフシール防⽔⼯法 ⾊:グレー 無

外装アクセント

化粧柱（構造柱） ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱
/キシラデコール ＃111 ウォルナット

無
シャイングレー ホワイト

オーバーハング⽔切
ガルバリウム鋼板＋アルミ⽔切 D25㎜/旭トステム外装㈱ ガルバリウム鋼板/旭トステム外装㈱/WGVW001のみ ガルバリウム鋼板＋アルミ⽔切 D25㎜/旭トステム外装㈱

無

下地︓通気胴縁 t=18㎜ 横
仕上︓⽊質パネル（レッドシダー） t=18㎜ 縦貼 真鍮釘打
ち/チャネルオリジナル㈱/T&G Panel ナチュレウォール
 ⽊材保護塗料2回塗/⼤阪ガスケミカル㈱/キシラデコール
#110オリーブ

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 縦
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 横貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ガルステージクリアJ/Fシャンパンメタ
リック

無

⼟台⽔切
アルミ⽔切 D55㎜/旭トステム外装㈱/WGLZ

418 シャイングレー 418 オータムブラウン

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 横
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/ガルブライト JF/Fネオホワイト

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
ニチハ㈱/モエン⼤壁⼯法専⽤板/モエンパネルW WLX100
仕上︓⼤壁⼯法指定弾性塗材/アイカ⼯業㈱/ジョリパッド
スクラッチライン T1022

無

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
㈱LIXIL/はる壁君専⽤パネル
仕上︓せっ器質タイルt=12㎜/㈱LIXIL/はる壁君HALAGEシ
リーズ ジオクラシコⅢ

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
㈱LIXIL/はる壁君専⽤パネル
仕上︓せっ器質タイルt=12㎜/㈱LIXIL/はる壁君 アステル
ト

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 縦
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 横貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/SF-ガルステージクリアJ/Fダークメタリッ
ク

外壁

⾊番 HN-67 YL142 ティンバーブラウン
遮熱シート/㈱オズワークス/ABSS（オズシルバー）

透湿･防⽔･防⾵シート/旭･デュポンフラッシュスパンプロダクツ㈱/タイベックRシルバー・ブラッシングシート・ストレッチガード
防⽔テープ/⽇本住環境㈱/NJKテープシリーズ/W50⽚⾯ ツーエステープ50、W75両⾯ ユーイーテープ75

軒天
不燃軒天材 t=6㎜ 平/⽇本防⽕ライト⼯業㈱/アスノン+カチオン系NADアクリル樹脂塗装/⽇本ペイント㈱ ケンエースG-Ⅱ 不燃軒天材 t=12㎜ 平/ニチハ㈱/軒天12 ⽊⽬調

⾊番 HN-72 ⾊番 H22-90A

下地①︓通気胴縁 t=18㎜ 縦
下地②︓窯業系サイディング t＝14㎜ 縦貼
ニチハ㈱/モエン⼤壁⼯法専⽤板/モエンパネルW WLX100
仕上︓⼤壁⼯法指定弾性塗材/アイカ⼯業㈱/ジョリパッド
アンティークストーン T1000

下地︓通気胴縁  t=18㎜ 横
仕上︓⾦属サイディング t=15㎜ 縦貼 釘打ち
/アイジー⼯業㈱/ガルブライト JF/Fネオホワイト

有

有 無 有

笠⽊
ガルバリウム鋼板 t＝0.35/⽇鉄住⾦鋼板㈱

無
遮熱耐磨摩カラーGL/No537

ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W180㎜
⽇鉄住⾦鋼板㈱

ガルバリウム鋼板 t＝0.35 W210㎜
⽇鉄住⾦鋼板㈱

遮熱耐磨摩カラーGL/No537 遮熱耐磨摩カラーGL/No521 遮熱耐磨摩カラーGL/No538

遮熱耐磨摩カラーGL/No537 ハーバードストレート 遮熱耐磨摩カラーGL/No521 遮熱耐磨摩カラーGL/No538

破⾵

屋根
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 ⽴平葺

⽇鉄住⾦鋼板㈱
Asシングル葺

旭ファイバーグラス㈱/リッヂウェイ
ガルバリウム鋼板 t＝0.35 ⽴平葺

⽇鉄住⾦鋼板㈱

laybricks レイブリックス-2F nagomi なごみ-2Fgenie ジェニー-2F resti レスティー-2F



資材リスト-その他（全てのデザイン･平屋と２F共通）
構造･下地⽊材
⽊材
⾦物⼯法
合板類
内装・造作・備品

壁

天井

⼱⽊
廻縁
⽞関上框
⽞関収納
階段
階段⼿摺
内部建具
窓枠
浴室⼊⼝枠
洗濯機ライニング天板

床下点検⼝（床下点検⽤）

床下点検⼝（N-Airシステム専⽤）

床下点検⼝（ルフロ専⽤）
天井点検⼝（内部）
天井点検⼝（天井エアコン専⽤）
天井点検⼝（外部）
鋼製束
防腐・防蟻処理剤
紙巻器（PH）
タオルリング（TR）
造作⽤集成材
UT造作
化粧台脇造作
WC造作
枕棚・中段棚・ハンガーパイプ
可動棚（側受）
可動棚（正⾯受）
主要設備
ＵＢ

Ｋ

⾷器棚・家電収納

洗⾯化粧台

便器
その他設備
給排⽔給湯設備
電気設備
TVドアホン
住宅⽤煙感知式⽕災報知器
換気扇外部フード  /同上専⽤防⽔処理部品

⼤建⼯業㈱/煙当番 SA05-1
寒冷地対応アルミ製/㈱更科製作所/CCシリーズ CC-100SM-K（100Φ）※UBは防⾍網無 CC-150SM-K（150Φ）  /防⽔パッキン/⽇本住環境㈱/ドームパッキン

洗濯機⽔栓︓混合栓/㈱タブチ/SP1200、その他資材は法令・規則を遵守の上、選定
引込⼯事︓壁直接、分電盤︓パナソニック㈱/ヘムス対応、その他資材は法令・規則を遵守の上、選定

録画機能付/パナソニック㈱/どこでもドアホン VL-SV38XL

オプション⼯事 既製品︓南海プライウッド㈱/Cシリーズ
オプション⼯事 棚板、仕切板︓シート貼棚板/アイカ⼯業㈱/ECA5414K3D2（t=20㎜、W=450㎜）、ECA5414K2D2（t=20㎜、W=300㎜）  棚柱、⾦具︓ジャパン建材㈱/LA-601,604,611

オプション⼯事 棚板︓シート貼棚板/アイカ⼯業㈱/ECA5414K3D2（t=20㎜、W=450㎜）、ECA5414K2D2（t=20㎜、W=300㎜）  棚柱、ブラケット︓南海プライウッド㈱/アームハング棚柱SSシリーズ

オリジナル︓コンビニエントカウンター
オリジナル︓シキリニッチ

オリジナル︓キャビコシカベ

オリジナル︓オーク集成材タオル掛/OSCL塗装
オーク集成材 t=20、25、30㎜

アルミ製450□ /㈱ダイケン/CDL-45
H=350㎜⽤/㈱タナカ/スチール束 ニュージャッキー AA4935

塗布材︓フクビ化学⼯業㈱/アリダン乳剤NEO ANNG15L

オプション⼯事 樹脂製600□/フクビ化学⼯業㈱/T-095サイズ特注

YKKAP㈱/ラフォレスタ/LBW WA222-40

樹脂製600□/城東テクノ㈱/⾼気密型床下点検⼝（標準型）/SPF-6060F12

オプション⼯事 樹脂製600□/澄家DC-S純正品

㈱LIXIL/CF-AA64

オリジナル︓サプライズ⽞関収納
既製単板貼階段/㈱ウッドワン/LV階段（側板、⼱⽊無）※平屋は無

オリジナル︓オーク集成材⼿摺/OSCL塗装

オプション⼯事 樹脂製600□/フクビ化学⼯業㈱/T-095サイズ特注
樹脂製450□/フクビ化学⼯業㈱/T125-4A

床

LD・ホール①︓無垢フローリング t=15㎜/チャネルオリジナル㈱/オークナチュラル クリヤオイル塗装品※なごみのみ⼀部MDFタタミ/⼤建⼯業㈱/ここち和座
K・ホール②・UT・WC︓フロアタアイル t=3㎜/㈱サンゲツ HFLOOR

エントリー︓フロアタアイル t=3㎜/㈱サンゲツ HFLOOR
⾃由設計ホール︓複合フローリング t=12㎜/㈱ウッドワン/コンビットグラードプラス

ST︓当社指定品（B品が基本）

構造材︓⾚松集成材、その他︓杉KD
㈱タツミ/テックワン⼯法

オプション⼯事

Ｗ1200カウンターベッセルタイプ洗⾯化粧台/㈱ウッドワン/無垢の⽊の洗⾯※省エネ⽔栓標準

タンクレス便器/㈱LIXIL/プレアスLS※省エネ⽔栓標準

全てF☆☆☆☆、部位により耐⽔性能を考慮して選定したものを使⽤

⼾建⽤ユニットバス1616/㈱LIXIL/ アライズ Zタイプ※省エネ⽔栓標準

ペニンシュラシステムキッチン/タカラスタンダード㈱/グランディア※省エネ⽔栓標準

既製⼱⽊（MDF）ｸｯｼｮﾝ付 H=31mm/YKKAP㈱/LBW HU-40、TY2K-39140、TY2K-39141（ST内でPB現しの時︓既製雑⽊摺A 7×20/YKKAP㈱/LBW MM-40、TY2K-39142、TY2K-39143）
無（ST内でPB現しの時のみ取付︓既製雑⽊摺A 7×20/YKKAP㈱/LBW MM-40、TY2K-39142、TY2K-39143）

突板 165×65/㈱ウッドワン/上り框

ST以外︓PB t=12.5㎜貼+ビニルクロス/㈱サンゲツ SP ※キッチンのサイドの壁︓ホーローキッチンパネル/タカラスタンダード㈱
ST︓PB t=12.5㎜現し

ST以外︓PB t=9.5㎜貼+ビニルクロス/㈱サンゲツ SP
ST︓PB t=9.5㎜現し

ホール①-LDK部、平屋のLDK-ST部/㈱LIXIL ヴィンティア とチャネルオリジナル㈱/オリジナルオーク無垢建具、それ以外YKKAP㈱/ラフォレスタ
MDF窓枠 ⼀般窓⽤︓YKKAP㈱/ラフォレスタ 縦横 LBW WA108 ⽞関ドア⽤ 縦 LBW WB117 横 LBW WB114

樹脂製ドア枠︓城東テクノ㈱/SP-8003
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