


Kitchen －キッチン－



Ｃｕｐ Ｂｏｒｄ－カップボード－



UB －ユニットバス－



UB －ユニットバス－



Powderroom－洗面－
※現場状況により商品・仕様が変更になる場合がございます。

イメージ ※プランにより異なります。

ＴＪ－426Ｋ

ＴＪ－426Ｋ



環境と家計にやさしい節水を実現

超節水の４.８Ｌ洗浄

汚れが付きにくく、落ちやすい

きれいが長持ち

大洗浄：４.８ Ｌ 小洗浄：３.６ Ｌ

eco小洗浄：３.４ Ｌ

プレミスト

便座に座ると自動で便器に

Toilet 使いやすく、いつも快適で、お手入れがラクラク。

省エネ仕様で、家族みんなが気持ちよく使える。－トイレ－

お手入れラクラク 停電時でも安心

1回13Lの水を使ってた従来品に比べ、約1/3の水で洗浄します。

※試算条件は別途ご確認ください。

eco小洗浄：３.４ Ｌ

従来品 ZJ

スゴフチ

ぐるーっとフチがないから、

サッとひとふきするだけで

いつもきれいを保てます。

便座に座ると自動で便器に

ミストをふきつけて水の

クッションを作ります。

※イメージです。

※イメージ写真です

お掃除簡単＆しっかり洗浄

オート便器洗浄

リモコン便器洗浄 オートパワー脱臭・脱臭

eco小ボタン

お掃除リフト

ウォシュレット前方部を

持ち上げることができ、

便器とウォシュレットの

すき間をお掃除できます。

機能一覧

■■■ 洗浄機能 ■■■

おしり洗浄 ■■■ 清掃機能 ■■■

■■■ エコ機能 ■■■

トルネード洗浄

便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

少ない水でも効率よく洗います。

非常時も安心して使える

手動レバーを引っ張ることで停電時でも水を流せます。

ウォシュレット一体形便器 Z J２
CES9153

□#NW1

ﾎﾜｲﾄ

□※#SC1

ﾊﾟｽﾃﾙｱｲﾎﾞﾘｰ

□※#SR2

ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ ※受注生産品です。納期にご注意ください。

便座・便ふたソフト閉止やわらか洗浄

ビデ洗浄

ムーブ洗浄

水勢調節

洗浄位置調節

セルフクリーニング

抗菌 ノズルお掃除機能

オート便器洗浄

おまかせ節電

クリーンノズル・クリーン便座

暖房便座

タイマー節電

便ふた着脱

着座センサー

プレミスト

お掃除リフト

eco小ボタンおしり洗浄

■■■ 清潔機能 ■■■

■■■ 快適機能 ■■■

■■■ 清掃機能 ■■■

カラーバリエーション リモコン

サッとひとふきでお手入れ完了

クリーン便座・クリーンノズル

便座とノズルに防汚効果の高い素材を採用。

汚れをはじくから、お手入れラクラクです。

従来品 「クリーン便座」

YH405 紙巻器 YT408R タオル掛け

紙巻器 タオル掛け

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。

●本誌掲載の写真はイメージと異なります。ご発注の際は改めて、お見積・カタログにて確認の程をお願いいたします。
P161208-SF4535-01-04-Y2

ﾎﾜｲﾄ ﾊﾟｽﾃﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ ※受注生産品です。納期にご注意ください。

BENHOUSE
ノート注釈
BENHOUSE : Marked

BENHOUSE
鉛筆

USER
ハイライト表示

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
タイプライターテキスト

USER
テキストボックス
TOTO ウォシュレット一体型ZＪ(4.8L仕様)手洗い無し



Hand Washing－手洗器－

JOLYPATEα

１階トイレ

限られた空間にきちんと納める日本人の美意識を具現化。日本一コンパク
トな手洗台は、狭いトイレにも美しく納まります。

キャビネットは、無骨なパイプを隠すためだけでなく、トイレットペー
パーが収納できます。漆黒をイメージしたブラックと白磁のホワイト、ど
ちらも鏡面仕上げです。

水栓は水ハネの少ない泡沫吐水を採用しました。

スリムな手洗台《レプト》は国内最薄クラスの170mm

２階トイレ



Compact Kitchen－コンパクトキッチン－

JOLYPATEα

荒々しい木目を表現した面材と、落ち着いた風合いの黒いスチールフレームを組み合
わせることで、ビンテージテイストを表現した

インダストリアルな空間を好まれる方や若い世代の方へ、インテリアのアクセントと
して空間に調和します。

ワークトップはイタリアのセ
ラミックタイルを贅沢に使用

スタイリッシュな暮らしに似合
うシンプルな角シンク

奥のモノも取り出しやすいフルスライド引
き出し。押すと開くプッシュオープン仕様
にすることで把手をなくし、よりすっきり
としたデザインに仕上げています。

また、大容量の収納スペースは、サイレン
トレールを採用し開閉時の衝撃を和らげ、
静かな開閉が行えます。

空間に存在感を示す、荒々しい
木目×黒のフレーム

ビンテージグレー セメント

パティーナコンパクトキッチンの特長

ワークトップカラー本体カラー



Interior －内装仕様 －
ヒラタイル目地：Ｍ

1階床材(フローリング） Ａｃａｃｉａ



Interior －内装仕様 －
２階床材(フローリング） ラシッサDフロア

メープルF ライトメープルF チェリーF 
イタリアン
ウォルナットF

ホワイトオークF ライトオークF

ナチュラル
オークF

ウォルナットF ショコオークF スモークオークF  新色チェスナットF チークF

IS875
洗面所・トイレ床階段

ベーシックタイプ

■側板・蹴込み板はプレシャスホワイトになります。

インテリアドア

１階ドア

２階ドア ハンドル

クローム

サテンニッケル

各棟の色仕様は別紙「内部建具仕様書」をご確認ください。

ヒラタイル目地：Ｍ

サンドストリーム

SIMPSON
シューズクローク
折れ戸
№,Ｆ1423Ｊ

SIMPSON
ゲストルーム
開き戸

№,760-LM

SIMPSON
トイレ 開き戸
№,720

SIMPSON
リビング
開き戸
№,F-1501

北欧パインの無垢材を使用した、内部用の木製ドアです。
自然な木目の美しさ、暖かさがあり、月日の経過とともに味わい深い色合いになります。

ウッディワールド
色：ファンデーション62

塗装カラー

LIXIL
ラシッサDフロア 階段ナチュラルオーク

LIXIL
ラシッサD洋室ドア
ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｸ



Floor Heat　ing ー 温水式床暖房＆高効率給湯器 ー　

立ち上がりもすばやく、ムラのない暖かさが好評。
コストも嬉しいガス温水式。

自然と家族が集まるリビング。
そんなくつろぎ・安らぎの空間を演出してくれるのが
ガス温水床暖房NOOK

立ち上がりもすばやく、ムラのない暖かさが好評。
コストも嬉しいガス温水式。

自然と家族が集まるリビング。
そんなくつろぎ・安らぎの空間を演出してくれるのが
ガス温水床暖房NOOK

足元からの冷たさがやわらぐ

エアコンなどの温風暖房では、暖められた空気は軽く
なって上昇し、床付近には冷たく重い空気が漂います。

床暖房は、床面から暖めるので足元の温度が一番高く
なります。足元からぽかぽか暖まるので、ゾクゾクするよ
うな下からの冷たさがやわらぐのです。

※ガス床暖房NOOKは東京ガスの商品です。

《室内の温度分布》
出典：空調調和・衛生工学会学術講演論文集2003.9.17～
「九州大学大学院栃原研究室の実験結果」 試算条件：［床暖房］
床表面29℃、室温21℃/［温風暖房］室温25℃
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※1【東京ガス試算条件】●木造8畳１室、温水マット敷設率74％、外気温5℃、フローリング仕上げ、立上り30分＋8時間運転した場合。●ガス料
金は「家庭用ガス温水床暖房契約＜暖らんぷらん＞、エコ割」適用、平成29年9月時点の原料費調整費を適用。※群馬南地区、四街道12A地区、
東彩ガス地区、東日本ガス地区には対象メニューはございません（平成29年7月時点）。尚、対象地区が変更になる可能性がありますので、詳細
はお問合せください。●電気料金は従量電灯B適用、契約アンペア40A。東京電力エナジーパートナーの従量電灯B契約の平成29年9月時点の
燃料費調整費を適用。●月間のランニングコストは、十円単位で切り上げ。

100100
11
11

11

11
ランニングコスト

約106円/日※1
（立上り＋8時間運転）

エコジョーズ／1日8時間運転 11 約8割が
満 足

■ガス温水床暖房の満足度

29.6％

非常に
満足
している

まあ満足
している
50.7％

そ
の
他

（東京ガス調べ）
n=412

床暖房（ふく射暖房）

暖らんぷらんエコ割適用の場合

1台3役

しかも省エネ、
エコロジー

ガス暖房付ふろ給湯器

ふろ 給湯 温水
暖房

エコジョーズではじめる、エネルギーの上手な使い方

高効率TES熱源機 エコジョーズ

省エネ高効率給湯器 エコジョーズは、従来の給湯器では約80％が限界だった給湯熱効率を、排気熱・潜熱回収システム
により約95％にまで向上。これにより省エネルギー・高効率・低NOXを実現しました。高い安全性も備え、安心して使用で
きます。

※2【東京ガス試算】東京ガス従来品との比較。●年間負荷/給湯:16.6GJ、風呂保温:1.3GJ、床暖房:12.7GJ●使用機器／従来システム：
ガス給湯暖房機、ガス温水床暖房（居間）、ガスコンロ、居間以外の暖房および冷房は電気エアコンを使用。／エコジョーズ：エコジョーズ、ガ
ス温水床暖房（居間）、ガスコンロ、居間以外の暖房および冷房は電気エアコンを使用●ガス料金／従来システム：「家庭用ガス温水床暖房
契約〈暖らんぷらん〉」適用、平成29年9月時点の原料費調整費を適用／エコジョーズ：「家庭用ガス温水床暖房契約〈暖らんぷらん〉、エコ
割」適用、平成29年9月時点の原料費調整費を適用●電気料金／従来システム、エコジョーズとともに従量電灯B適用、契約アンペア40A。
東京電力エナジーパートナーの従量電灯B契約の平成29年9月時点の燃料費調整費を適用。●電力需要／ガス・電気併用住宅（従来ｼｽﾃﾑ
使用）の場合4,223kWh（ガス給湯暖房機の消費電力量を含む）●CO2排出係数／電気0.65kg-CO2/kWh（『地球温暖化対策計画（平成
28年5月）』における2013年度火力平均係数）、ガス2.29 kg-CO2/㎥（東京ガスデータ）

年間約16,000円おトク※2

年間で約270kg※2
CO2排出量削減

■エコジョーズのしくみ（イメージ）

しくみ
従来捨てていた排熱を利用した瞬
間式給湯暖房機。

特　徴
約95％まで向上した給湯器効率により省エネル
ギーを実現。大幅にランニングが安くなりました。

一戸建て（延べ床面積120㎡）、4人家族のモデル一例

●ご使用状況によりおトク額は異なります。
●機器費、工事費は年間光熱費削減効果の算出にあたって
　考慮に入れておりません。

ランニングコストは給湯・床暖房合わせて、

XT4216ＡRSSW3C

エコジョーズ（潜熱回収型）従来型



内観樹脂

“アルミ樹脂複合構造を採用！快適な住まいを保ちます”

優れた断熱性・防露性能をもつ
「防火Gシリーズ 」

網入り
ＬＯＷ－Ｅ
複層ガラス

断面構造 省エネルギー

室外側

室内側

中空層

Low-E金属膜

ガラス

乾燥剤
スペーサー

LOW-Eガラス ブルー

DOOR ＆ WINDOW ー断熱玄関ドア・断熱窓ー

防火Gシリーズ
アルミ樹脂複合ＮＥＯ

ポケットKey  （電気錠）

４つのテイストからなる多彩なラインナップをご用意。
一人ひとりの「自分らしさ」を表現する
玄関ドア選びをお手伝いします。

スリムなハンドル/見えないカギ穴

リモコン操作で
離れて

ハンドルの
ボタンを押すだけ

カードやシールを
近づけるだけ

離れたところから、
リモコン操作も
できます。
操作可能範囲は
室外側の3ｍ以内
です。

施錠ボタン

解錠ボタン

非常用収納カギ

携帯に便利な
大きな
ストラップ穴

リモコンで便利操作
ポケットKey※リモコンを持って
いればハンドルのボタンを
押すだけでカンタンにカギの
開け閉めができます。

非常用カギ（３本）

カードキー２枚
（86mm×54mm）

シールキー１枚
（直径10mm厚み0.8mm）

ポケットＫｅｙ ２個
※カギ内蔵リモコン

おサイフケータイ®や
楽天Edyカードも対応できます！

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は 楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

非常用シリンダーは見えない
ので、ピッキング抑制にも
つながります。

シリンダーカバーでカギ穴が
見えないので、ピッキングの
対象になりにくくなります。

カギやハンドルを
スマートに一体化。
カギ穴も見えません。

カギをハンドルに
一体化

室外側
アルミ

室内側
樹脂

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので
目安としてご利用ください。

補助錠

空かけ防止クレセント

防犯機能

リモコン電動シャッター標準装備



EXTERIOR WALL －外壁サイディング－

「木」の外観の最大の特徴、それは『経年美』。新築時の美
しさから風雨にさらされシルバーグレーに日焼けしたエイジ
ングの味わいへ。
こんな楽しみ方ができるのも「木の外観」ならではです。



EXTERIOR WALL －外壁サイディング－

■外壁

リブ９(モノカラー) メモリア

■ガレージ内



Ｒｏｏｆ －屋根－

屋根板は強度・意匠効果・強風による板鳴り現
象などに対応した3つのパターンを用意しまし
た。

※アール加工は「横さざ波」3m以上、「縦さざ
波」6m以上で対応しています。

※最小曲率半径は形状によって異なりますので
ご相談ください。

住宅、別荘、店舗、体育館、ドライブイン、
コミュニティーセンター、レジャー施設な
ど、観の意匠を重視する新築、改修の建物
に最適です。

■Ｓｉｍｐｌｅ ｉｓ Ｂｅｓｔ 圧倒的なコストパフォーマンス

嵌合部は毛細管現象を防ぐ構造で、屋根材の基
本性能で ある高い防水性を備えています。

各部の納まりに対応した標準役物部材で、施工の
省力化 を実現します。



Tairu－タイル－

エルドラードストーンスタックストーン [チャペルヒル]

ヒラタイル
目地：Ｍ4



Wall-fireplace－壁掛け暖炉－

PRODUCT
ついにデザインは炎にたどり着きました。

Firewall39”は英国の老舗ストーブメーカーESSE社が、
徹底した環境への配慮と、高い美意識から生み出した

最新鋭の壁掛け式ガスストーブです。
煙突や電気配線を必要とせず、ガスコンセントのみで簡単に
設置することができ、壁掛け式のため場所を取りません。

39インチのフレームの中で揺らめく本物の炎は、清浄な空気の中で
身体と心に癒しを与えてくれます。

気品あるブラックガラスは、シンプルながら高級感を放ちリビングや書斎、
寝室、玄関ホール、オフィスなど場所を選ばず
洗練された美しさと温もりをもたらします。

INTERIOR
室内を飾る。炎で飾る。
「炎を飾る」という斬新なコンセプトを持つFirewallは、
中央で揺らめく本物の炎が身体にも心にも癒しを与えて
くれる最新鋭の壁掛け式ガスストーブです。

全体のサイズは39インチのポートレートタイプ。
本体の厚みはわずか163mm。
コンパクトなボディは空間を圧迫することなく設置でき、
他の家具とのバランスがとりやすくなります。

ESSE Firewall39（ファイヤーウォール39）




