
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。（2019.09）

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。

●エクセレージ親水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。

レベレント

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

EW1953H EW1954HEW1951H EW1952H

EW1956H EW1957H

QWフリーベージュＤ QWシダーブラウンＪQWシルクホワイトＥ QWアッシュベージュＨ

QWニューホワイトF QWチャコールブラウン QWマックスホワイト
EW1958H

 

カルムウェーブ

 

EW2341H
QWマックスホワイト QWマックスブラック

EW2348H

レベレント

QWシルバーグレー QWミッドグレー
EW2344H

QWシルクグレー
EW2345H

QWシックベージュ
EW2346H

QWシルクホワイト
EW2343HEW2342H

QWアトランティックブルー
EW2347H

 

スマッシュライン

 

EW2017HEW2016H

EW2011H EW2012H EW2013H

EW2019HEW2015H
MWオータムホワイトＥ MWショコラブラウンＤMWクリームベージュＥ

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

MWマックスホワイト

MWアイボリーブラックC
EW2014H

MWアトランティックブルー
EW20110H

MWマックスブラック
EW20111H

エクセレージシリーズ

kobayakawa
テキストボックス
 標準仕様

kobayakawa
テキストボックス
標準仕様



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

kobayakawa
長方形







9507Z-1901-0961F

●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。

ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ

キッチンパネル（ホーロークリーンパネル）

マイルドホワイト

ANU-2597CM GS引手ブラック



扉カラー

ワークトップ シンク

０３６シリーズ

ステンレスステンレス

コンポーネントキッチン　ティオ

K36Q

ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ

R36Q

ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

U36Q

ｱﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ

W36Q

ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ

ｽﾃﾝﾚｽｼﾙｸｴﾝﾎﾞｽ

SFWL420SYXJGE HT40B ADR634SIRE

CG合成によるイメージ画像です。

現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

AG289600351-06

kobayakawa
長方形



壁パネルカラー

浴槽カラー 床カラー

アクセントパネル：Ｌパネル（鏡面）

HN751
ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ

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

アクセントパネル：Ｌパネル（ＨＴ）

HT311
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

HT312
ｸﾘｴﾓｶ

ベースパネル：Ｌパネル（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

集合住宅用ユニットバスルーム

R729L-CC

LDA-G1-1A UFD-111A KGM-11440S NT-180A(7)-2S/C01+CH

VDY-6002000R(78)/W BF-FB27(1000)-PU3 R773CH-L400

CG合成によるイメージ画像です。

YXKYYE00174-03



洗面器カラー扉カラー

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

ミドルグレード

洗面化粧台 リフラ

LF-HY340SYC-MB12 FRVN-605YL-P/YS2H

MFTX1-601XPJ-F

CG合成によるイメージ画像です。

YXKYYE00174-03



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)

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　 ■■■

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）

おしりマッサージ洗浄

ビデ洗浄（泡沫ソフト）

■■■　 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

BW1

ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8

ｵﾌﾎﾜｲﾄ

ＬＣ便器

CF-12C KF-91CW-H41/BW1

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。

AH557205103-03



ガスふろ給湯器 16号オート

ガス給湯器ご提案書

RUFRUFRUFRUF----SA1615SAWSA1615SAWSA1615SAWSA1615SAW

自己診断機能搭載
機器の燃焼が異常な状態にならないように安全側に動作させるとともに異常を表示しま
す。
もしも対応不能となった場合には。機器を安全に停止し異常を表示します。

停電モード対応

別売の停電対応ユニットで変換した自動車のバッテリー電源により、
停電時に給湯機能のみ使用可能です。（排気バリエーションがWタイプのみ対応してい
ます）。

給湯能力

シャワーの断続使用時も安定した湯温を保つＱ機能搭載しています。
また、最大24L/minまで出湯可能です。

自動湯はり機能・快適おいだき・快適保温
スイッチ１つで自動湯はり(設定水量)、沸き上げ、保温まで自動でできます。
入浴時はふろ湯温をこまめにチェックし温度が下がらない様に保温します。（快適保温）
浴室リモコンで保温時間を0，1，2，4，6，8時間に変更できます。

機器内側面に取付けた遮熱板により、可燃物との距離が10mmまで設置が可能です。
(従来機：150mm)
また、2階浴室（上方7m）・階下浴室（下方3m）へも接続できます。
樹脂管（φ10）による追いだき配管（20mまで）が可能です。
浴槽データの永久記憶、メンテ情報モニターの採用によりメンテ性が向上しました。

側方近接設置対応・施工性・メンテ性の向上

ＱＱＱＱ機能機能機能機能 快適保温快適保温快適保温快適保温 選選選選べるべるべるべるＥｃｏＥｃｏＥｃｏＥｃｏモードモードモードモード

ＳＵＳＵＳＵＳＵ1111・・・・ＳＵＳＵＳＵＳＵ２２２２

新新新新シミュシミュシミュシミュ/FF+FB/FF+FB/FF+FB/FF+FB

バイパスサーボバイパスサーボバイパスサーボバイパスサーボ

水量水量水量水量サーボサーボサーボサーボ

32℃32℃32℃32℃出湯出湯出湯出湯

温度調節温度調節温度調節温度調節

保温時間切替保温時間切替保温時間切替保温時間切替

湯湯湯湯はりはりはりはり完了前完了前完了前完了前おおおお知知知知らせらせらせらせ

たしたしたしたし湯湯湯湯

たしたしたしたし水水水水（（（（ぬるぬるぬるぬる湯湯湯湯））））

予約運転予約運転予約運転予約運転

ゆらぎのシャワーゆらぎのシャワーゆらぎのシャワーゆらぎのシャワー

即湯即湯即湯即湯ユニットユニットユニットユニット

呼呼呼呼びびびび出出出出しししし

ＱＱＱＱ21212121

低低低低ＮＯｘＮＯｘＮＯｘＮＯｘ

あんしんあんしんあんしんあんしん点検点検点検点検

ＢＬＢＬＢＬＢＬ認定品認定品認定品認定品

グリーングリーングリーングリーン購入法購入法購入法購入法
適合商品適合商品適合商品適合商品

屋外壁掛型

高さ 610×幅 250×奥行 250 (mm)

定価 279,600円(税抜)

マルチリモコンセット 音声ガイド付

安心のアフターサービス

通常通常通常通常２２２２年保証年保証年保証年保証のところのところのところのところ

リンナイのリンナイのリンナイのリンナイの保証保証保証保証はははは、、、、保証期間保証期間保証期間保証期間がががが長長長長くくくく安心安心安心安心ですですですです。。。。

３３３３年保証
無料無料無料無料のおのおのおのお客様登録客様登録客様登録客様登録でででで

あんしんのあんしんのあんしんのあんしんの

0120-054321
リンナイリンナイリンナイリンナイ東京東京東京東京おおおお客様客様客様客様センターセンターセンターセンター ではではではでは

２４時間３６５日
受付受付受付受付対応致対応致対応致対応致しますしますしますします。。。。

スイッチやパネルをよりスイッチやパネルをよりスイッチやパネルをよりスイッチやパネルをより見見見見やすくやすくやすくやすく。。。。ユニバーサルデザインリモコンユニバーサルデザインリモコンユニバーサルデザインリモコンユニバーサルデザインリモコン。。。。

BCBCBCBC----230V(T230V(T230V(T230V(T))))

浴室リモコン

定価 17,500円



■一般共通 ■外部建具
２階建 ３階建

界壁 グラスウール（ア）５０　　２４Kg/㎡
２階天井 グラスウール（ア）１００　１０Kg/㎡
１階天井 グラスウール（ア）１００　１０Kg/㎡
外周部壁 グラスウール（ア）７５以上　１０Kg/㎡ 開閉窓は全て網戸付き・壁付け物干し金具・1階小窓は面格子付き
１階床下 ポリスチレンフォーム（ア）３０
界壁 石膏ボード（ア）１２.５×２ ■内部仕様
間仕切り下地 強化石膏ボード（ア）１２.５ 床 巾木 壁 廻縁 天井
２階天井下地 強化石膏ボード（ア）１２.５ 玄関 クッションフロアー 付け幅木 ビニールクロス貼（量産品） なし ビニールクロス貼（量産品）

１階天井下地 強化石膏ボード（ア）１５.０ 廊下 木質系フロア Ｈ６０（スカート付） ビニールクロス貼（量産品） なし ビニールクロス貼（量産品）

１.２階床下地 構造用合板（ア）２４ 居室 木質系フロア Ｈ６０（スカート付） ビニールクロス貼（量産品） なし ビニールクロス貼（量産品）

屋根防水下地 アスファルトルーフィング２３㎏ ロフト 木質系フロア Ｈ６０（スカート付） ビニールクロス貼（量産品） なし ビニールクロス貼（量産品）

外壁防水下地 透湿防水シート トイレ クッションフロアー Ｈ６０（スカート無） ビニールクロス貼（量産品） なし ビニールクロス貼（量産品）

外壁下地 構造用合板（ア）９ 洗面脱衣室 クッションフロアー Ｈ６０（スカート無） ビニールクロス貼（量産品） なし ビニールクロス貼（量産品）

バルコニー防水 ＦＲＰ防水（防火認定品）２ＰＬＹ
ＧＬから１ｍまで

特殊化粧シート貼り　１２×３０３×１８１８
■主要構造部材仕様 ※構造計算等により、樹種・部材寸法を変更する場合があります。

寸法 材種
土台 １０５×１０５　　 米栂ＫＤ　注入材 玄関収納
大引 　９０×　９０ 米栂ＫＤ　注入材
１階床組み ２４ｍｍ構造用パネル（根太レス仕様）　　 針葉樹合板
通し柱 １０５×１０５ 唐松集成材
管柱 １０５×１０５ 杉集成材
梁 １０５巾　（梁成１２０以上） 米松ＫＤ（梁成300以上赤松集成） ■住宅設備機器仕様
桁 １０５×１０５ 米松ＫＤ タイプ コンパクトキッチン　W１２００
棟木・隅木・母屋 　９０×　９０以上 米松ＫＤ 吊戸棚 あり
火打ち梁 　９０×　９０ 米松ＫＤ 天板 ステンレス
垂木 　４５×　６０ 米松ＫＤ 水栓 混合水栓

Ｚマーク金物　同等認定金物 調理機器 ２口ＩＨヒーター　※プランにより１口IHの場合有り
食器洗い乾燥機 なし

■給排水設備 レンジフード ダクト用レンジフード
給　　水 ６ヵ所（給湯器・キッチン・ユニットバス・トイレ・洗濯機・洗面化粧台） 照明 ２０Ｗ蛍光灯
給　　湯 ３ヵ所（キッチン・ユニットバス・洗面化粧台） タイプ 標準１０１４サイズ　
屋外水道 共用部１ヶ所立水栓 浴槽 ＦＲＰ
給湯器 屋外設置壁掛型１６号追焚き付き　　リモコンＵＢに設置 壁 １面アクセントパネル（その他マットホワイト）

シャワー水栓 エコフルシャワー混合水栓
■電気設備 換気扇 電気式暖房換気乾燥機（１００V）
分電盤 標準４回路　契約アンペア数【３０Ａ】 扉 ２枚折戸
居室コンセント ２ヶ所 サイズ 標準W６００
専用コンセント エアコン用・浴室換気乾燥暖房機・2口IHヒーター キャビネット 扉タイプ
アース付コンセント 洗濯機用・トイレ ミラーキャビネット １面鏡
外部防水コンセント 給湯器用　１ヶ所 水栓 シングルレバー水栓（グーネックタイプ）
テレビ用アウトレット 居室・ロフト　各１ヶ所 便器 セパレート型
電話用アウトレット 電話端子１ヶ所　（LAN配管　１ヶ所） 便座 温水洗浄便座
インターホン ハンズフリーＴＶドアホン　１：１ 紙巻き器 ワンタッチ式
基本照明器具（LED） 玄関灯（共用）・廊下・トイレ・居室・ロフト・洗面室 タオルリング スタンダードタイプ

天井壁併用タイプ（露出型）乾電池式 トイレ収納 W600×H450×D200
キッチン：熱感知式警報機　　　居室：煙感知式警報機 洗濯機用設備 排水 排水トラップ　　※防水パンオプション
自然給気（１００φ）各居室に設置　　　機械排気（１００φ）トイレに設置 水栓 洗濯機専用水栓

■外部仕様 ■その他工事 ■別途工事
地盤調査　※別途 スウェーデン式サウンディング試験（５ポイント） 　　・エアコン工事 　　・外構工事
基　　礎 　　・カーテンレール 　　・地盤改良工事（地盤調査に基づく）
屋　　根 無石綿スレート葺　雪止め金物取付　けらばフリーリッジ仕様 　　・上下水道引込工事
外　　壁 防火サイディング（14mm指定品） 　　・ＴＶアンテナ取付

防火板塗装品（12ｍｍ指定品） 　　・電話引込み工事
雨　　樋 樹脂製　　軒樋：角（１００）　　縦樋：丸（６０φ）
共用廊下：1階 モルタル仕上げ

床：ＦＲＰ防水　壁：外壁に同じ　笠木：アルミ笠木　　　
玄 関 床 モルタル下地のうえクッションフロアー貼り

棟換気

標準仕様書（共同住宅用）

部位 玄関ドア アルミ製アパートドア・テンキーロック・ポスト付き　　※防火指定に準ずる

断熱材

アルミサッシ アルミ製サッシ　　※防火指定に準ずる　
硝　　子 複層ガラス　（準防火地域はLow-E複層ガラス・雨戸の無い窓は網入りガラス）
シャッター 引違い窓は標準設置　（非防火地域は１階のみシャッター付き）
その他

内部

外部

防腐・防蟻
フロアー材
内部建具（出入口扉） 特殊化粧シート貼り　フラットタイプ　

部材 内部建具（収納扉） 　　　　 特殊化粧シート貼り　フラットタイプ　

トイレ

アクセサリー

住宅用火災警報器

２４時間換気設備（第３種換気）

トイレ収納

キッチン
金物

鉄筋コンクリート造ベタ基礎（コンクリート強度：ＦＣ＝２４０、鉄筋：ＳＤ２９６Ａ）　基礎パッキン工法

軒天・破風・鼻隠し

共用廊下：2階及びバルコニー

小屋裏の換気措置
外壁通気工法+屋根断熱

特殊化粧シート貼り　W６００×H１７３０×D３５０　　
特殊化粧シート貼り　W６００×H４５０×D２００　

ユニットバス

洗面化粧台

Trust Groupe

トラスト建設株式会社
【準耐火構造】

【住宅性能評価】（劣化対策等級３） ※自社設計の場合


