
どんな街並みにも美しく映える、 スタンダードデザイン。

CC262W
ネオ・ブラック

CC225PW
シルバー・ホワイト

CC235PW
アイス・シルバー

CC275PW
パール・グレイ

CC221PW
ココナッツ・ブラウン

CC241W
ウォルナット・ブラウン

CC247W
アイリッシュ・グリーン

CC277W
ウェザード・グリーン

CC223AW
メロウ・オレンジ

CC293AW
ボルドー・レッド

CC226AW
ミッドナイト・ブルー
※板金色はブラックです ※板金色はブラウンです

CC291AW
グラス・ブラウン

2017年4月3日新発売 2017年4月3日新発売

耐風試験(社内試験)

地面の揺れ

負荷が小さい

地面の揺れ

揺れが小さい

建物の重心を低く建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の
力を大きく受けます。屋根を軽くす
れば、地震の際に建物にかかる力を
より小さくすることができます。

地震のとき、重心が高い建物ほど揺
れは大きくなります。屋根を軽くすれ
ば、建物の重心が低くなり、揺れ幅を
より小さくすることができます。

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。

１軒の家（屋根面積100㎡＜約30坪＞で比較すると、

陶器平板瓦はケイミュー屋根材に比べて乗用車約２台分

以上の重量が（約2.3t)が余分にかかることになります。

洋瓦

約160kg

厚型平瓦 カラーベスト
シリーズ

約140kg

約68kg

建物は重量が重いほど地震時の揺れが

大きくなり、建物の重心が高ければ揺れ

はさらに増大します。カラーベストは全

商品が一般的な陶器平板瓦の１/２以下

という軽量さ。カラーベストなら建物の総

重量を軽く重心を低くでき、軽い屋根に

よる住まいの減震効果が期待できます。

地震に
強い

屋根を軽く

揺れを小さく

建物の重量を軽く 建物の重心を低く

■ 軽い屋根の減震効果■ 屋根材別「重さ」比較（1坪当りの重さ）

独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、

強風による飛散が防止できます。その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根

材は耐風性を充分に考慮した設計。風の

抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一

枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定す

る施工方法で、強風による屋根材の飛散や

ズレを最小限に抑えます。

強風に
強い

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下葺材の

２段階の防水設計を採用。カラーベストは

屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入

を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防

水シートによって防止します。

屋根材の大きな重なりと下葺材で、豪雨でも漏水を抑えます

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、

優れた防水性を確保しています。

防水試験(社内試験)

大雨に
強い

※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。(2017 年 5 月） 資料・商品：ケイミュー株式会社

トラスト建設株式会社

Kobayakawa
長方形



2014.04資料・商品：ケイミュー株式会社※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合が有ります。詳細はカットサンプル等でご確認下さい。 資料・商品：ケイミュー株式会社※商品写真は印刷の為、現物と異なる場合があります。詳細はカットサンプル等でご確認ください。（2017.05）

トラスト建設株式会社

雨で汚れを洗い流します。
親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が
汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、
雨水と一緒に洗い流してくれます。

親水性

雨が浮かして流す ピカ
　ピカ

水滴が入り込む 洗い流す

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。

雨で汚れを洗い流す、
親水コート仕様の外壁材。

●セラディール親水14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。また、局部的に汚れ
が集中し易い部位や錆・コケ・藻類の付着・発生に対しては効果が低くなる場合があります。特に局部的に汚れが集中しやすい部位には、ツタワンDやロングツタワンDのご使用をおすすめいたします。

●汚れが気になる場合は、中性洗剤とスポンジを使って水洗いすることでも汚れを落とすことが可能です。

油汚れ 油汚れ

一般塗料 親水コート 一般塗料 親水コート 一般塗料 親水コート

汚れ落ち試験 ［条件］●油汚れ：一般食用油＋カーボンを使用

汚れが付着 霧状の水をかける 水で汚れが流れ落ちる

※社内実験結果です。

「エクセレージ・親水14」外壁材

エクセレージシリーズは、寒冷地・積雪地以外での一般地向けに開発された

外壁材。優れた強度を持ちながら、重さがモルタルの1/2以下なので、

建物にかかる負荷が小さく、耐震性に優れています。

優れた強度と軽量性を兼ね備え、地震にも安心です。
エクセレージシリーズ

スレッドストーン

QWニュアンスホワイトB
EW1921H

準不燃材料：QM-0629

ベース柄 準不燃材料：QM-0629ベース柄 準不燃材料：QM-0629

アクセント柄 準不燃材料：QM-0629準不燃材料：QM-0629

 

ラフレンガ

 

A  

 

EW1758K

EW1757KEW1756KEW1754K EW1755K

MWブロッサムオーカー

MWブロッサムライトブラウンMWハイドホワイトBMWブロッサムオレンジB MWブロッサムブラウンB

秀石

EW1179K EW11710KEW1177K EW1178K

EW11711K EW11712K

MWルシールイエローB MWアコールホワイトMWルシールオーカーB MWルシールブラウンC

MWハーモニーピンク MWパレスベージュ

シフォンストーン

EW2021K EW2022K EW2023K EW2024K
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

Kobayakawa
長方形



トラスト建設株式会社

※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。(2017.05)

Kobayakawa
長方形





集合住宅仕様　御提案

BK DA ME BJ LT PA WA

※写真はピボットドアです。丁番ドアもあります。 ※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

Color Variation

ドア･引戸デザイン

D-24型

リビングドア

PA
メープル特有の適度なてりと柔らかな木目を表現。
明るくあたたかみのある色調で、ナチュラルなインテリア空間づくりに最適です。

D-35型

トイレドア/洗面ドア

Ｄ-11型

クローゼット

Ｄ-11型 6尺トール

玄関収納

床材

●303×1,818×12

㎜

（3本溝タイプ 横溝なし）

源平かば：ブラック色 JC-BK ¥20,000/坪

源平かば：ダーク色 JC-DA ¥20,000/坪

源平かば：ミディアム色 JC-ME ¥20,000/坪

源平かば：ベージュ色 JC-BJ ¥20,000/坪

源平かば：ライト色 JC-LT ¥20,000/坪

かば：ペール色 JC-PA ¥20,000/坪

かば：ホワイト色 JC-WA ¥20,000/坪

※オプション

※写真はＬＴ色です

標準仕様

標準仕様



2703Z-1703-0746F

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法･仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

画像はイメージです。

トラスト建設 標準仕様 D500

※加熱機器・レンジフードの連動機能について：どちらか一方が連動機能付でない場合は対応しません。

キッチンパネル（ホーロークリーンパネル）

人造大理

シャインホワイト

1口IHヒーター

マイルドホワイト

CH-11BTD



壁パネルカラー

浴槽カラー 床カラー

め ざ し た の は 、

誰 も が 心 地 よ い コ ン パ ク ト バ ス ル ー ム 。

集合住宅用ユニットバスルーム

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(鏡面)

HN642
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN491
ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ

HN735
ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ

HN191
ﾌﾟﾙｼｬﾝﾌﾞﾙｰ

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(HT)

HT311
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

HT312
ｸﾘｴﾓｶ

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(ﾏｯﾄ)

LE301
ﾎﾜｲﾄ

N86
ﾎﾜｲﾄ

N86
ﾎﾜｲﾄ

岩肌調単色ＦＲＰ

アクセント張り

EFD-C1-2A UFD-111A KGM-3060(1)S

VDY-6002006L(79)/W TB-400E-K LAP-0982-W (×1本)

CG合成によるイメージ画像です。

AF001800920-01



みんなが快適、しかもエコなスタンダード化粧台。

リ フ ォームへの配慮も さ らに充実し ま した 。

カラーバリエーション

洗髪・洗面化粧台 オフト

VP1W
扉：VP1(ﾎﾜｲﾄ)
洗面器：BW1(ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ)

VP1P
扉：VP1(ﾎﾜｲﾄ)
洗面器：LR8(ﾋﾟﾝｸ)

スタンダード

LF-4355S-MB5 FTVN-504/VP1W

MFK-501

CG合成によるイメージ画像です。

AH280204536-01



機能一覧

カラーバリエーション

ＬＣ便器 樹脂製タンクを使用したお求めやすいシリーズ。

便座が選べる組み合わせ便器です。

■■■ キレイ機能 ■■■

本体スライド着脱

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

便フタワンタッチ着脱

ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)

抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

■■■ エコ機能 ■■■

W節水（大8L、小6L）

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）

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

おしりマッサージ洗浄

■■■ 快適機能 ■■■

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

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

CF-U12 KF-U10CW-H41/BW1(色仮決)

写真はカタログによるイメージです。見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

AH280204536-01


