
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。（2018.03）

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。

親水コーティング外壁材

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

シェーフ

QWリラックグレー
EW2232H

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

A  

エクセレージ・親水14

エクセレージ・親水15

エクセレージ・親水15

エクセレージ・親水15

シュプリストーン15

MWルーチェホワイトＢ
EW4251H

MWマーチベージュ
EW4252H

MWファインシルバーＢ
EW4253H

MWボワブラックＢ
EW4254H

 

スクラッチクロス

 

 

MWブレンドブラックB
EW4046K

MWブランブラウンB
EW4043K

MWマーチピンク
EW4041K

MWトワイライトブルー
EW4044K

MWハイドホワイトB
EW4045K

MWバッケングレー
EW4231K

MWサトルブラックB
EW4236K

MWパインイエロー
EW4232K

MWカバードグリーン
EW4233K

MWテンダーブラウン
EW4234K

 

クレールウッド15

 

Kobayakawa
テキストボックス
           標準アクセント



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



D43型 Ｃ12型 

S13型 

パールブルー(FD) 
ハンドル：S型 

D32型 

ＦＡ ＦＤ 

D41型 D34型 

ＣＤ 

シリンダー 

ディンプルキー 

オーナーキー(1本) 標準キー(4本) 

※内容､仕様・設備の一部については､技術改良のため予告なく変更する場合があります。商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。   

P16型 

アンティークオーク(BA) 
ハンドル：F型 

M12型 

トリノパイン(BC) 
ハンドル：F型 

G14型 

ポートマホガニー(CJ) 
ハンドル：S型 

M17型 

ブラックウォールナット(BD) 
ハンドル：F型 

G13型 

チェスナット(HB) 
ハンドル：S型 

M19型 

クリエペール(EC) 
ハンドル：F型 

P11型 

クリエモカ(CB) 
ハンドル：F型 

P13型 

シュガーオーク(EE) 
ハンドル：D型 

ハンドダウンチェリー(CC) 
ハンドル：D型 

エクリュアイボリー(EA) 
ハンドル：D型 

リーフグリーン(EF) 
ハンドル：D型 

ＦＡ 

シュガーオーク(EE) 
ハンドル：D型 

アンティークオーク(BA) 
ハンドル：D型 

ＢＢ ＥＤ ＣＢ ＢＣ ＣＪ ＢＥ ＢＢ ＣＢ ＢＣ ＣＪ ＢＥ ＦＨ ＥＨ ＣＢ ＥＣ ＥＧ 

ＣＤ ＢＣ ＢＥ ＢＣ ＢＥ ＢＤ 

ＦＡ 

ＦＤ ＦＨ 

ＡＡ ＦＷ ＡＧ ＡＫ 

ＢＢ ＥＤ ＥＨ ＣＢ ＥＣ ＥＧ 

ＣＤ 

ＢＢ ＥＤ ＣＢ ＥＣ ＢＣ ＢＥ ＢＢ ＣＣ ＣＡ ＥＡ 

ＣＢ 

ＣＤ 

ＢＣ 

ＥＥ ＥＤ 

ＣＣ ＣＡ ＥＡ ＥＥ ＥＦ 

ＢＡ 

ＣＪ ＣＣ ＣＡ ＥＡ ＥＥ ＥＦ 

ＢＡ 

ＣＪ ＣＣ ＣＡ ＥＡ ＥＥ ＥＦ 

ＢＡ 

ＣＪ ＣＣ ＣＡ ＥＡ ＥＥ ＥＦ 

ＢＡ 

ＣＪ ＣＣ ＣＡ ＥＡ ＥＥ ＥＦ 

ＢＡ 

ＣＪ 

ＢＡ ＢＥ ＢＢ 

ＣＣ ＣＡ ＥＡ 

ＣＢ 

ＣＤ 

ＢＣ 

ＥＥ ＥＤ 

ＢＡ ＢＥ ＢＢ 

ＣＣ ＣＡ ＥＡ 

ＣＢ 

ＣＤ 

ＢＣ 

ＥＥ ＥＤ 

ＢＡ ＢＥ ＢＢ 

ＥＤ ＥＤ ＦＷ 

ハンドルデザイン  

Ａ型 Ｄ型 Ｆ型 Ｓ型 

シルキー 
マットブラック 

ブラスト 
シルバー 

シルキー 
マットブラック 

ブラスト 
シルバー 

シルキー 
マットブラック 

サテン 
ゴールド 

シルキー 
マットブラック 

ブラスト 
シルバー 

ジエスタ２ 防火戸 国土交通大臣認定 
防火設備 

断熱仕様：ｋ４仕様 カラーバリエーション 

クリエペール クリエモカ クリエラスク クリエダーク 

ミディアムチェリー トリノパイン ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ アイリッシュパイン アンティークオーク ﾊﾝﾄﾞﾀﾞｳﾝﾁｪﾘｰ 

ＢＣ 

ＢＢ 

ＢＡ 

ＣＢ 

ＢＤ ＣＣ ＣＡ 

ＥＤ ＥＣ 

パールブルー 

ＦＤ 

グレイッシュオーク 

ＥＧ 
シュガーオーク 

ＥＥ 
リーフグリーン 

ＥＦ 

シャイングレー オータムブラウン ポリッシュシルバー 

ＡＧ ＡＫ ＦＡ 
ナチュラルホワイト 

ＦＷ 
マットブラック 

ＡＡ 

クリエアイボリー 

ＥH 
エクリュアイボリー 

ＥＡ 

ＣD 
ポートマホガニー 

ＣＪ 
ゼンオーク 

ＢＥ 

シャンパンレッド 

ＦＨ 
チェスナット パイン 

HＡ HB 

チーク 

HC 

【平成28年省エネルギー基準】 

ＨＡ ＨＢ ＨＣ ＨＡ ＨＢ 

ＨＡ ＨＢ 

ＨＡ ＨＢ 

ＨＣ 

ＨＡ ＨＢ ＨＣ 

ＨＣ ＨＣ ＨＣ ＨＣ ＨＣ ＨＣ 

玄関ドア（防火・準防火エリア） 
更新日：2017年9月13日 

Kobayakawa
タイプライターテキスト

Kobayakawa
タイプライターテキスト



電子マネー・楽天Edyに対応した 
カードなら、玄関のカギとして 
ご利用いただけます。 

タッチキー 

リモコンキーをバッグに入れたまま 
ドアのボタンを押して解錠する、 
ワンタッチスタイル。 

リモコンキー2個 キー付リモコン3個 
非常用手動キー3本 

リモコンタイプ 

＋¥75,000 
キー付リモコンタイプ 

＋¥100,000 

 
[電池式] 

ドアのボタンを押す カードやケータイをかざすと、 
2つのカギが自動で解錠 

ドアが閉まると、 
2つのカギが自動で閉まる  

お手持ちの携帯電話がおサイフ 
ケータイ   対応機種なら追加 
費用なしで玄関のカギとして 
ご利用いただけます。 

Edy対応カードでも！ 

リモコンキーをバッグや 
ポケットに入れておく 

ドアのボタンを押すと、 
2つのカギが自動で解錠 ※1 

ドアが閉まると、 
2つのカギが自動で閉まる  

ケータイでも！ 

■エントリーシステム 

専用カードキー3枚 

※裏面は3種共通のデザインとなります。 

カザスプラス 

＋¥50,000 

CAZAS     カザスプラス 
[電池式] 

＋ 

カードや普段お使いのおサイフケータイ  対応 
スマートホンを玄関キーとして使用可能。 
ボタンを押して、カードやケータイを 
かざすだけで施解錠できます。 

R 

[準防火エリア] 

システムキー 

リモコンキーをバッグに入れておけば、 
ドアに近づくだけで解錠する、ノータッチスタイル。 
タッチモードへの切替も可能です。 

リモコンキー2個 キー付リモコン3個 
非常用手動キー3本 

リモコンタイプ 

＋¥105,000 
キー付リモコンタイプ 

＋¥130,000 

 
[AC120V式] 

リモコンキーをバッグや 
ポケットに入れておく 

ドアに近づくと 
2つのカギが自動で解錠  

ボタンを押すと閉まる。 
※オートロックにも出来ます。 

※内容､仕様・設備の一部については､技術改良のため予告なく変更する場合があります。商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。   

ジエスタ２ 防火戸 国土交通大臣認定 
防火設備 玄関ドア（防火・準防火エリア） オプション仕様 

更新日：2017年9月13日 



[準防火エリア] 

単体引違い窓 シャッター付引違い窓 

FIＸ窓 

高所用横すべり出し窓 
チェーン式オペレーター 

縦すべり出し窓 

上げ下げ窓FS 

デザインバリエーション 

横すべり出し窓 

面格子付き引違い窓 
（面格子：タテ・ヒシクロス） 

面格子付上げ下げ窓FS 
（面格子：タテ・ヒシクロス） 

内倒し窓 外倒し窓 

カラーバリエーション 

特 徴 

静かさという心地よさ。騒音もシャットアウト！ 

『静かさ』も快適のポイント。FG-Lは音の侵入・音の漏れ出しを抑えます。 
通りに面していてクルマの騒音などが大きい住まい、楽器演奏を近所に 
気にせず楽しみたいすまいにピッタリです。 

開き窓テラス 採風勝手口ドア
（面格子：ヨコ） 

断熱性UP! 

高断熱型Low-E 複層ガラス。室内側ガラスにコーティングした 
特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.5倍の断熱効果を 
発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。 
冬の寒さが厳しい地域でも、断熱効果を高め、室内の快適さを 
向上させます。 

※内容､仕様・設備の一部については､技術改良のため予告なく変更する場合があります。商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。   

縦すべり出し窓 T/F 

熱の出入りが最も多いのは窓やドアなどの開口部。 
断熱性能に優れたFG-Lなら窓を大きくしても夏冬快適です。 

高断熱窓のFG-Lなら部屋の温度差を抑える事が 
出来ます。これはヒートショック対策に効果的です。 

熱の流出割合 窓の室内側表面温度比較（社内試験結果サーモグラフィ） 

高い断熱性は、お財布にも環境にも優しい！ ヒートショックのリスクを軽減！ 夏も冬も快適！ 

FG-L 

赤い部分が多い程、室内窓面の温度が高い事を示しています。 
FGLはサッシ部分から逃げる熱が少なくなっている事がわかります。 

FG-L 

FG-L 

シャイングレー ナチュラルシルバー ホワイト オータムブラウン ブラック 

アルミと樹脂のハイブリッド構造でフレーム高性能化 

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し 
雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には 
断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを 
防ぎます。 

※外観色はアルミ色、内観色は樹脂色になります 

サッシ（防火・準防火エリア） 
更新日：2017年9月13日 

ＦＧ-Ｌ 国土交通大臣認定 
防火設備 

最新のテクノロジーで高い断熱性能を実現した
防火戸FG-L。従来の窓に比べ暖房時の熱の
流出、冷房時の熱の流入を抑え、室内の快適
さをまもります。 

住まいの心地よさが変わります。 

例えば家族の誰もが握りやすいハンドルや、指は
さみを防止する安心・安全に配慮した構造など、
これまでの窓に比べさらに安心して使いやすくなっ
たFG-L。 

日々の使いやすさが変わります。 

FG-Lは、まるで窓が存在しないかのようなシン
プルで美しいデザインを追求。視界がすっきり広
がって、部屋に居ながら、光や景色を身近に感
じる事が出来ます。 

窓辺の表情が変わります。 

家を建てるとき、まず第一に考えたいのが「断熱」
です。住まいの断熱をおろそかにすると、夏の暑
さ・冬の寒さに悩まされたり、冷暖房費が高くなっ
たり…。さらには、熱中症やヒートショックなど、家
族の健康を脅かすこともあります。 
住み始めてから気づいて後悔しないために、住ま
いの「断熱」を考えるには、家の中で最も熱の出
入りが多い“窓の断熱性能”を高めることが、快
適で健康な暮らしを実現するための大切なポイ
ントとなります。 

暑さ・寒さに悩まされない、
健やかで快適な住まいへ。 

住まいの省エネ＆環境性能は窓が決め手になります。FG‐L 
なら年間冷暖房費を約３万円も節約。窓をしっかり断熱する 
ことで冷暖房の効率を高めます。 

Kobayakawa
テキストボックス



 

フロアの特長

11SMタイプ（表示錠） STB20S(標準引き手)

【2M】 【YF】

洗面

トラスト建設株式会社様 標準仕様

クロゼットの特長

■クロゼットレスフラットデザイン
折れ戸下レール有りタイプ

※縦木目レスフラットデザイン

（LN色）の施工例 床との段差がわずか

5mmのアルミレール

取っ手レスにより、出っ張りの気にな
る動線上の収納扉に最適です。

＜レスフラットデザイン＞

玄関収納の特長

洗える樹脂棚板

■玄関収納レスフラットデザイン
Ｈ＝２３５０タイプ

＜レスフラットデザイン＞
取っ手レスにより、出っ張りの気になる

動線上の収納扉に最適です。

※W1200トールプラン（LN色）

の施工例(最大72足)です ボックスの天板・側面に化粧を標準

で施しております。

＜化粧天板・化粧側板＞

【FF】

階段

■ＫＳＧＣ階段

エンドエルボ

ブラケット

<シルバー色金物>

ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ

DB色

令和元年9月4日

好きを暮らしに。

カラーバリエーション

■木目柄

■単色

■タフトップＡ フロア

イメージPHOTO イメージPHOTO

【FF】【TS】

洋室ＬＤＫ（枠高 H=2288）

トイレ

■引手■レバーハンドル
（ハンドル・台座一体型デザイン）

■ドアストッパー

床付ドアストッパー（標準） 扉付戸当たり（標準） 11SMタイプ（空錠）

スキスムの特長

イメージPHOTO

＜アルミレール仕様＞

イメージPHOTO





壁パネルカラー

浴槽カラー エプロンカラー 床カラー

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 鏡面

HN642

ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN651

ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

HN661

ﾁｪﾘｰ

HN662

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN663

ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN953

ﾄﾊﾟｰｽﾞﾌﾞﾙｰ

HN748

組石ﾎﾜｲﾄ

HN746

組石ﾍﾞｰｼﾞｭ

HN747

組石ｸﾞﾚｰ

HN751

ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ

HN752

ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ

HN481

ｸﾞﾘｼﾞｵｾﾗﾄﾞﾝ

HN491

ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ

HN735

ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ

HN461

ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ

HN194

ﾎﾞﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ

HN191

ﾌﾟﾙｼｬﾝﾌﾞﾙｰ

HN983

青磁ﾘｰﾌ

HN984

ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ

HN952

ｱｸｱﾌﾞﾙｰ

HN954

ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ

HN932

ｼﾙｷｰｽﾃｯﾁ

HN933

ｽﾄｰﾝﾙｰｼﾞｭ

HN951

ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ HT

HT531

ｳｪｰﾌﾞﾎﾜｲﾄ

HT532

ｳｪｰﾌﾞﾋﾟﾝｸ

HT311

ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

HT312

ｸﾘｴﾓｶ

HT541

ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ

HT241

ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ

HT242

ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ

ﾍﾟｰﾙ

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ

LE701

ﾎﾜｲﾄ(EB)

LE301

ﾎﾜｲﾄ(ﾏｯﾄ)

NW1

ﾎﾜｲﾄ

Y71

ﾍﾞｰｼﾞｭ

G94

ｸﾞﾘｰﾝ

P91

ﾋﾟﾝｸ

N86

ﾎﾜｲﾄ

Y71

ﾍﾞｰｼﾞｭ

U61

ｸﾞﾚｰ

FW1

ﾎﾜｲﾄ

N11

ﾌﾞﾗｯｸ

単色ＦＲＰ

Ｌパネルアクセント張り

システムバスルーム　アライズ

UFD-111A BF-WM147TKX-PU

BF-SL6BG-PU/FW1 LDA-G1-1A KGM-30100S

NT-180A(6)-3S/W91 VDY-8002006L(73)/WM R773CH-L400 CKNB(7)-B-L1000/CH

BL-S75140 LAP-1582-W (×1本) R-1010P-24/W

CG合成によるイメージ画像です。

AG289602360-01



扉カラー カウンターカラー

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

LM2
ｸﾘｴﾓｶ

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

HD2
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

HP2
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

ハイグレード

洗面化粧台 ＭＲ

GJ2HT-905S(8)Y/LM2H MGJ2-903TXSU

KF-91

CG合成によるイメージ画像です。

AG079600164-04



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

鉢内スプレー

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　 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

リモコン便器洗浄

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

リモコン

点字対応　※ｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝは対応なし

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

ベーシアハーモＬタイプ

CF-AA64KU/LM FKF-AC70C

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。

AG289602360-01



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

鉢内スプレー

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 ■■■

ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)

リモコン便器洗浄

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

リモコン

点字対応

標準色

BW1
ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

BN8
ｵﾌﾎﾜｲﾄ

LR8
ﾋﾟﾝｸ

注文色(納期約２週間)

BB7
ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

壁リモコン

※リモコンの操作部ピクト表示切替のため、実際の商品と異なる場合があります。

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

CF-AA64KU/LM FKF-AC70C

0.5坪プラン（780×1,690mm） CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

※窓は参考例です。

AG079600164-04



高効率ガスふろ給湯器
エコジョーズ 24号／屋外壁掛形 [見積No.] 2018/6/13

シンプル （オート）タイプ ＿グリーン購入法適合商品

熱効率
給湯約９５％、

ふろ約９２％を
実現

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなします。

●前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとあふれたり湯量がバラつきます。

●残り湯の温度と設定温度が５℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、 お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

お湯はりスタート 自動ストップ 追いだき/自動保温

リモコン
ＲＣ－Ｂ００１マルチセット

浴室リモコン台所リモコン

＊大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。

＊給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

Ｑ機能＜湯温変化のない快適なシャワーを実現!＞

PRO-TECメカ

温水ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を
防止する最も進んだ制御方式です。

低温度出湯 ターボ給湯

*最大出湯量が２５％アップ。

*出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」を防ぎます。

Q-TEC制御

PRO-TECメカの機能を応用し、
35℃、32℃といった低温度での出湯が可能!

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
低温度のお湯が出せない場合があります。
（従来の最低出湯温度は37℃）

シャワーでよく使う40℃付近での
冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します。

主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに
威力を発揮します。

*夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しげ。

エコジョーズは毎日使うだけで、従来に
比べてCO2を約１５％削減します。
ＬＰガスで257㎏-CO2／年

●試算データは、ＬＰガス：16.6円/kWh、使用条件は弊社

設定です。 詳しくはカタログをご参照下さい。

*年間ランニングコストの比較

*年間Co2削減量257Kg-Co2は、
杉の木18本が1年に吸収する
Co2と同じ量です。

従来タイプ

*もったいないを再利用。

１年間で
２５7Kg-Co2
削減!

給湯:約96,000円 ふ ろ:約17,400円

給湯:約114,000円 ふ ろ:約20,000円
※LPガスの場合

トータル約２0，6００円おトク！

給湯:約18,000円 ふ ろ:約2,600円 もおトク!

GT-C246SAWXBL
【シンメトリーデザイン／プレスライン】 【フランジ幅減少】

安定感・信頼感を感じていただけるような
左右対称のデザインと、全体を引き締めて
繊細で力強いイメージの新デザイン。

フロントとケースの一体感を

高める効果。

新デザイン外装

本体側面と可燃物との離隔距離が150mm⇒10mmで設置可能となりました。

側面近接10mm対応

業界No.1!

従来品より 「2㎏」 軽量となりました。(※当社比／2017年2月時

点)

軽量設計



■一般共通 ■外部建具
２階建 ３階建

３階天井 グラスウール（ア）　５０　２４㎏/㎥
２階天井 グラスウール（ア）１００　１０㎏/㎥ グラスウール（ア）１００　１０㎏/㎥
１階天井 無（但し下屋部分は２階天井に同じ） グラスウール（ア）１００　１０㎏/㎥
外周部壁 グラスウール（ア）７５以上　　１０㎏/㎥ グラスウール（ア）７５　　１０㎏/㎥
１階床下 カネライトＥ３型（ア）３０ カネライトＥ３型（ア）３０
天井下地 準不燃石膏ボード（ア）　９.５ 強化石膏ボード（ア）１２.５ ■内部仕様
内壁下地 準不燃石膏ボード（ア）１２.５ 強化石膏ボード（ア）１２.５ 床 巾木 壁 廻縁 天井
３階床下地 構造用合板（ア）２４ 玄関 ３００角タイル タイル貼 ビニールクロス貼（量産品） なし ビニールクロス貼（量産品）

２階床下地 構造用合板（ア）２４ 構造用合板（ア）２４ ホール・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階床下地 構造用合板（ア）２４ 構造用合板（ア）１２ 階段室 システム階段 側板（ア）３０ 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㎏ アスファルトルーフィング２３㎏ ＬＤＫ 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）

外壁下地 構造用合板（ア）９ 耐力壁パネル　ノボパンⅡ（ア）９ 洋　　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）

外壁防水下地 透湿防水シート+通気胴縁 透湿防水シート+通気胴縁 トイレ 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）

バルコニー防水 ＦＲＰ防水（防火認定品）２ＰＬＹ ＦＲＰ防水（防火認定品）２ＰＬＹ 洗面脱衣室 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）

ＧＬから１ｍまで ＧＬから１ｍまで クローゼット・物入 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）

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 化粧シート貼り　フラットタイプ　Ｈ２０００　　
大引 　９０×　９０ 米栂ＫＤ　注入材 特殊化粧シート貼り　フラットタイプ　トールボックスＷ１２００タイプ（ミラー扉付き）
１階床組み ２４ｍｍ構造用パネル（根太レス仕様）　　 針葉樹合板 枕棚+ハンガーパイプ付　または　中段+枕棚
通し柱 １０５×１０５ 唐松集成材 固定タイプ　１１０Ｌ（６００㎜）タイプ　１ヶ所　※２階リビングの場合は無し
管柱 １０５×１０５ WW集成材
梁 １０５巾　（梁成１２０以上） 米松ＫＤ、梁成300以上ＲＷ集成 ■住宅設備機器仕様
桁 １０５×１０５ 米松ＫＤ タイプ Ｉ型２５５０　オールスライドタイプ（ダブルストッカープラン）
棟木・隅木・母屋 １０５×１０５以上 米松ＫＤ 吊戸棚 ミドルタイプ　高さ７００（感震ロック付）
火打ち梁 　９０×　９０ 米松ＫＤ 天板 人造大理石トップ
垂木 　４５×　６０ 米栂ＫＤ 水栓 シングルレバーシャワー浄水栓

Ｚマーク金物　同等認定金物 調理機器 ファインコートトップ３口ガスコンロ　片面焼きグリル付
食器洗い乾燥機 Ｗ４５０　プルオープンタイプ

■給排水設備 レンジフード シロッコファンＷ７５０
給　　水 ７ヵ所（給湯器・キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ２ヶ所・洗濯機） キッチンパネル メラミン化粧板
給　　湯 ４ヵ所（キッチン・食洗機・ユニットバス・洗面化粧台） タイプ １６１６サイズ（１坪用）
屋外水道 埋込散水ＢＯＸ　１ヶ所 浴槽 ＦＲＰ
ガス給湯器 屋外設置壁掛型２４号オートタイプ<エコジョーズ>　　マルチリモコン（浴室・キッチンに設置） 壁 一部アクセントパネル

シャワー水栓 サーモ式シャワー水栓
■電気設備 換気扇 電気式暖房換気乾燥機
分電盤 基本１６回路　契約アンペア数【５０Ａ】 扉 ２枚折戸
２口コンセント LDK　３ヶ所以上　居室　２ヶ所 サイズ Ｗ９００標準
専用コンセント エアコン用（ＬＤＫ・居室　各１ヶ所）　食洗機用　レンジ用（キッチン）　バス乾用 キャビネット 引出しタイプ
アース付コンセント 冷蔵庫・洗濯機・トイレ２ヶ所 ミラーキャビネット ３面鏡
外部防水コンセント ２ヶ所（給湯器用１ヶ所含む） 水栓 シングルレバー水栓
テレビ用アウトレット ＬＤＫ・居室　各１ヶ所 便器 セパレート型標準タイプ（手洗い付きタンク）
電話用アウトレット 電話端子　１ヶ所　 便座 シャワートイレ付き便座
インターホン ハンズフリーＴＶドアホン　１：１ 紙巻き器 棚付き２連タイプ
基本照明器具（LED） 玄関ポーチ・玄関ホール・廊下・階段室・トイレ・洗面脱衣室・キッチン タオルリング スタンダードタイプ（トイレ２ヶ所・洗面脱衣室に取付）

天井設置タイプ（露出型）乾電池式
キッチン：熱感知式警報機　　　居室及び階段室：煙感知式警報機 洗濯機用設備 洗濯パン又は排水トラップ １階設置時：排水トラップ　　２階設置時：洗濯機パン
自然給気（１００φ）各居室に設置　　　機械排気（１００φ）トイレに設置（※換気計算に準ずる） 水栓 カップリングタイプ

■外部仕様 ■その他別途工事 ■その他別途費用
地盤調査 スウェーデン式サウンディング試験（５ポイント） 　　・地盤改良工事 　　・設計費
基　　礎 　　・特殊基礎工事（高基礎、深基礎等） 　　・建築確認申請費
屋　　根 無石綿スレート葺　雪止め金物取付 　　・上下水道・ガス引込み工事 　　・検査諸費用
外　　壁 防火サイディング（14mm指定品） 　　・エアコン工事 　　・フラット35など別途申請費

外壁に同じ 　　・カーテン工事（レール共） 　　・水道利用加入金、水道局納付金
雨　　樋 樹脂製　　軒樋：角（１００）　　縦樋：丸（６０φ） 　　・ＴＶアンテナ取付（ケーブルＴＶ、共聴引込み等） 　　・地鎮祭、上棟式
バルコニー 床：ＦＲＰ防水　壁：外壁に同じ　笠木：アルミ笠木　　　スライド収納式物干し金物１セット付 　　・電話引込み工事 　　・法務局登記費用

外壁に同じ 　　・外構工事
玄関ポーチ 磁器質３００角タイル貼 ※記載のないものは別途御見積とさせていただきます。 ※施工上及び着工時期により変更になる場合がございます。

棟換気 ※標準面積・数量の減による価格の減額はいたしません。 ※現場と異なる場合は現場優先とさせていただきます。

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

バルコニー上裏・ポーチ天井

小屋裏の換気措置
軒裏換気（ＦＤ付）　・　外壁通気工法

ユニットバス

洗面化粧台

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）

内部建具（収納扉） 　　　
玄関収納
収納内部造作
床下収納庫

システムキッチン
金物

床材
階段材 特殊化粧シート貼り　厚み30mm

部材 内部建具（出入口ドア） 特殊化粧シート貼り　フラットタイプ　Ｈ２０００　※ＬＤＫはハイドア（ガラス入り）Ｈ２２００

引違い窓は標準設置
面格子 １階上げ下げ窓

内部

外部

防腐・防蟻

標 準 仕 様 書

部位 玄関ドア アルミ製玄関ドア　片開きタイプ　※準防火地域は防火戸

断熱材

アルミサッシ 住宅用アルミ製サッシ　※準防火地域は防火戸
硝　　子 全ての開口部は複層ガラス　　準防火地域：網入りガラス（雨戸の無い窓）
シャッター

Trust Groupe

トラスト建設株式会社




