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外部仕様 (本仕様はシステムキッチン・浴室・洗面所・玄関ﾄﾞｱ・各1ｾｯﾄの場合とする） 構造仕様※構造材はプレカットとする。

１０５×１０５　集成材柱

仕様仕様

基礎

モルタル毛引仕上げ基礎廻り

玄関ポーチ床
 300×300

LIXILタイル グレイスランド（12色）
0.75坪（ステップ1段まで）

各部名称 各部名称

フクビ　土台パッキン工法

フクビ　鋼製束束

屋根
クボタ松下　ｺﾛﾆｱﾙｸﾞﾗｯｻ
*雪止め（上屋のみ）
「色10年保証」

メタルジョイント、ドリフトピン金物

内装材

ノダ（ｱｰﾄｸﾁｭｰﾙ・ﾓｰﾄﾞｺﾚｸﾄより選択）
*ｱｰﾄｸﾁｭｰﾙはハイタイプ選択可
*ﾓｰﾄﾞｺﾚｸﾄは7尺タイプとする
※トイレ・脱衣室の扉は7尺タイプとする
※廻り縁不使用

床下点検口
（2ヶ所）

城東テクノ（高気密） 　600×600　1ヶ所
　　　　　　　　　　　　　　600×450　1ヶ所

雨樋
ノキ樋（塩ビ角樋）
たて樋（塩ビ丸）

外水道 散水栓

床：押出ポリスチレンフォーム 65㎜
壁：　　　　 　　　〃　　　　　  　65㎜
天井：高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ14ｋ　155㎜

ノダ　構造用ハイベストウッド 9mm
※壁量は1.1倍程度を基準とする
　　　　　　　　 真壁施工（ﾊﾟﾈﾙ）

耐力壁

YKKap
　　　樹脂窓（APW330）
　　　全窓：Low-E複層ガラス使用
                      （ブルーガラス）
　　　シャッター　電動→掃出し窓全て
　　　　　　　　　　手動→引違い窓
　　　クリアネット網戸
　　　1F 浴室のみ面格子付

床下換気

断熱材

外部建具
（サッシ）

旭化成
　ﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄﾞ　厚=37ﾐﾘ
　仕様書内掲載品より2柄選択
　イベリアン2色仕上げ

玄関ドア

YKKap
  スマートドアヴェナート　D2
　　　スマートコントロールキー（NEWポケット）
     インターフェースユニット付き

外壁

防火破風　14㎜　塗装仕上げ

各部名称 仕様

ベランダ 防水ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　1.5坪 （物干し2本1ｾｯﾄ付）軒天換気口 BK45（大建工業）

土台 １０５×１０５　集成材

床 1F・ ２Ｆ 構造用合板   24㎜

土台・柱 防虫処理GL1000以上

ベタ基礎シングル配筋ＧＬより400
防湿フィルム
鉄筋オール13mm　250ﾋﾟｯﾁ

軒天井
DAIKEN　ダイライト軒天30
　　　　　12㎜　塗装仕上げ

破風

標準仕様書 HABITERプラン（2022.07）
（28坪以上の建物を標準とする）

省エネ基準適合住宅

Ｐ＆Ｃ-ＭＪシステム工法
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内部仕上表 HABITER

その他

その他

ホスクリーン（2本1ｾｯﾄ）

天井点検口（気密タイプ）

住宅用火災警報器

居室 〃

その他

玄関
タイル
300×300

PB(GB-R)12.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

PB(GB-R)9.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

手摺・下駄箱
※ＳＩＣは1坪までとする

階 室名 床 壁 天井

ｶﾞﾗｽ戸3尺　1ヶ所

洗濯パン
（640×640）

内障子はなしとする
*和室天井は別

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜ 〃 〃

階 室名 床 壁 天井

1

〃 〃

玄関ホール
廊下

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜ 〃 〃

リビング 〃 〃 〃

台所 〃 〃

脱衣所
（造作）

CF（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）
又は

特殊加工シート床材
〃 〃

洋室

〃

洋和室 ﾀﾀﾐ大建 〃 〃

ｼｬﾜｰﾄｲﾚ・収納ＢＯＸ
手摺

浴室
(ユニット）

FRP 壁パネル フラット天井 換気暖房乾燥機（100V)

便所
CF（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）

又は
特殊加工シート床材

〃 〃

廊下

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜
PB(GB-R)12.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

PB(GB-R)9.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

便所
CF（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）

又は
特殊加工シート床材

〃 〃
ｼｬﾜｰﾄｲﾚ・収納BOX

手摺

洋室

クロゼット 枕棚・パイプ・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ扉（8尺フラットタイプ）

〃
PB(GB-R)12.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

PB(GB-R)9.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

階段
モードコレクト

or
アートクチュール

〃 〃 手摺

2

押入 枕棚・中段棚・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ扉（8尺フラットタイプ）

押入 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜ さわやか押入ボードさわやか押入ボード
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HABITERプラン（2022．07）
衛生設備仕様

ガス設備（LPG標準）

電気設備仕様

オール電化仕様　＊別途費用

（扉）　D・S・Q・N・Y・Zシリーズ　　（天板・シンク）人造大理石
（キャビネット）ブルモーション・フロアスライド
（換気扇）サイドサイクロンフード
（食洗機）リンナイ製　RKW404ASV

選択
項目

☆加熱機器☆
IHﾋｰﾀｰ（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製）　or　ﾊﾟｰﾙｸﾘｽﾀﾙﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ（ﾘﾝﾅｲ製）

☆水栓☆
ｸﾞｰｽﾈｯｸ水栓＆専用浄水器　　or　　ﾀｯﾁﾚｽﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ水栓

☆カップボード☆
スライドストッカー　　or　　家電収納+吊戸タイプ

ｽｸｴｱﾌﾟﾗﾝD1010    　　 ｽﾘﾑﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟD888
ｽﾘﾑｽﾃｯﾌﾟ対面D888                Ｉ型プラン

選択
形状

シ
ス
テ
ム
キ
ッ

チ
ン

TOCLAS　Kitchen　Berry（W2550）

共通
標準
項目

防犯カメラ

ポーチライト

アース付コンセント

居室以外（台所含む）

各部名称

照明器具

換気扇

TV端子　全居室（台所以外）

24時間換気システム 第３種換気システム

パナソニック　どこでもドアホン

スイッチ

設置箇所

ＴＥＬ配管

TV配線各部屋　２ヶ所　・　廊下　２ヶ所

ワイドスイッチ

各部名称

コンセント

インターホン

3路スイッチ

専用回路 エアコン用　居室（台所以外）

屋外コンセント 給湯器用1ヶ所　・　その他1ヶ所

標準該当箇所ダウンライト（ＬＥＤ）

階段　・　1F廊下　・　2F廊下

エ
コ
キ
ュ
ー

ト

[コロナ]
フルオートタイプ

  370L　薄型
　省スペースタイプ
　（ｲﾝﾀｰﾎﾝﾘﾓｺﾝ）

幅
     1090㎜

奥行き
        450㎜

高さ
      1,890㎜

造作施工

ユ
ニ
ッ

ト
バ
ス

ドアホン連動タイプ　1台

センサー付（ＬＥＤ）

キッチン・トイレ・ユニットバス

洗濯機・冷蔵庫・キッチン・トイレ

ガ
ス
業
者
（

選
択
）

設置箇所

ＴＥＬ　１ヶ所

LIXIL製（2ヶ所）

シャワートイレ
壁リモコンタイプ（1台）
便座横操作タイプ（1台）

ニチガス　又は　秦野ガス

厚木ガス（半径20km以内）

16インチ　浴室テレビ

又は

温水式床暖房（15帖相当）
［造作工事が必要になる為
別途費用発生いたします］

換気乾燥機（設置条件：外壁面）
+

ガスファンヒーター

給湯器 24号エコジョーズ

 TOCLAS　Bathroom　YUNO（1坪）

【共通標準項目】 【選択項目】

・フラット天井
・人造大理石ﾊﾞｽﾀﾌﾞ
・保温浴槽+断熱合せフ
タ
・ハイロングミラー
・換気暖房乾燥機（100V)
　　　（ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ1本)
・LEDダウンライト2灯
・スライドバー

☆ﾊﾞｽﾀﾌﾞ形状☆

ブロッコタイプ

or

エルゴタイプ

☆機能セット☆
＜ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｾｯﾄ

＞
　サウンドシャワーe

＋
　フレッシュジェットe

 or
＜お掃除浴槽＞

ト
イ
レ

付属備品

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ（1個用）
タオルリング・壁収納・手
摺

洗
面
脱
衣
室

　洗面化粧台：　TOCLAS　エポック
W750

　（３面鏡・洗髪シャワー水栓・LED照
明）

　洗濯用防水パン　640×640サイズ
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HABITER

＜その他標準仕様詳細・別途費用等＞
◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

・

・

◇

＜別途工事・別途費用＞

カーテンレール　1間幅　¥5,500／ヶ所　製品：V17（タチカワ製）

※違法になる建築工事は請負兼ねます。　　　　　　　　　　　　（価格は全て税込み）

・土地の形状、高低差によって別途工事費が必要になる場合があります。

・居室照明器具 ・アンテナ工事 ・深基礎工事費用 ・ポンプ車等

・地盤改良工事費用

パワーボード縦張り施工はご対応できません

その他標準仕様以外はオプションとする。

　　＊地盤改良工事で出た残土については、工事を行った業者が処理する

・都市ガス及び集中ガスの配管・給湯器・浴室ＴＶ

サッシ数を右記記載の計算方法により算出し、それよりも増えた分については別途費用となります。

クロスは量産品仕上げとする。（種類によっては下地や目地の出やすいものがありますのでご了承ください）

残土処分費用　坪×\3,300

・床暖房 ・太陽光発電 ・外構工事 ・解体工事 ・浄化槽（工事）

坪数が28坪未満の建物については、　　減坪　0.1坪×￥1,100の差額費用がかかります。

・地盤調査（SDS方式による）費用　　保証付　\88,000

＊当社にて地盤調査を行わない場合、工事着工前に必ず地盤調査報告書を提出して下さい。提出がない場合、工事着工できません。

・現場の状況により、道路使用許可・交通誘導員・作業車両用駐車場が必要になる場合

・上下水道取出工事及び水道加入金　※建築地によって別途申請費がかかる場合があります。

・住宅メンテナンスシステム（5年間点検パック）￥16,500

当社仕様に関して、やむなく変更する場合があります。

・雨水接続工事（雨水処理は宅地内に浸透桝処理を基準とする）

天井の高さは洋間2400㎜までとする。ただし建築基準法上天井高さが取れない場合は法規にしたがう。

基本照明の選択はできませんので予めご了承ください。

産業廃棄物処理費用　坪×\11,000　*但し28坪以下の場合は\308,000とする。

当社指定のプロパンガス業者とする。（15年間供給条件）

下屋は1ヶ所（2帖）までとする。それを超える部分に関しては\82,500／帖

収納の基本仕様は、各部屋1ヶ所H8尺×W6尺タイプ、階段下１ヶ所観音開き（W3尺タイプ）とする。

キッチン・浴室・脱衣所は1階に設置を基本とする。

屋根勾配は、5寸勾配を基準とする。5寸を超える勾配は追加とする。

※各室小窓サイズ※

浴室 W074 H07
脱衣室 W036 H05
トイレ W036 H05
その他 W026 H09

※サッシ数算出方法について※

建坪に0.6（弊社設定係数）を掛ける
小数点以下は切り捨てとする

例） 26坪なら
26.00 × 0.6 ＝ 15.6 → 15ヶ所

28坪なら
28.00 × 0.6 ＝ 16.8 → 16ヶ所

30坪なら
30.00 × 0.6 ＝ 18.0 → 18ヶ所

左記サッシ数のうち

W165サイズの掃き出し窓を3ヶ所まで
W16509サイズの引違窓を4ヶ所まで
その他、小窓対応とする （掃出し窓は高額なため）

※増坪5坪毎にW165サイズの掃出し窓及び腰窓相当のものが1ヶ
所づつ増えても可とする

例）38坪なら
38.00 × 0.6 ＝ 22.8 → 22ヶ所
内訳： 掃出し16520×2ヶ所・掃出し16518×3ヶ所・

引違16509×6ヶ所・その他小窓×11ヶ所 合計 22ヶ
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   株式会社　森材木店

 

ベタ基礎 基礎配筋工事

鉄筋はすべて１３mm
筋を使用しています

ベース配筋250ピッチ

立上り縦筋250ピッチ

立上り横筋200ピッチ

で組んでいます

お客様に安心してい

ただける基礎です
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グラッサ・ブラック

ＣＣ562

グラッサ・メロウオレンジ

ＣＣ523

グラッサ・グラスブラウン

ＣＣ591

■カラーバリエーション

■形状図

一般名称

平形屋根用スレート

不燃材認定番号

ＮＭ-2093

屋根30分耐火構造
FP030RF-1935

（硬質木片セメント板18mm以

コロニアルグラッサ
スマートな印象の横一文字葺。

味わい深いグラデーションを、グラッサコートで守る。

※写真などは印刷色のため実際と色合いが多少異なります。色合わせにはサンプルをご利
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　株式会社　森材木店

接合強度約１.５倍

壁倍率：最大4倍

ホールダウン金物とホゾパイプ

引抜き強度約２.５倍

土台は【ヒノキ集成材】 使用

柱・梁をふんだんに使った

本格木造軸組工法！

●一般在来工法

構造材の仕口の断面欠損率は、
一般在来工法の約１/４

●メタル・ジョイント

柱・梁は【集成材】 使用
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　株式会社　森材木店

●加振した巨大地震の再現地震波

震　度 　

１回目 6 強

２回目 7

３回目 －

４回目 －

５回目 6 強

※ＪＭＡ神戸波・・・ 1995年1月17日 兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）の際、神戸海洋気象台で観測された南北方向の地震波。

※ＪＭＡ川口波・・・ 2004年10月23日 新潟県中越地震の際、川口町観測地点で観測された東西方向の地震波。

※ＢＣＪ波レベル１・・・ 財団法人 日本建築センターの模擬地震波で、建築基準法で定める中地震程度の地震波。

※gal　(ガル)・・・ 加速度の単位で、一定時間内に起きた速度の変化のことで、１ガルは毎秒１センチメートルずつ加速していくことを意味します。

※マグニチュード・・・ 地震で放出されたエネルギーのことで、地震そのものの規模を示します。

※震　度・・・ 地震が観測された各地点における地震の揺れの大きさを段階ごとに表す単位です。

ＪＭＡ川口波　ＥＷ成分　１００％

最大加速度

８１８gal

２０３６gal

地震の名称 マグニチュード加振波

ＪＭＡ神戸波　ＮＳ成分　１００％

２０７gal

９００gal

1995年 兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災）

ＢＣＪ波レベル１　１００％

ＪＭＡ神戸波　ＮＳ成分　１１０％

ＪＭＡ神戸波　ＮＳ成分　１００％ ８１８gal 7.3

7.3

6.8

－

－

1995年 兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災）

2004年 新潟県中越地震

日本建築センター
模擬地震波

1995年 兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災）の１.１倍

防 災 科 学 技 術 研 究 所 （ つ く ば 市 ） に て

実 物 大 ・ 耐 震 実 験 を 実 施 ！

連続５回の巨大地震波にも耐えた Ｐ＆Ｃ-ＭＪシステム
優れた耐震性能が実証されました！！

●独立行政法人 防災科学技術研究所

当社モデルハウス

加振中
加振後

２０１４年５月１０日 新装オープン

※長期優良住宅で建築する場合、別途諸経費が掛かります。

長期優良住宅に対応できます
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※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。

Ａ Ｐ Ｗ ３ ３ ０『 窓 』

プ ラ ン
APW330は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。
※オーダーサイズなど一部「4つ星」に適合しない商品があります。
（試験方法／JIS A 4710-2004に準じた社内試験）

施工例

エアコンの仕事を
減らす窓。
つまり、エコな窓です。

ご存じでしたか？ 部屋のいごこちは、窓の選び方ひとつで、大きく変わってくることを。
いい窓は仕事をします。部屋の空気を気持ちいい温度に保ってくれます。窓際の日差しや冷気にだって負けません。
だから、エアコンも一日中がんばらなくていい。これから選びたいのは、そんなふうに住む人と環境のことを考えた「エコな窓」です。

樹脂の窓
だからこそ
できることが
あります。

窓は「環境性能」で選ぶ時代です。
エコロジーに対する意識が高まり、家の窓も“環境への配慮”が問われる時代になりました。
そこで注目を集めているのが「樹脂窓」。断熱性に優れ、冷暖房の消費エネルギーを大幅に抑えられます。
APW330は、そんな環境性能とデザイン性を高い次元で兼ね備えた、新しい樹脂窓です。

エコロジー
エアコンの仕事を減らすことは
住まいから排出されるCO2を

大幅に減らすこと。
地球温暖化防止に貢献します。

快適性
国内最高水準の断熱性能を持つ樹脂窓は

熱の出入りを抑えます。
だから部屋の中はいつも快適。

デザイン・
高品質

どんな住宅とも調和する
シンプルで洗練されたデザイン。

さらに、安心のメーカー10年保証を
実現しました。

屋根5%

換気
15%

外壁
19%

床9%

52%

室温20℃

窓

窓は“ 熱の出入り”がいちばん多い場所です。

冬、暖房で暖められた熱の約半分は窓から失われます。また、夏に室内へ流れ込む熱の
約7割は窓から入ってきます。部屋のいごこちは窓の断熱化で変わる、という理由がここにあります。

屋根6%

換気
5%

外壁
12%

床3%

冬 に流出する熱の割合 夏 に流入する熱の割合

外気温 33.4℃
外気温 0.5℃

選定日:日平均外気温の最大日、
8月10日14~15時、東京

選定日:日平均外気温の最低日、
2月24日5~6時、東京

室温27℃

74%
窓

※「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプランにおける例で、AE-Sim/Heatによる当社の計算結果より。
窓種：アルミ（複層ガラス）

kanno
長方形



※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。

Ａ Ｐ Ｗ ３ ３ ０『 窓 』

プ ラ ン

【 準 防 火 対 応 仕 様 】 A P W 3 3 0 防 火

■シャッター付引違い窓
テラスタイプ（電動）

■たてすべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

■シャッター付引違い窓
窓タイプ（手動）

■すべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

■ＦＩＸ窓

□オペレーターハンドル □オペレーターハンドル

『 窓 』

カラーバリエーション

単体

■引違い窓（単体）

面格子付

外観

Ａ Ｐ Ｗ ３ ３ ０ ※ 防 火 仕 様
APW330は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。
※オーダーサイズなど一部「4つ星」に適合しない商品があります。
（試験方法／JIS A 4710-2004に準じた社内試験）

樹脂

室内側：Low-Eガラス

室外側：網入ガラス

アルミスペーサー

網入複層ガラス仕様

断熱性に優れ、冷暖房の消費エネルギーを
大幅に抑えられます。
APW ３３０は、そんな環境性能とデザイン性を
高い次元で兼ね備えた、新しい樹脂窓です。

アルゴンガス入

外 観

ラチス格子

テラスタイプ（手動）

※1箇所（標準）

ナチュラルクリア

ブラウンプラチナステンブラック

内観色

外観色

ホワイト

ダークブラウンホワイト

※ツーアクション窓の内観色はホワイトのみです。片引き窓・両袖片引き窓は内外ホワイト色のみの設定です。

ブラック
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※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。

Ａ Ｐ Ｗ ３ ３ ０『 窓 』

プ ラ ン

【 一 般 地 域 仕 様 】 A P W 3 3 0

『 窓 』

カラーバリエーション

■シャッター付引違い窓
テラスタイプ（電動）

■たてすべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

■シャッター付引違い窓
窓タイプ（手動）

■すべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

■ＦＩＸ窓

□オペレーターハンドル □オペレーターハンドル

単体

面格子付

■引違い窓（単体）

内観

外観

外観

APW330は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。
※オーダーサイズなど一部「4つ星」に適合しない商品があります。
（試験方法／JIS A 4710-2004に準じた社内試験）

Ａ ＰＷ３３ ０ ※非防火仕様

樹脂

樹脂

Low-E複層ガラス
ガラス溝幅 ２２mm

アルミスペーサー仕様

アルミスペーサー

断熱性に優れ、冷暖房の消費エネルギーを
大幅に抑えられます。
APW ３３０は、そんな環境性能とデザイン性を
高い次元で兼ね備えた、新しい樹脂窓です。

アルゴンガス入

外 観

テラスタイプ（手動）

※1箇所（標準）

ナチュラルクリア

ブラウンプラチナステンブラック

内観色

外観色

ホワイト

ダークブラウンホワイト

※ツーアクション窓の内観色はホワイトのみです。片引き窓・両袖片引き窓は内外ホワイト色のみの設定です。

ブラック
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※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。

Ａ Ｐ Ｗ ３ ３ ０『 窓 』

プ ラ ン

■クリアネット網戸
■通風性 さわやかな風をより多く

■防虫性 虫がより入りにくく

■清掃性 お掃除がお手軽に

■眺望性 よりクリアな眺めに

細い線径で、風の通る面積を大きくすること、風の抵抗を小さくすることを実現し、ブラックネットより通風量
が約２割多くなります。
（ロール網戸の開口率は、ブラックネットの場合６６％、クリアネットの場合７１％となります。）

ブラックネット クリアネット

パネル系網戸の糸の線径はブラックネットの場合０．２５mm、クリアネットの場合０．１５mmと、約６割の細さを
実現。(ロール網戸の糸の線経は、ブラックネットの場合０．２８mmクリアネットの場合０．２２mmとなります)。
ネットが視界を妨げないので、景色がクリアに見えて部屋に開放感が生まれます。

網目をブラックネットの１８メッシュから２４メッシュへと細かくし、開口０．９mm角を実現。(パネル系網戸の場合）

小さい虫の進入をより防ぐことができます。＊メッシュ：１インチ（２５．４mm）間の網目の数を表す単位

糸と糸の交差部を融着する技術により、
ホコリが隙間に入りにくい構造にしました。
凹凸も小さくなり、お掃除がより手軽に
なりました。

１８メッシュ
開口１．２mm角

２４メッシュ
開口０．９mm角

融着
すき間なし

すき間あり

線径０．２５mm
（ロール網戸 ０．２８mm）

線径０．１５mm
（ロール網戸０．２２mm）

細い

細かい

ネット色：ブラック（イメージ）

ブラックネット クリアネット

ブラックネット クリアネット

■安心 ■使いやすさ

テラスサイズは開閉し
やすい外部引手付き。
※室内側は形材引手

脱輪防止機構付戸車を採用。
網戸が浮いても、戸車がバネで
押されレールから外れるのを
防ぎます。安全性を更に高め
ました。

６８％ ７４％

ブラックネット クリアネット

（通風量は当社試験結果より）

単位面積当りの開口率

※ロール網戸の場合６６％ ※ロール網戸の場合７１％
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HABITER仕様
断熱材について

天井断熱材
高性能グラスウール14K 155㎜ 床断熱材・壁断熱材

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板65㎜
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森材木店                                                                         

TOCLAS KITCHEN 

※画像はイメージです。実際のプランとは異なります。 

SPECIAL PACKAGE Ｄ1010スクエアプラン Ｗ2550 

※ダイニング側シンク裏キャビネットの引出は開きません。 

1010 

  mm 

■カウンター 
■ダイニング側 

ダイニング側には上段引出
し付開き扉収納をご用意 

上段引出しと開き扉を備えたタイプ。 
開き扉収納部は有効奥行300㎜。 
ダイニング・リビング用の収納とし
ても活用いただけます。 

奥行1010mmの余裕のカウンター 
スペースが魅力のオープンキッチン 

カウンターは、天面につなぎ目、段差
がないフラットな仕上がり。 
ゆとりの広さで、ダイニング側での調
理・配膳利用でも余裕が生まれます。 

キッチンの両側から、水まわりに 
アクセスできることが大きな魅力。 
向かい合って会話を楽しみ 
ながら、調理がはかどります。 

毎日にゆとりの広さ 
向かい合っても使える 
マーブルファミリーシンク 

181015 

Kitchen style 

Kitchen layout 

Counter/sink 

熱く熱した鍋類を置いてしまっても 
焦げたり変色したりしません 

うっかり落としてしまっても 
割れにくい硬い素材です 

薄い傷や落ちなくなった汚れはお手持ち
のナイロンたわしで研磨してもと通り 

汚れが染み込まない素材なので 
ふきんでサッと拭くだけ 

人造大理石の４つの安心 

お手入れ 自分でリニューアル 

衝撃 熱い鍋、プライパン 

※画像はイメージです。実際のプランとは異なります。４ 

アビテ仕様 2022年7月 ＪＷＹ４４６６ 
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長方形
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         森材木店                                                                           

７色のシンクがキッチンの 
空間をオシャレに演出。 
イメージにピッタリの 
カラーがチョイスできます。 

■シンク色 

シンク下用フロアスライド 
キャビネット(W1050) 

ケコミ部分のデッドスペースまで 
ムダなく有効活用した 
フロアスライドキャビネット｡ 

よく使う調理器具などを入れておくのに 
最適。フルスライドレールで取り出しやす
く便利です。 

出し入れラクラクのたっぷり収納です。 

ブルモーション仕様 

すべての引き出しに静かに 
やさしく閉まるソフトクローズ 
機能を搭載しました。 

ソルベブルー シックベージュ 

ライムグリーン ピーチピンク ホワイト カフェベージュ 

グレー 

■キャビネット 

■シンク形状 

765 

765 

Standard Equipment  標準装備品 Ｄ1010スクエアプラン Ｗ2550 

コンロ下フロアスライド
キャビネット(W750) 

食洗機用フロアスライド
キャビネット(W450) 

３段引出し 
キャビネット(W300) 

■カウンター 

■レンジフード   

お手入れ楽々なレンジフード。 

サイドサイクロンフード 
STC904W（S/H）NM 
トクラス製 

シルバー／ホワイト 

181015 

＜ニューグラーナ＞ ＜グラーナⅡ＞ 

ホワイト ピュアホワイト 

マーブルホワイト ファインベージュ ブラック 

ホワイト ホワイト 

＜アートグラーナ＞ ＜ハイグラーナ＞ 

ベージュ 

＜サンドグラーナ＞ 

サンドグレージュ 

サンドブラック 

■取手 

バー取手（シルバー） ライン取手 

5種類からお選びいただけます。 

バー取手（ブラック） 

ソリッド取手（シルバー） ソリッド取手（ブラック） 

フォレストグリーン 

Ｚシリーズ/マット仕上げ 

■扉色/バリエーション 

Ｎシリーズ/マット仕上げ 

ペールメープル ライトオーク ミディアムチーク ダークウォルナット 

エイジングゴールド ストーングレー ダークレザー 

Ｓシリーズ/鏡面・艶消し仕上げ 

ベーシックホワイト シルクホワイト 

Yシリーズ/艶消し仕上げ 

リファインドホワイト リファインドモカ 

Ｄシリーズ/鏡面仕上げ 

フローズンホワイト コーラルピンク サフランイエロー ミッドナイトブルー ワインレッド 

Ｑシリーズ/鏡面仕上げ 

グロウホワイト グロウミディアム グロウダーク 

パールクリスタルトップコンロ 

または 

ＩＨヒーター 

基本安全性能/無水片面/自動温調機能 
ダブル高火力/グリルタイマー機能付き 

光センサー/無水両面/適温調理機能 
オートグリル/グリルタイマー機能 
鍋なし停止 

■キッチンパネル （壁面） 
お手入れしやすく、サッと拭くだけでＯＫです。 

ファイバーホワイト ファイバーベージュ 

ビアンコ モザイク 

グリッドホワイト 

サンドホワイト 

■食器洗い乾燥機 

より静かに、より経済的に。 
家族のゆとりの時間も 
生まれます。 

Ｗ450ｍｍ 
RKW404A2SV(B) 
（浅型／リンナイ製）   シルバー／ブラック 

＋ 

グースネック 
ハンドシャワー水栓 
(TKN34PBYL) 

専用水栓型浄水器 
（ＡＷＪ401ＳＹ2） 

■水栓金具   

■加熱機器   

        ＣＨＡＳ6Ｇ 
   パナソニック製 

        R3AM5P3(12)RVW 
   リンナイ製 
プレート色：ホワイトラORイトグレー 

アビテ仕様 2022年7月 

または 

タッチレス 
ハンドシャワー水栓 
(SFNB451SXUYA) 

ＪＷＹ４４６６ 
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TOCLAS KITCHEN 

※画像はイメージです。実際のプランとは異なります。オープンシェルフ内の間接照明はオプション仕様です。 

SPECIAL PACKAGE Ｄ888スリムステップ対面プラン Ｗ2550   

カウンター奥のバックガードを高く立ち上げた人造大理石ハイバックカウンター。 
コーキングのつなぎ目や段差をなくし、汚れをたまりにくくしました。 
いつものお手入れが簡単におこなえ、その美しさを長く保てます。 

＊マルチ水切りラック  
ふきん掛け、小物水切り棚、  
フック（２個）と、マルチに 
３役こなします。 

＊ラック 
調味料置きや 
ブックスタンドに。 

＊マルチスタンド（2個） 
ペットボトル、フタ置き、 
 まな板立てなどに。 

●ハイバックカウンター専用ハンガーアイテム 

■カウンター 

小物を飾れるシェルフを装備。 
バックボードは3色から選択可能、 
キッチン扉とあわせた 
コーディネートが楽しめます。 

■ダイニング側 

軽快にリビングとつながる 
スリムワークトップ 

魅せる収納を楽しむ 
オープンシェルフ 

シャープでありながらも質感
も感じられるすっきりとした 
デザインのスリムカウンター。 

ダイニング空間を広く使える 
奥行888ｍｍのキッチン 

キッチンの奥行を888ｍｍにする 
ことで設置面積が省スペースで 
済み、ダイニングの空間を広く
とることができます。 

888mm 

Kitchen style 

Counter/sink 

熱く熱した鍋類を置いてしまっても 
焦げたり変色したりしません 

うっかり落としてしまっても 
割れにくい硬い素材です 

薄い傷や落ちなくなった汚れはお手持ちの
ナイロンたわしで研磨してもと通り 

汚れが染み込まない素材なので 
ふきんでサッと拭くだけ 

人造大理石の４つの安心 

お手入れ 自分でリニューアル 

衝撃 熱い鍋、プライパン 

Kitchen layout 

※画像はイメージです。実際のプランとは異なります。 

Highback Counter 

         森材木店                                                                          
アビテ仕様 2022年7月 ＪＷＹ４４６６ 
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シンク下用フロアスライド 
キャビネット(W1050) 

ケコミ部分のデッドスペースまで 
ムダなく有効活用した 
フロアスライドキャビネット｡ 

よく使う調理器具などを入れておくのに 
最適。フルスライドレールで取り出しやすく
便利です。 

出し入れラクラクのたっぷり収納です。 

ブルモーション仕様 

すべての引き出しに静かに 
やさしく閉まるソフトクローズ 
機能を搭載しました。 

■キャビネット 

Standard Equipment  標準装備品 

コンロ下フロアスライド
キャビネット(W750) 

食洗機用フロアスライド
キャビネット(W450) 

３段引出し 
キャビネット(W300) 

■レンジフード   

お手入れ楽々なレンジフード。 

サイドサイクロンフード 
STC904W（S/H）NM 
トクラス製 

シルバー／ホワイト 

181015 

■取手 

バー取手（シルバー） ライン取手 

5種類からお選びいただけます。 

バー取手（ブラック） 

ソリッド取手（シルバー） ソリッド取手（ブラック） 

フォレストグリーン 

Ｚシリーズ/マット仕上げ 

■扉色/バリエーション 

Ｎシリーズ/マット仕上げ 

ペールメープル ライトオーク ミディアムチーク ダークウォルナット 

エイジングゴールド ストーングレー ダークレザー 

Ｓシリーズ/鏡面・艶消し仕上げ 

ベーシックホワイト シルクホワイト 

Yシリーズ/艶消し仕上げ 

リファインドホワイト リファインドモカ 

Ｄシリーズ/鏡面仕上げ 

フローズンホワイト コーラルピンク サフランイエロー ミッドナイトブルー ワインレッド 

Ｑシリーズ/鏡面仕上げ 

グロウホワイト グロウミディアム グロウダーク 

パールクリスタルトップコンロ 

または 

ＩＨヒーター 

基本安全性能/無水片面/自動温調機能 

ダブル高火力/グリルタイマー機能付き 

光センサー/無水両面/適温調理機能 

オートグリル/グリルタイマー機能 

鍋なし停止 

■キッチンパネル （壁面） 
お手入れしやすく、サッと拭くだけでＯＫです。 

ファイバーホワイト ファイバーベージュ 

ビアンコ モザイク 

グリッドホワイト 

サンドホワイト 

■食器洗い乾燥機 

より静かに、より経済的に。 
家族のゆとりの時間も 
生まれます。 

Ｗ450ｍｍ 
RKW404A2SV(B) 
（浅型／リンナイ製）   

シルバー／ブラック 

＋ 

グースネック 
ハンドシャワー水栓 
(TKN34PBYL) 

専用水栓型浄水器 
（ＡＷＪ401ＳＹ2） 

■水栓金具   

■加熱機器   

Ｇ２シンク Ｈ２シンク 

７色のシンクがキッチンの空間をオシャレに演出。 
イメージにピッタリのカラーがチョイスできます。 

＜ニューグラーナ＞ 

ホワイト ファインベージュ    

■シンク形状 

■カウンター色 

■シンク色 

ソルベブルー シックベージュ ライムグリーン ピーチピンク ホワイト カフェベージュ グレー 

Ｄ888スリムステップ対面プラン Ｗ2550 

■バックボード色 

レリーフダークグレー 

レリーフホワイト 

エイジングゴールド 

バックボード 

3色からお選びいただけます。 

         森材木店                                                                          

        ＣＨＡＳ6Ｇ 
   パナソニック製 

        R3AM5P3(12)RVW 
   リンナイ製 
プレート色：ホワイトラORイトグレー 

780 

542 

800 

546 

アビテ仕様 2022年7月 

または 

タッチレス 
ハンドシャワー水栓 
(SFNB451SXUYA) 

ＪＷＹ４４６６ 

kanno
長方形

kanno
長方形



TOCLAS KITCHEN 

※画像はイメージです。実際のプランとは異なります。オープンシェルフ内の間接照明はオプション仕様です。 
 

SPECIAL PACKAGE Ｄ888スリムフラットタイプ‐X Ｗ2550 

■カウンター 

小物を飾れるシェルフを装備。 
バックボードは3色から選択可能、 
キッチン扉とあわせた 
コーディネートが楽しめます。 

■ダイニング側 

軽快にリビングとつながる 
スリムワークトップ 

魅せる収納を楽しむ 
オープンシェルフ 

シャープでありながらも質感
も感じられるすっきりとした 
デザインのスリムカウンター。 

ダイニング空間を広く使える 
奥行888ｍｍのキッチン 

キッチンの奥行を888ｍｍにする 
ことで設置面積が省スペースで 
済み、ダイニングの空間を広く
とることができます。 

Kitchen style 

Counter/sink 

熱く熱した鍋類を置いてしまっも 
焦げたり変色したりしません 

うっかり落としてしまっても 
割れにくい硬い素材です 

薄い傷や落ちなくなった汚れはお手持ちの 
ナイロンたわしで研磨してもと通り 

汚れが染み込まない素材なので 
ふきんでサッと拭くだけ 

人造大理石の４つの安心 

お手入れ 自分でリニューアル 

衝撃 熱い鍋、プライパン 

Kitchen layout 

※画像はイメージです。実際のプランとは異なります。 

         森材木店                                                                          

アビテ仕様 2022年7月 ＪＷＹ４４６６ 
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シンク下用フロアスライド 
キャビネット(W1050) 

ケコミ部分のデッドスペースまで 
ムダなく有効活用した 
フロアスライドキャビネット｡ 

よく使う調理器具などを入れておくのに 
最適。フルスライドレールで取り出しやすく
便利です。 

出し入れラクラクのたっぷり収納です。 

ブルモーション仕様 

すべての引き出しに静かに 
やさしく閉まるソフトクローズ 
機能を搭載しました。 

■キャビネット 

Standard Equipment  標準装備品 

コンロ下フロアスライド
キャビネット(W750) 

食洗機用フロアスライド
キャビネット(W450) 

３段引出し 
キャビネット(W300) 

■レンジフード   

お手入れ楽々なレンジフード。 

サイドサイクロンフード 

STC904W（S/H）NM 

トクラス製 

シルバー／ホワイト 

181015 

■取手 

バー取手（シルバー） ライン取手 

5種類からお選びいただけます。 

バー取手（ブラック） 

ソリッド取手（シルバー） ソリッド取手（ブラック） 

フォレストグリーン 

Ｚシリーズ/マット仕上げ 

■扉色/バリエーション 

Ｎシリーズ/マット仕上げ 

ペールメープル ライトオーク ミディアムチーク ダークウォルナット 

エイジングゴールド ストーングレー ダークレザー 

Ｓシリーズ/鏡面・艶消し仕上げ 

Ｄシリーズ/鏡面仕上げ 

フローズンホワイト コーラルピンク サフランイエロー ミッドナイトブルー ワインレッド 

Ｑシリーズ/鏡面仕上げ 

グロウホワイト グロウミディアム グロウダーク 

パールクリスタルトップコンロ 

        R3AM5P3(12)RVW 
   リンナイ製 
プレート色：ホワイトラORイトグレー 

または 

基本安全性能/無水片面/自動温調機能 
ダブル高火力/グリルタイマー機能付き 

光センサー/無水両面/適温調理機能 
オートグリル/グリルタイマー機能 
鍋なし停止 

ＩＨヒーター 

■キッチンパネル （壁面） 
お手入れしやすく、サッと拭くだけでＯＫです。 

ファイバーホワイト ファイバーベージュ 

ビアンコ モザイク 

グリッドホワイト 

サンドホワイト 

■食器洗い乾燥機 

より静かに、より経済的に。 
家族のゆとりの時間も 
生まれます。 

Ｗ450ｍｍ 
RKW404A2SV(B) 
（浅型／リンナイ製）   

シルバー／ブラック 

＋ 

グースネック 
ハンドシャワー水栓 
(TKN34PBYL) 

専用水栓型浄水器 
（ＡＷＪ401ＳＹ2） 

■水栓金具   

■加熱機器   

Ｇ２シンク Ｈ２シンク 

７色のシンクがキッチンの空間をオシャレに演出。 
イメージにピッタリのカラーがチョイスできます。 

＜ニューグラーナ＞ 

ホワイト ファインベージュ    

■シンク形状 

■カウンター色 

■シンク色 

ソルベブルー シックベージュ ライムグリーン ピーチピンク ホワイト カフェベージュ グレー 

780 

542 

800 

546 

Ｄ888スリムフラットタイプ-Ｘ Ｗ2550 

■バックボード色 

レリーフダークグレー 

レリーフホワイト 

エイジングゴールド 

バックボード 

3色からお選びいただけます。 

         森材木店                                                                         

        ＣＨＡＳ6Ｇ 
   パナソニック製 

ベーシックホワイト シルクホワイト 

Yシリーズ/艶消し仕上げ 

リファインドホワイト リファインドモカ 

アビテ仕様 2022年7月 

または 

タッチレス 
ハンドシャワー水栓 
(SFNB451SXUYA) 

ＪＷＹ４４６６ 

kanno
長方形

kanno
長方形



SPECIAL PACKAGE Ｉ型プラン Ｗ2550 TOCLAS KITCHEN 

お好きな1点お選び頂けます 

CHAS6Gパナソニック製 

＊画像はイメージです。実際のプランとは異なります。 

■レイアウト   

181015 

斜め形状＆油をはじく塗装 
で拭き掃除がラクラク。 

フィルターが小さいので食洗機にセット 
すればお掃除完了。 

Counter/sink 

熱く熱した鍋類を置いてしまっも 
焦げたり変色したりしません 

うっかり落としてしまっても 
割れにくい硬い素材です 

薄い傷や落ちなくなった汚れはお手持ちの 
ナイロンたわしで研磨してもと通り 

汚れが染み込まない素材なので 
ふきんでサッと拭くだけ 

人造大理石の４つの安心 

お手入れ 自分でリニューアル 

衝撃 熱い鍋、プライパン 

Range hood 

お手入れのしや
すさを徹底的に
追及したらこの
デザインになり
ました。 

Kitchen layout 
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アビテ仕様 2022年7月 ＪＷＹ４４６６ 
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Ｇ２シンク Ｈ２シンク 

７色のシンクがキッチンの空間をオシャレに演出。 
イメージにピッタリのカラーがチョイスできます。 

＜ニューグラーナ＞ 

ホワイト ファインベージュ    

■加熱機器   

  CHAS6G 

パナソニック製 

■昇降キャビネット   

■シンク形状 

■カウンター色 

■シンク色 

ソルベブルー シックベージュ ライムグリーン ピーチピンク ホワイト カフェベージュ グレー 

780 

542 

800 

546 

Standard Equipment 標準装備品  

シンク下用フロアスライド 
キャビネット(W1050) 

コンロ下用フロアスライド
キャビネット(W750) 

ケコミ部分のデッドスペースまで 
ムダなく有効活用した 
フロアスライドキャビネット｡ 

よく使う調理器具などを入れておくのに最適。 

フルスライドレールで取り出しやすく便利です。 

食洗機用フロアスライドキャ
ビネット(W450) 

３段引出し 
キャビネット(W300) 

出し入れラクラクのたっぷり収納です。 

ブルモーション仕様 

すべての引き出しに静かに 
やさしく閉まるソフトクロー
ズ機能を搭載しました。 

■キャビネット 

Ｉ型プラン 

181015 

■取手 

バー取手（シルバー） ライン取手 

5種類からお選びいただけます。 

バー取手（ブラック） 

ソリッド取手（シルバー） ソリッド取手（ブラック） 

フォレストグリーン 

Ｚシリーズ/マット仕上げ 

■扉色/バリエーション 

Ｎシリーズ/マット仕上げ 

ペールメープル ライトオーク ミディアムチーク ダークウォルナット 

エイジングゴールド ストーングレー ダークレザー 

Ｓシリーズ/鏡面・艶消し仕上げ 

ベーシックホワイト シルクホワイト 

Yシリーズ/艶消し仕上げ 

リファインドホワイト リファインドモカ 

Ｄシリーズ/鏡面仕上げ 

フローズンホワイト コーラルピンク サフランイエロー ミッドナイトブルー ワインレッド 

Ｑシリーズ/鏡面仕上げ 

グロウホワイト グロウミディアム グロウダーク 

パールクリスタルトップコンロ 

または 

ＩＨヒーター 

基本安全性能/無水片面/自動温調機能 
ダブル高火力/グリルタイマー機能付き 

光センサー/無水両面/適温調理機能 
オートグリル/グリルタイマー機能 
鍋なし停止 

■キッチンパネル （壁面） 
お手入れしやすく、サッと拭くだけでＯＫです。 

ファイバーホワイト ファイバーベージュ 

ビアンコ モザイク 

グリッドホワイト 

サンドホワイト 

■食器洗い乾燥機 

Ｗ450ｍｍ 
RKW404A2SV(B) 
（浅型／リンナイ製） 
シルバー/ブラック   

シルバー／ブラック 

＋ 

グースネック 
ハンドシャワー水栓 
(TKN34PBYL) 

専用水栓型浄水器 
（ＡＷＪ401ＳＹ2） 

■水栓金具   

内部に昇降ラックを 
組み込んだタイプの 
ウォールキャビネット。 

Ｄ650 Ｉ型 Ｗ2550 

■レンジフード 

Ｗ900ｍｍ 
CFA903SANM8 
（トクラス製） 
シルバー/ホワイト   

         森材木店                                                                           

        ＣＨＡＳ6Ｇ 
   パナソニック製 

        R3AM5P3(12)RVW 
   リンナイ製 
プレート色：ホワイトラORイトグレー 

■加熱機器  

アビテ仕様 2022年7月 

または 

タッチレス 
ハンドシャワー水栓 
(SFNB451SXUYA) 

ＪＷＹ４４６６ 

kanno
長方形

kanno
長方形



SPECIAL TOCLAS CUPBOARD  

□プランA   

スライドストッカー（W1800） 

根菜類や、重量物に 

適した底板なしの 

収納スペース 

下段に4段引出を装備。 

細かな物の整理に便利。 

■トール（Ｗ600）   ■ハイカウンター・家電収納（Ｗ1200）   

家電収納はコンセントと、蒸気が 

こもらない電流感知式送風ファンを 

装備。炊飯器のスイッチオンを感知し、 

自動的に送風開始します。 

※ガス炊飯器は使用できません。 

置場に困るゴミ箱もスッキリと。 

下部にキャスター付きの 

ダストボックスワゴンを 

ぴったりとセットできます。 

＋ 

□プランB   

家電カウンタータイプ （W1800） 

■レイアウト 

■レイアウト 

（1点お選びできます。） 

＊画像はイメージです。 

＊画像はイメージです。 

181015 
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size 1616 ～自然の景観を我が家に。つい長湯したくなるバスルーム～ 

※イメージ写真につき実際の仕様とは異なります。 

大理石をくりぬいた 

ような重厚感があり 

全身を委ねられる 

心地よい入浴感。 

人間工学に基づい
たエルゴデザインに
よりバスタブも洗い
場も広々ゆったり。 

ブロッコタイプ エルゴタイプ 

断熱材と空気層の効果で温
度低下を抑える保温浴槽。 

保温浴槽 

断熱合わせフタ 

■高断熱浴槽 

森材木店                                                                              

Bath design 選べる２つのデザイン Heat retention 保温性 

アビテ仕様 2022年7月 

人造大理石 
FRP 

■熱温水に強く、耐久性に優れた人造大理石バスタブ 

 ＦＲＰに比べ表面が滑らかで汚れにくく、お手入れが 

 簡単。美しさをいつまでも保ち続けます。 

人造大理石バスタブ 

※写真はイメージです。 標準スペックとは異なります。 

kanno
長方形

kanno
長方形



Color Variation カラーバリエーション 

■バスタブ  

人造大理石バスタブ  「エクラン」 

表面の「ゲルコート層」により表面がなめらかなため、 

汚れが付きにくく、落としやすいのでお手入れが簡単です。 

また、長年使用しても劣化しにくく、キズがついても 

スポンジで磨いてリニューアルできます。 

ピンク ホワイトホワイト ベージュ

ブラック ネイビー

■アンダーカウンター・エプロン 

■フロア 《スミらくフロア》 

 オフホワイト            シックグレー 
フロア エプロン 

＜エルゴ＞ 

＜ブロッコ＞ 

フロア アンダーカウンター 

Standard Equipment  標準装備品 

森材木店                                                                             

■窓枠 ホワイト又はブラック 

■風呂フタ 

断熱合わせフタ 
■ハイロングミラー ■うつくしドア 折 戸   又は   開 戸 

■水栓金具 カバー水栓 
スライドバー付き 

  (握りバー兼用)  

アビテ仕様 2022年7月 

ホワイト ブラック 

■収納棚 

  ホワイトタイプ２個 

■シャワーヘッド 

  eシャワーメタルタイプ 

■タオル掛け 

（樹脂ブラケットタイプ） 

■握りバーＷ400mm 

 （樹脂タイプ） 

オフホワイト           シックグレー 

※写真はイメージです。 標準スペックとは異なります。 

【４面同色】 

【正面・周辺パネル別色】 

【側面・周辺パネル別色】 

正面・側面パネル 

周辺パネル 

□シルキーホワイト □チェッポベージュ □オリーブホワイト □フローホワイト □セルべベージュ □バウムエクリュ 

■壁パネル 

□シルキーホワイト 

□スラントグレー 

□セルべベージュ □チェッポベージュ □オリーブホワイト □オリーブブラウン □オリオンブラウン 

□オリオンブラック □モルタダーク □グラインドメタル □グラスタイル □バウムエクリュ □バウムブラウン 

□フローホワイト 

□アングルネイビー 

□シルキーホワイト 

□スラントグレー 

□セルべベージュ □チェッポベージュ □オリーブホワイト □オリーブブラウン □オリオンブラウン 

□オリオンブラック □モルタダーク □グラインドメタル □グラスタイル □バウムエクリュ □バウムブラウン 

□フローホワイト 

□アングルネイビー 

■断熱フラット天井 （ハイパネル仕様 Ｈ2140㎜）   

■換気暖房乾燥機100Ｖ 

（ランドリーパイプ1本付） 
■ＬＥＤダウンライト2灯 

kanno
長方形

kanno
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サウンド機能の豊かな音の広がり。 

お気に入りの音楽を聴きながら 

リラックス入浴が楽しめます。 

音源はＣＤプレーヤーや携帯オーディオ等、ほとんどの機器が 

接続できるようになっています。（ワイレスレシーバー付） 

●リラクゼーションセット（ｻｳﾝﾄﾞｼｬﾜｰｅ＋ﾌﾚｯｼｭＪｅ） 
＜サウンドシャワーｅ＞ 

＜フレッシュジェットｅ（2穴気泡浴機能＞ 

背側に、ソフトタッチのパルス噴流2穴を設定。 

断続的に押すようなやさしいマッサージ感を
楽しめます。 

●おそうじ浴槽 バスタブを自動で洗浄。 

リモコンのボタンを押すだけで約10分で浴槽を自動洗浄。 

Select  Option   選択特典  ご希望の快適機能セットを一つ選択できます。 

フタを閉じて、リモコンボタンを押すだけで、バスタブを自動で洗浄。 

「ふろ洗浄」 スイッチを押す 排水栓が自動で開く お湯で予備洗浄 洗剤を噴射 

お湯で汚れを落とす  

排水栓が 

自動で閉まる 

説明動画でさらに詳しく 

サウンドシャワーeが 
動画でご覧いただけます。 

洗剤の補充は1ヶ月に1回  
洗剤が少なくなると、ランプでお知らせ。 
1ヶ月に1回の補充で充分です。 
 
※標準コースの場合 
※洗剤は花王：バスマジックリン(黄色)をご使用ください。 
※２週間に１回程度は手洗いが必要です。 
※電気温水器、貯湯タイプの給湯器は水圧の関係上、ご使用 
 いただけない場合があります。最低作動水圧は、システムバス 
 入口水圧0.15MPa(1.5kgf/㎠）です。 

 

■操作はカンタン！ 

お掃除時間は 

約１０分 
洗剤の補充は 

１ヶ月に１回程度 
ランニングコストは 

１回約２１円 

洗剤投入口 

天井から降りそそぐクリアサウンドで音楽浴 

Bluetoothは、米国Bluetooth SIG.Inc の登録商標です。 

ソフトなパルス噴流でリフレッシュ 

説明動画でさらに詳しく 

フレッシュジェットｅが 
動画でご覧いただけます。 

説明動画でさらに詳しく 

おそうじ浴槽が 
動画でご覧いただけます。 

森材木店                                                                             

アビテ仕様 2022年7月 
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   株式会社　森材木店

 

トイレ床材 押入れボード

洗面室・トイレに重視される耐汚染性・耐薬品性に威力を発揮。
しかも環境にやさしい商品です。
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機能一覧

カラーバリエーション

■■■ キレイ機能 ■■■

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

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

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）

おしりワイド洗浄

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

ワイドビデ洗浄

ノズル位置調節

■■■ 快適機能 ■■■

パワー脱臭

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

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

リモコンデザイン

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

CF-AA22H/WA(色仮決) KF-91

3DCGによるイメージ画像です。3DCGによるイメージ画像です。

反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

見積No:M22067507245-001-1

(株)森材木店 トイレ標準仕様 １階

BC-BA20S/BW1(色仮決) DT-BA282/BW1(色仮決)
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機能一覧

カラーバリエーション

■■■ キレイ機能 ■■■

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

パワーストリーム洗浄

女性専用レディスノズル

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

本体スライド着脱

便フタワンタッチ着脱

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ エコ機能 ■■■

超節水ECO5（大5L、小3.8L）

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）

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

■■■ 快適機能 ■■■

Wパワー脱臭

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

点字対応

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

ベーシア便器（フチレス）

CF-AA22H/WA(色仮決) KF-91CW-H42/BW1(色仮決)

3DCGによるイメージ画像です。3DCGによるイメージ画像です。

反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

見積No:M22067507245-001-2

(株)森材木店 トイレ標準仕様 ２階

BC-BA10S/BW1(色仮決) DT-BA180E/BW1(色仮決)
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   株式会社　森材木店

 

24時間換気住宅用火災警報器

・第３種換気方式に対応した自然給気Ａ

24時間換気システム

空気を循環してきれいな空気を保つ
２４時間換気システムです。 Ａ

Ａ

B

給気口（更科製作所）

B 排気ファン

防火ダンパー付フード（更科製作所）

第 ３ 種 換 気 方 式

全 室 換 気 タ イ プ

標準色：シルバーメタリッ
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   株式会社　森材木店

ドアホン 防犯カメラ

ワイヤレスカメラ×１台［標準］

（オプションにて３台増設可）

kanno
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   株式会社   株式会社   株式会社   株式会社　　　　森材木店森材木店森材木店森材木店

 

ホスクリーン タ イ ル

＜スレート調＞

IPF-300/GRL-1 IPF-300/GRL-2 IPF-300/GRL-3

IPF-300/GRL-4 IPF-300/GRL-5 IPF-300/GRL-6

＜グラニット調

IPF-300/GRL-4 IPF-300/GRL-5 IPF-300/GRL-6

IPF-300/GRL-11 IPF-300/GRL-12 IPF-300/GRL-13

IPF-300/GRL-14 IPF-300/GRL-15 IPF-300/GRL-16
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   株式会社　森材木店

 

床下点検口 押入れ棚

※収納ボックスはオプションとなります。

※画像はあくまでもイメージで実際に使用する製品とは異なります。
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断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種　厚65㎜（λ：0.028）

屋根勾配について

株式会社　森材木店

HABITER仕様標準矩計図　　S＝1：30

　神奈川県厚木市山際929-1

　TEL：046-245-2191　FAX：046-245-7650

耐力壁の種類

構造用MDF
（厚9㎜）

壁倍率

2.5倍

4.0倍

面材

N50

くぎ打ち間隔

150㎜以下

受材の方法
受材

厚30㎜以上
×

幅40㎜以上

くぎ種類

N75

くぎ間隔

300㎜以下

120㎜以下

くぎの種類

中間部150㎜以下
外周部75㎜

耐力壁（告示による留め付け方法）

60

※真壁和室等は、別途検討が必要となります

3
6

3
6

24
0

C
H
=2

,4
0
0

C
H
＝

2
,4

00

小屋束

1,
0
00

以
上

鋼製束　＠910

15
0

※地耐力　20kN/㎡以上

90
1

12
0
以

上

▽最高軒高さ

木材30×40
気流止め

ビニールクロス仕上げ
石膏ボード　厚12.5㎜

（柱脚部に気密テープを施す）

ビニールクロス仕上げ
石膏ボード　厚12.5㎜

土台水切り

防鼠材 基礎パッキン　ア20（有効換気75㎝2/ｍ）

コンクリート　設計基準強度18kN　スランプ18cm

防
腐

・
防

蟻
剤

現
場

塗
布

又
は

吹
付

け

　▽1階ＦＬ

　▽2階ＦＬ

1200以下
はね出し許容範囲外壁：ALCﾊﾟﾈﾙ張(ｱ37)(認定番号：PC030BE-0182)

 　　　　　　 又は 
　旭ﾄｽﾃﾑ製ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張(認定番号:PC030BE-9201)

　　　　（ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ時）通気金具15㎜　

アンカーボルトM12（コンクリート埋込み長さ250以上）

1,
10

0
以

上
防

水
層

立
上

り

25
0
以

上

剛床：構造用合板　厚24㎜

母屋

　　　両面水酸化アルミニウム混入水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

※軒の出寸法は樋を含んで600を標準とする

600以下（樋含む）

▽G.L

56
1

52
5

透湿防水シート
耐力壁面材：ハイベストウッド　ア9㎜

2
,
96

0

構
造

階
高

＝
2
,9

60

6,
2
85

2,
7
64

構
造

階
高

＝
2
,8

00

　　　アクリル樹脂系塗装／両面水酸化アルミニウム混入／

オーバーハング垂れ壁用見切縁
JOTO(HKF-38)

破風･鼻隠し：窯業系サイディング
　　　　　　両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板
　　　　　（認定番号：NM-3294）

野縁：30×40　＠455×＠910
石膏ボード　厚9.5㎜
ビニールクロス仕上げ

廻縁：h35×t7

　　（隙間ができない様に敷き詰める）
野縁：30×40　＠455×＠910（格子組）
石膏ボード　厚9.5㎜
ビニールクロス仕上げ

廻縁：h35×t7

巾木:h32（ｽｶｰﾄﾂｷ）×ｔ7

巾木:h32（ｽｶｰﾄﾂｷ）×ｔ7

剛床：構造用合板　厚24㎜

通気層：（ALC時）胴縁厚15㎜（杉KD材）

軒天：ダイライト軒天30（大建工業）

FRP防水バルコニー
アイカ：ジョリエ―ス
(認定番号： DR-1549)

軒天換気：BK45（大建工業）　換気面積：148c㎡／本

基礎断面図　S＝1：20

135

主筋　D13

縦筋　D13-＠250

D13-＠200

195

6
40 基

礎
高

4
00

（
レ

ベ
ラ

ー
含

む
）

▽GL

2
40

主筋　D13

1
00

5
0

砕石Ｃ：40t

3
0

60

現場調整コンクリート≒30

ベース配筋

　D13-＠250

防湿ポリエチレンフィルム

フローリング（厚12㎜）仕上げ

フローリング（厚12㎜）仕上げ

　　　（認定番号：QF030RS-0282）

柱：集成材　全て105×105管柱

柱：集成材　全て105×105管柱

土台：集成材　105×105

断熱材：高性能グラスウール14k（フィルム付）厚155㎜（λ：0.038）

野地板：構造用合板　厚12㎜
アスファルトルーフィング940（22kg）

垂木：60×45　＠455

屋根材：コロニアルグラッサ（クボタ松下）

　　　　（認定番号：NM-2093）
　　　　アクリル樹脂系塗装・砂入セメント層付／パルプ混入セメント板

5寸以下の勾配を標準とする

断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種　厚65㎜（λ：0.028）

断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種　厚65㎜（λ：0.028）

全て　樹脂窓（APW330）

全て　樹脂窓（APW330防火窓）

YKK適合サッシ
開口部

<準防火地域>

<防火指定のない地域>

防火非防火共通
　ガラス部分　LOW-E複層ガラス　アルゴンガス入り
玄関ドア：ｽﾏｰﾄﾄﾞｱｳﾞｪﾅｰﾄD30（D2仕様）

更新日：2021.05.29

※浴槽は高断熱浴槽とする
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