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ＦＬＯＷ ～お引き渡しまでの流れ～

－ご契約－

・ご契約書を取り交わします。

・ご契約時に希望プランヒアリング
シートをお渡しします。記載内容を
拝見し間取りプランを作成しますの
で出来る限り詳しくご記入ください。

・第1回目お打合せまでにお客様に仮
プランをお送り致します。お打合せ
日までにプランをご検討ください。

本ご契約は「建売住宅のフリープラン」となり「注文住宅」ではございません。

その為に下記のようなケースはお受けできませんのでご了承下さい。

・過度な仕様変更（造作工事・提携外メーカーの取り扱い等）

・提携工事業者以外の現場内作業 ＊お引渡し前にお知り合いの工事業者の方等の現場内作業を行うなど

・確認申請図書以外の設計図書の作成（基礎伏図・梁伏図・小屋伏図・配管図等）

－第１回目お打合せ－

・仮プランをもとに間取りの変更等
がある場合はご指示ください。

・間取りが決まりましたら窓の位置
やコンセント・照明などの配線図を
ご決定頂きます。

・オプション工事のご要望をお伝え
下さい。お見積りを作成し提出させ
て頂きます。

－第２回目お打合せ－

・前回お打合せの内容に基づき、最
終間取りプランをご確認頂きます。

・内外装コーディネートや外構計画
等を御決定頂きます。（その①）

・御確認頂いた間取りプラン等にて
建築確認申請を提出させて頂きます。

※お打合せ終了後の間取りプラン変
更は不可となりますのでご了承下さ
い。

－最終お打合せ－

・内外装コーディネートや外構計画
等を御決定頂きます。（その②）

・オプション工事の御決定を頂きま
す。

・工事内容確定の為に最終承認図に
サインにてご承認を頂きお打合せ終
了となります。

※お打合せ終了後の変更は着工に関
係なく不可となりますのでご了承く
ださい。
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フリープランについて

・間取りプランは建築基準法等の範囲内で変更可能です。販売図面の床面積を超える場合や凹
凸が多くなる場合等は追加費用が発生します。又、構造上の規則などもございますのでご不明
な点がございましたら担当設計士にご相談下さい。

・部屋数が増える場合は、収納・建具・サッシ等の追加費用が発生します。

・構造上の規則よりもご希望の間取りプランを優先させる場合は、構造補強を行い問題を解決
させる方法もございますが別途費用が発生します。

間取りプランについて

・標準仕様書をご確認の上、ご不明な点はご相談下さい。お客様からご指定がない場合は、標
準仕様書に基づいて施工させて頂きます。

・各種仕様の変更ご要望がございましたらオプション工事お見積り書を作成させて頂きますの
で担当スタッフまでお申し付けください。

建物仕様について



住宅の地盤保証（全棟液状化判定付きで安心を提供）

地盤保証

保証期間：20年
保証限度額：5,000万円（税込）
免責金額：0円

保証期間：10年
保証限度額：500万円（税込）
免責金額：0円

▼安心の地盤保証システム

液状化保証

イチオリデザインラボの地盤保証システムは、建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者であるハウスワランティが評価し、適切な基礎仕
様をご提案すると共に、不同沈下に対する責任を保証します！

地盤保証システムの基本的な流れ
お施主様の財産を守るため、第三者的な立場で地盤業務をその責任まで含めて請負います。

同沈下の危険性は、地盤調査によって得られた数値
データだけでは判断できません。
数値はもちろん立地条件・周辺環境・土質なども踏
まえ、多方面からの調査を提携調査会社に委託しま
す。

「低コスト」と「高い安全性」を両立
地盤調査に高いコストをかければ、不同沈下の可能
性を深く探る事ができるでしょう。
しかしそれでは、一般の住宅にとってはあまりに大
きな負担となってしまうため、簡易的でコストの低
い地盤調査方法を採用しています。
ただし、あくまでも簡易的な地盤調査方法のため、
地盤事故の可能性をゼロにすることはできません。
そのゼロにならない部分を補うために保証がありま
す。地盤保証のエキスパートとして蓄積された長年
のノウハウと、
過去の事例に裏付けられた経験による精度の高い解
析により、地盤事故をゼロに近づけます。

①【 調 査 】

各調査データを総合的に解析し、該当建物と地盤にとって最適な基
礎仕様をご提案いたします。提案に従った基礎仕様の施工が 地盤
保証の条件となります。

「第三者」が改良工事の必要性を判断
地盤調査と改良工事を請負う会社を切り離し、調査データを第三者
的な立場で解析・判定することで、本当に改良工事が必要かどうか
分からないグレーゾーンを客観的に判断。これにより、改良工事を
施さなくても安全性を確保できる物件の比率が格段に増えます。

②【 解析・提案 】

解析の結果、軟弱地盤など不同沈下の危険性が認められ
た場合、基礎の補強工事や地盤改良工事を施します。
この場合も過剰品質にならない適切な工事をご提案いた
します。

新しいエコ工法なら、環境に優しい地盤改良工事の方法
も進化を遂げています。従来の工法に加え環境に優しい、
エコ工法を推奨いたします。

③【 対 策 】※必要な場合のみ ④【 保 証 】

保証期間
対象建物引渡し日より10年間。(特約により20年間)

保証額
ひとつの事故に対し最高5,000万円まで。

免責条項
免責金額0円、免責期間なし。

保証内容
建物の不同沈下に対し、その修繕に必要な全ての費用を保証
します。

ハウスワランティの地盤判定
建築基準法に関する告示では、地盤の許容応力度に応
じた基礎の構造を規定しています。
また、戸建住宅の地盤調査に広く用いられるスウェー
デン式サウンディング試験から求めた許容応力度に対
しても、場合によっては建物の加重および外力による
沈下や、損害等が生じないことを構造計算によって確
認することと規定しています。
しかしこれらは、あくまでも最低限の基準であり、数
値を満たしていれば沈下事故を防げるというものでは
ありません。一般社団法人ハウスワランティの地盤判
定は、地盤調査データに加えて、現地のロケーション
、踏査情報などから、膨大な過去データの検証に裏打
ちされた知識と経験によって、適切な判定を示すよう
に心がけております。



住宅瑕疵担保責任保険（建物保証）

住宅の品質確保の促進等に関する法律（住宅品質確保
法）に定められた構造耐力上主要な部分及び雨水の浸
入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対
象としています。

弊社で建設を請負う注文住宅または自社分譲する新築住宅は、住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任を果たすため、
住宅保証機構の「まもりすまい保険」に加入しております！

☆対象となる瑕疵担保責任の範囲

☆まもりすまい保険のしくみ

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に
関する法律（住宅瑕疵担保履行法）」に基
づく保険で、新築住宅の建設を請負う建設
業者または販売する宅建業者（以下「弊
社：イチオリデザインラボ」）が瑕疵担保
責任を履行した場合に、その損害をてん補
するものです。弊社が倒産等により瑕疵担
保責任を履行できない場合には、住宅取得
者様に対して直接保険金をお支払いします。

☆保険期間と保険金



どんな街並みにも美しく映える、

スタンダードデザイン。

雨風に強い。

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。

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、 ズレや飛散を防ぎます。

地区別本体品番末尾
黒文字の品番8色（CC2●●*） 黄文字の品番4色（CC2●●*）

CC262* CC275P* CC235P* CC225P*
ネオ・ブラック パール・グレイ アイス・シルバー シルバー・ホワイト

CC221P* CC241* CC247* CC277*
ココナッツ・ブラウン ウォルナット・ブラウン アイリッシュ・グリーン ウェザード・グリーン

CC291* CC223* CC226* CC293*
グラス・ブラウン メロウ・オレンジ ミッドナイト・ブルー ボルドー・レッド

適用地域

一般施工地域 積雪施工地域 施工不可地域

○ ○ ×

一般名称

平形屋根用スレート㋐5.2
（一文字）

不燃材料認定番号

NM-2093

屋根30分耐火構造（

平成12年建設省告示第1399 号

（平成 30年改正）
FP030RF -1935

（硬質木片セメント板18㎜以上）

厚 み

5.2mm

1坪当たりの重量

約68 kg

カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。屋根材裏面に浸水した場合でも、下葺材で野地板

への浸水を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による飛散やズレを最小限に抑えます。

■ 防水試験 〈社内試験〉

〈屋根材施工方法：標準施工〉

■ 正圧耐風試験 〈社内試験〉 ■耐風試験結果

■防水試験結果

軽くて地震に有利

建物の重量を軽くするほど、

建物にかかる地震の力を小さくできます。

※屋根の重量だけが違う同じ建物に、同じ加速度の力を与えた場合の
　 建物にかかる負荷の違いをイメージしています。

地面の揺れ

重い屋根

負荷が大きい

軽い屋根

負荷が小さい

重心の低い建物ほど、

地震による建物の揺れを小さくできます。

※屋根の重量だけが違う同じ建物に、同じ加速度の力を与えた場合の
   揺れの違いをイメージしています。

地面の揺れ

重い屋根

重心

軽い屋根

重心

「屋根で減震」のメカニズム

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、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約1/2という軽さ。

建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効

果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較 〈1坪当りの重さ〉

陶器平板瓦

約140 kg

洋 瓦

約160 kg

コロニアルクァッド

約68kg

軽 い 屋 根 に よ る 減 震 効 果 。
そのメカニズムや施工例など
を紹介したホームページを開
設しています。

軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。

商品ラインナップ

【AW地区】納期確認品 【AW地区】納期確認品

【AW地区】納期確認品 【AW地区】納期確認品 【AW地区】納期確認品

2021年4月1日よりAW地区のうち
一部品番は納期確認品となります。

アクリルコート仕上げ

※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。 また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。 改）202102

［実験条件］

● 散水量：240mm/hr

● 風速：30m/s

● 試験時間：10分間

● 面積：1.95m 2   

● 4寸勾配、流れ長さ2.5m

セメント洋瓦

陶器瓦

裏面への漏水量

多

多

備考

カラーベスト 微少 ー
ジョイント部より浸入

ジョイント部より浸入

品名

カラーベストには高い防水性はありますが、

2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

一重部分が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。

防水試験結果はあくまでも性能評価の目安です、

台風などの自然の風とは異なります。

［実験条件］

●

）流整（s/m06～s/m02
：速風

● 試験時間：10分間  

● 面積：1.95m
2

● 4寸勾配、流れ長さ2.5m

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

※瓦の種類によって耐風性能は変わります。

● 耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。詳しくは、屋根材総合カタログをご参照ください。

カラーベスト

セメント洋瓦

陶器瓦

20m/S     30m/S     40m/S     50m/S     60m/S

異常なし フラッタリング

異常なし フラッタリング 飛散

異常なし フラッタリング 飛散

※

※

品名

フラッタリング＝風によるバタつき

一枚一枚が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。

耐風試験結果はあくまでも性能評価の目安です、

台風などの自然の風とは異なります。



マテレＭＧネイビー
ＥＦＡ１９５１ＧＫ

マテレＭＧブラック
ＥＦＡ１９５２ＧＫ

マテレＭＧホワイト
ＥＦＡ１９５３ＧＫ

マテレＭＧクリアホワイト
ＥＦＡ１９５４ＧＫ

コンクリートＭＧライトグレー
ＥＦＡ４３５１ＮＫ

フローＭＧクリアホワイト
ＥＦＡ５２５１ＧＫ

フローＭＧホワイト
ＥＦＡ５２５２ＧＫ

フローＭＧクリーム
ＥＦＡ５２５３ＧＫ

フローＭＧネイビー
ＥＦＡ５２５４ＴＫ

ブリジェＭＧセピア
ＥＦＡ５３５１ＦＫ

ブリジェブラック
ＥＤＡ５３５２ＦＫ
(マイクロガードなし)

スペリオＭＧナチュラル
ＥＦＡ２２５１ＦＫ

スペリオＭＧウォルナット
ＥＦＡ２２５６ＦＫ

スペリオＭＧブラック
ＥＦＡ２２５５ＬＫ

アイリオＭＧホワイト
ＥＦＡ５６５１ＮＫ

アイリオＭＧベージュ
ＥＦＡ５６５２ＮＫ

アイリオＭＧブラウン
ＥＦＡ５６５３ＮＫ

アイリオＭＧチャコール
ＥＦＡ５６５４ＮＫ

ランダＭＧラテ
ＥＦＸ３４５１□

ランダＭＧトリュフ
ＥＦＸ３４５２□

ランダＭＧパウダー
ＥＦＸ３４５３□

ランダＭＧプラチナ
ＥＦＸ３４５５□

ランダＭＧブラック
ＥＦＸ３４５７□

ストレムＭＧネイビー
ＥＦＡ５４５６ＹＫ

ストレムＭＧホワイト
ＥＦＡ５４５１ＹＫ

ストレムＭＧクリーム
ＥＦＡ５４５２ＹＫ

ストレムＭＧブラウン
ＥＦＡ５４５３ＹＫ

ストレムＭＧセピア
ＥＦＡ５４５４ＬＫ

コットＭＧグレー
ＥＦＸ３２５６ＥＫ

コットＭＧオレンジ
ＥＦＸ３２５７ＥＫ

コットＭＧミルク
ＥＦＸ３２５３□

コットＭＧボルド
ＥＦＸ３２５４□

フォンドＭＧシュガー
ＥＦＸ３３５１□

フォンドＭＧリーフ
ＥＦＸ３３５２□

フォンドＭＧショコラ
ＥＦＸ３３５３□

フォンドＭＧダーク
ＥＦＸ３３５５□

イデアルＭＧグレー
ＥＦ９３５８ＹＫ

イデアルＭＧグリーン
ＥＦ９３５９ＹＫ

イデアルＭＧキャメル
ＥＦ９３５１□

イデアルＭＧボルドー
ＥＦ９３５５□

イデアルＭＧチャコール
ＥＦ９３５６□

イデアルＭＧブラウン
ＥＦ９３５７□

エアルＭＧスノー
ＥＦＸ４０５１□

エアルＭＧトリュフ
ＥＦＸ４０５２□

エアルＭＧショコラ
ＥＦＸ４０５３□

エアルＭＧプラチナ
ＥＦＸ４０５４□

エアルＭＧアッシュグレー
ＥＦＸ４０５５□

エアルＭＧブラック
ＥＦＸ４０５７□

エメＭＧホワイト
ＥＦＸ３９５１□

エメＭＧブラウン
ＥＦＸ３９５３□

エメＭＧチャコール
ＥＦＸ３９５４□

プラムＭＧホワイト
ＥＦＸ１３５１□

プラムＭＧアイボリー
ＥＦＸ１３５２□

プラムＭＧチャコール
ＥＦＸ１３５４□

エアルＭＧスノー
ＥＦＸ３１５１□

エアルＭＧラテ
ＥＦＸ３１５２□

エアルＭＧトリュフ
ＥＦＸ３１５３□

アプラＭＧクリーム
ＥＦＸ１６５１□

アプラＭＧワイン
ＥＦＸ１６５２□

アプラＭＧキャロット
ＥＦＸ１６５３□

プラムＭＧホワイトⅡ
ＥＦ９０５１ＧＫ

プラムＭＧアイボリーⅡ
ＥＦ９０５２ＧＫ

プラムＭＧアッシュⅡ
ＥＦ９０５３ＧＫ

プラムＭＧクリームⅡ
ＥＦ９０５４ＧＫ

プラムＭＧバニラホワイトⅡ
ＥＦ５３６１□

プラムＭＧアッシュⅡ
ＥＦ５３５７□

プラムＭＧクリームⅡ
ＥＦ５３５８□

プラムＭＧブラウンⅡ
ＥＦ５３５９□

プラムＭＧセピアⅡ
ＥＦ５３６２□

プラムＭＧホワイトⅡ
ＥＦＸ３７５１ＧＫ

プラムＭＧアイボリーⅡ
ＥＦＸ３７５２ＧＫ

プラムＭＧチャコールⅡ
ＥＦＸ３７５４ＴＫ

プラムＭＧブルー
ＥＦＸ３７５７ＧＫ

コンティＭＧホワイト
ＥＦＡ２８５１ＦＫ

コンティＭＧアッシュ
ＥＦＡ２８５２ＦＫ

コンティＭＧアイボリー
ＥＦＡ２８５３ＦＫ

コンティＭＧブラウン
ＥＦＡ２８５４ＦＫ

コンティＭＧグレー
ＥＦＡ２８５５ＦＫ

ベースサイディング（メイン部分）の外壁色柄を当頁からご選定ください。アクセント（アクセント部分）はこちら又は次頁からご選定ください。

■コシュカ Ｖ

モエンエクセラード16 Ｖシリーズ 16mm厚 窯業系サイディング

■コンクリート打ちっ放し１６Ｖ

■モナビストーン Ｖ

■アフェット Ｖ ■グレインウッド Ｖ

■キアンカ Ｖ

■リーガストーン調 Ｖ

■ディスタシェイド Ｖ

■シェードブリック調 Ｖ

■コルモストーン調 Ｖ

■マイスターウッド調 Ｖ

■ポメロストーン調 Ｖ

■ミラージュタイル Ｖ ■セリオスタイル Ｖ

■ボルブストーン調 Ｖ ■スプリットストーン調 Ｖ

■ロックライン Ｖ

■しぶき Ｖ

■ナチュラルライン Ｖ

■シャルムロック Ｖ

※イメージ画像のため、実際の色味と多少異なりますのでご了承ください。 ※一部仕様が異なる場合や廃番等が発生する可能性がございます。





user
テキストボックス
３０㎡まで採用可能



シビルスケアPC50

MQC0130
ミルクホワイト

MQC1130
パールグレー（しろ）

MQC5130T
しんちゃ

MQC6130T
ブラック

MQCX130T
モダンベージュ

MQCZ130T
オークブラウン

※たてといはPC30（モダンベージュ・オークブラウンはS30）を使用

※基本は１色のみご選定いただきます。



軒天12 木目調（無孔板）

YL141 ティンバーベージュ YL142 ティンバーブラウン YL143 ティンバーチャコール

コンテⅡ（玄関タイル）



SASH

平成28年省エネルギー基準
建具とガラスの組み合わせによる日射熱取得率および熱貫流率断熱性基本性能 JIS A 4706

非防火仕様：マディオＪＭ〔商品特長〕

1

1000

耐久性に優れたアルミ、熱が伝わりにくい樹脂の複合構造を採用

アングル部に結露が発生。 樹脂アングル部には
ほとんど結露が見られません。

室内側室外側

枠：樹脂カバー構造

アルミ製のサッシ

枠・障子に結露が発生。 ガラス面や枠・障子にも結露の
発生がほとんど見られません。

断熱障子＋複層ガラス仕様

複層ガラス

断熱障子

熱を伝えにくい
空気層を框の内部に
設けた構造です。

樹脂カバー

樹脂アングル

室内側アングル部も樹脂化することで、室内に熱を
伝えにくくし、結露の発生を軽減します。

複層ガラスに加え、障子の室内側を樹脂製にし、
さらに框に空気層を設け、断熱効果を発揮します。

結露発生について
結露の発生はサッシの性能だけでなく、住まい方や自然環境などにも影響
します。室内環境の条件によっては、結露が発生する場合も考えられます。

アルミアングル

樹脂アングル

断熱障子

樹脂カバー構造

※引違い窓の
下枠断面形状

40mm
最大瞬間風速50m/sの
非常に強い台風に耐えます！

暴風雨が吹いても室内への

雨水の浸入を軽減 します！

枠のレール間隔を40mm まで広げ
1ランク上の性能で暴風に耐えます。
レール間隔を大きくすることで、
引違い窓の召合わせ框形状を大きく
し、高い耐風圧性能を確保！

ある程度の水が溜まると、水の重力で浸入
水を押し返そうとする力が働き室外へ排水
し、室内への雨水の浸入を軽減する構造と
なっています。

※室内側のレール溝に水が入ることがありますが、
水の重力で排水する構造のため異常ではありません。

※引違い窓の下枠排水構造

空気孔付

内障子ストッパー

バッフルプレート

断熱性能が低いと同じ室温でも壁付近の温度が上がら
ないため体感温度が低く感じます。体感温度が上がる
ことで、エアコンの使用頻度や設定が変わり節約につ
ながります。

部屋全体が暖かい！

《断熱性能と体感温度の違い》

就寝中も室温が外気温に影響されにくく、
体に優しい室温の変化です。

温度変化が緩やかで体に優しい！

《就寝中の室温変化》

平成４年基準モデル の家

リビングの暖房を23時～翌朝5時まで切った場合の室温差

建具の構成
日射熱取得率

η
開口部の
熱貫流率 U
[ W/（㎡・K）]

建具の仕様 ガラス仕様 付属部材なし

（一重）
樹脂と金属
の複合材料
製建具

Low-E複層
（ガス14以上）

日射取得型 0.51
2.33

日射遮蔽型 0.32

複層（A11以上） 0.63 3.49

耐風圧性 Ｓ－３等級
※サイズにより異なります

気密性 Ａ－４等級

水密性 Ｗ－４等級

遮音性
（型式認定）

性能表示制度 等級２
性能表示制度 等級３

※ガラスの仕様により異なります

屋外からの騒音を約30dB軽減！

高い遮音性能が屋外からの騒音を下げ、室内
からのピアノなど、大きな音が外にもれるのも
抑えます。

※一部商品・サイズを除きます

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

上枠・下枠ともにアルミ枠に樹脂カバーを取り付け
枠表面の結露発生を軽減します。



SASH 非防火仕様：マディオＪＭ〔商品バリエーション〕

シャンパングレイ

室
外
側

室
内
側

ア
ル
ミ

樹
脂

サンシルバーホットブラウン ブラック ホワイト

クリアライト ナチュラル ダーク マットホワイト

木調 木調 木調

シャンパングレイ

室
外
側

室
内
側

ア
ル
ミ

樹
脂

ホットブラウン ブラック

内観・外観色を自由に組み合わせ 内観・外観アルミ同系色

４
バリエーション

通り

ホワイト

シャンパングレイ ホットブラウン ブラック マットホワイト

シャッター付引違い窓引違い窓

たてすべり出し窓

（室内側）

すべり出し窓 片上げ下げ窓

（室内側）

（室内側）

採風勝手口ドア

（室内側）

採風機能（上げ下げ窓内蔵）

ドアを閉じたまま、内蔵の上げ下げ窓から

通風・換気ができます。上げ下げ窓を任意

位置で止めて、通風量を調整できます。

内観ウッドカラー 内観メタルカラー

20
組み合わせ

通り

ＦＩＸ窓

メルフィーナ

○スチール手動タイプ

○スチール電動タイプ

○アルミ電動タイプ(通風)

面格子付引違い窓

引違い窓

窓タイプ

テラスタイプ

装飾窓

クロス格子

カムラッチタイプ

カムラッチ
タイプ

勝手口ドア

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

（室内側）

オペレータータイプ

オペレーター
タイプ

（室内側）

高所用タイプ：滑車仕様

クロス格子

面格子付
片上げ下げ窓
シングルハング
クロス格子

（室内側）

ガラスルーバー窓

（室内側）

面格子付

ガラスルーバー窓
クロス格子
（手動）

（室内側）

片引き窓

片引き窓

両袖片引き窓

（手動）



INTERIOR PLAN



樹脂化粧シート【エンボス仕様】

環境配慮型複合合板

Sフロア床材

質感が強く粗削りな表情をした粗肌目。
足触りに心地よいエンボスを使用。

※カームオーク、グレージュペカンなど

特殊印刷＋エンボス仕様

木目の高度な印刷技術に木肌の凹凸感を加え、
天然木の木質感「表情・手触り感」を表現しました。

天然木の木肌感がここち良い [エンボス仕様]

天然木のナチュラルな木肌感が感じられるように化粧シートにエンボス加工が施されています。
樹種によって異なる木肌感・触感を木目に合わせて施しました。

多彩な木の表情をリアルに再現 [化粧シート仕様]

多彩な木の表情を高度な印刷技術で化粧シートにリアルに再現しました。
銘木の豊かな表情とナチュラルな木肌感でいつまでも美しく、人にやさしい床材です。

ブラッシング加工を施し材本来の表情を
引き立たせる浮造り仕上げです。
素材感を強調したエンボスを使用。

※スノーアッシュ調、グレースアッシュ

きめ細かくなめらかな表情をした精肌目。
しっとり肌触りの良いエンボスを使用。

※カフェナットなど

STANDARD EXTRA

MATERIAL PARQUET
大理石やコンクリートの質感を表現。
カフェやスタジオのような空間演出ができます。

幾何学模様や不揃いな表情がアクセントに。
個性的な柄表現でこだわり空間を演出。

室内建具リヴェルノシリーズとの
統一感あるカラーコーディネートができます。

インテリアのトレンドカラーに対応。
こだわりのある空間をセンスアップします。

スタンダード

マテリアル パーケット

エクストラ

基本性能

選べる４つの趣きをセレクト

■ 商品特長

スタンダード／エクストラ マテリアル／パーケット 水まわり対応

仕 様

基材 環境配慮型複合合板 環境配慮型複合合板 合板

表面材 樹脂化粧シート(非塩ビ系) 樹脂化粧シート(非塩ビ系) 樹脂化粧シート(非塩ビ系)＋硬質バッカー

工法 捨て張り 捨て張り 捨て張り

構造図

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

（化粧シート床材）



■ カラーバリエーションSフロア床材 （化粧シート床材）

天然木の木肌感が感じられるよう
化粧シートにエンボス処理が施され
ています。素足にも優しい仕様です。

関連商品

玄関框もシートフロアと同色で
カラーコーディネートができます。
統一感のあるエントランス空間に
仕上げます。

STANDARD スタンダード リヴェルノシリーズ同系色

EXTRA エクストラ

スノーアッシュ調（SNJ） ファインメイプル調（FEJ） マイルドバーチ調（MBJ） ミッドチェリー調（MDJ） ブラウンナット調（BWJ） ビターナット調（BTJ）

グレースアッシュ（GAH） ヘーゼルメイプル（HMA）グレージュペカン（GPE）カームオーク（CAK）

ワグリ（WGU） ミディアムチーク（RTE） カフェナット（CNT）

上り框・付け框
（化粧シート仕様）

シート階段
（化粧シート仕様）

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



水まわり対応

【ご注意】
水まわりにご使用いただけますが、
水濡れを放置せずすみやかに拭き
取ってください。美観が損なわれる
ことがあります。

■ カラーバリエーションSフロア床材 （化粧シート床材）

MATERIAL マテリアル

ダークセメント調（DCE） ライトコンクリート調（LCT） マーブル調（MAB） マーブル調（MAR）

※施工時に水分浸入対策として継ぎ目や周辺部にシーリング処理をしてください。

PARQUET パーケット（寄木調）

ブロックメイプル（BMA） クラフトオーク（CRA）

メイプルブロックを組み合わせたような
幾何学模様のパーケットフロアが、
個性的な空間を演出します。

大きさの異なるピースが見せる
不揃いの表情が楽しいアクセントになります。

※上り框・付け框 同色設定あり ※上り框・付け框 同色設定あり ※上り框・付け框 同色設定あり

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



温もりのある木目柄と手触り感で上質な手触り感。
盛り上げ印刷と特殊インクを駆使してリアルに表現しています。
温もりと艶、厚みと奥行き感など、ぜひ体感してください。

■ 商品紹介／カラーバリエーションリヴェルノ室内建材

スノーアッシュ
（SNH）

ファインメイプル
（FEM）

マイルドバーチ
（MBT）

ミッドチェリー
（MDC）

ブラウンナット
（BWT）

ビターナット
（BTD）

Made in JAPAN の優れたものづくり

Made in JAPAN に徹底してこだわり、製品の生産・加工は
すべて国内の自社工場で一つずつ丁寧に行っています。
長く愛着の持てるものづくりを実現しています。

厳しい性能試験で高い品質を追求

製品本体から細かな部品に至るまで、自社で定めた厳しい
品質基準のもと、数多くの性能試験を実施。
毎日の暮らしの中で繰り返し使うものだからこそ、
安心できる製品のご提供を目指しています。

新特殊化粧シートの採用で
天然木のような触り心地を再現

ホワイト
（WHI）
単色

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



■ デザインバリエーションリヴェルノ室内建材

01 03 04 05 11 12 13 14 15 16 31 33

41 43 44 45 51 52 53 54 55 56 57 62

71 72 74 A1 A2 A3 B3 D3 E5

型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（ミスト）
アルミ額縁：サンシルバー

熱処理ガラス（フロスト透明）
アルミ額縁：サンシルバー

熱処理ガラス（フロストグレー）
アルミ額縁：ブラック

アルミライン：サンシルバー ポリカーボネート（ホワイト）

型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（チェッカー） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス：ランダム配置
アルミ額縁：ブラック

熱処理／型板ガラス（かすみ）
アルミ額縁：ブラック

熱処理ガラス（ミスト）
アルミ額縁：サンシルバー

熱処理ガラス（フロスト透明）
アルミ額縁：ブラック

熱処理ガラス（フロスト透明）
アルミ額縁：サンシルバー

アルミライン：ブラック ポリカーボネート（ホワイト） 型板ガラス（かすみ） アルミライン：サンシルバー 型板ガラス（ミスト）

型板ガラス（かすみ）型板ガラス：ランダム配置
アルミ額縁：ブラック

熱処理ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ） 型板ガラス（かすみ）

換気ガラリ 換気ガラリ 採風タイプ

ポリカーボネート（ホワイト）
樹脂ライン

ポリカーボネート（ホワイト） ポリカーボネート（ホワイト） ポリカーボネート（ホワイト）

換気ガラリ Y3 Y5 Y6

熱処理ガラス（フロスト透明）
アルミ額縁：サンシルバー

熱処理ガラス（フロストグレー）
アルミ額縁：ブラック

型板ガラス（かすみ）

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



■ ドア・引戸／商品特長リヴェルノ室内建材

室内ドア 室内引戸

トイレドア片開きドア
■ 明かり採り付
■ 表示錠付

片引き戸 トイレ片引き戸 引違い戸
■ 明かり採り付
■ 表示錠付

換気戸当り

上枠と吊元側のたて枠に通気ができる
換気戸当りを標準設定しています。
ドア下部と合わせて3方向から安定した
通気で、換気経路に必要な有効開口面積
100㎡以上を確保します。

明かり採り

入室の有無や照明の消し忘れを確認できる
明かり採りをトイレドア・トイレ片引き戸に
標準装備しています。

（室内ドア） （トイレ用）

ドアストッパー

ドアに取り付けられたストッパーが床面の
ストッパー受けに接すると、ヒンジが上がり
ドア本体が固定されます。

（オプション）

ソフトクローズ機能

障子を強く開閉したときにもはね返りがなく、
ゆっくり静かに閉まるソフトクローズ機能を
標準装備しています。戸先側と戸尻側の両方に
機能し、手を添えなくても最後まできちんと
閉まり（開き）ます。

（室内引戸）

PARTS

ドアハンドル（DH-4） 引手（HR-4）

シャンパンシルバー
（SIV）

ブラック
（KC）

ホワイト
（WHI）

表示錠（トイレ用）

シャンパンシルバー
（SIV）

ブラック
（KC）

ホワイト
（WHI）

表示錠（トイレ用）

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



■ クローゼットドア／商品特長リヴェルノ室内建材

クローゼット折戸 クローゼット開き戸

指はさみ防止形状

扉はアール形状のエッジで指をはさみ
にくい安全性に配慮した設計です。

PARTS

把手（CZH-4）

シャンパンシルバー
（SIV）

ブラック
（KC）

ホワイト
（WHI）

01 A1 01 A1

把手（CZH-1）

シルバー
（SI）

ブラック
（KC）

ソフトクローズ機能

ソフトクローズ機能を内蔵したスライドヒンジを
標準装備。最後までソフトに閉まります。

（開き戸） 扉は105°に開きます

開き戸の扉は105°に開くため
物の出し入れが容易にできます。

（開き戸）

105°

中段・枕棚セット

荷重に強いシンプルな構造です。棚板としての使用は
もちろんのこと、衣類のハンガー収納にも最適です。

（オプション）

中段 枕棚＋ハンガーパイプ

枕棚耐荷重：40kg
ハンガーパイプ耐荷重：30kg

中段耐荷重：200kg

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



■ 商品紹介玄関収納／造作材関連商品

PARTS
把手（GEH-2）

シルバー
（SI）

ブラック
（KC）

ホワイト
（WHI）

扉デザイン

1型 A1型

COLOR

スノーアッシュ
（SNH）

ファインメイプル
（FEM）

マイルドバーチ
（MBT）

ミッドチェリー
（MDC）

ブラウンナット
（BWT）

ビターナット
（BTD）

ホワイト
（WHI）

単色

床から浮き上っているような設置方法。
下部空間を有効活用できます。

フロートタイプ 台輪タイプ

床の上に設置する場合は台輪を
使用します。

キャビネット
キャビネット内部は、グレード感が漂う
シックなライトグレー仕上げです。
棚板は取りはずして水洗いができる
樹脂製です。

窓枠

笠木

巾木

無目枠

SNH FEM MBT MDC

BWT BTD WHI

SNP FEP MBP MDP

BWP BTP WPP

設置スタイル2タイプ

COLOR

空間に合わせて展開自在。移動しやすい住まいをご提案します。

COLOR

造作材 木調丸棒手すり

INTERIOR

※仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷インクの特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



手
す
り
ユ
ニ
ッ
ト

直
線
階
段

シンプルで連続性を感じる美しい手すりユニット。

支柱とパネルと手すりのカラーを自由にお選びいただけます。

スッキリとしたアルミ形材の桁と支柱のピラータイプ。

本体カラーバリエーションを３色とし、空間に合わせてコーディネートできます。

手すりユニット

■Handrail
■Stairs
■Spiral Stairs

吹抜け用手すり

階段用手すり

直 線 階 段 ピラータイプ

ピラータイプ
（下 廻 り 階 段）

ら
せ
ん
階
段

ら せ ん 階 段

アルミ独特の輝きと、押し出し形材ならではのフォルム。

住空間に流れるような大胆な曲線で、空間のシンボルとなります。

● 樹脂パネルタイプ

● ガラスタイプ

● プレーンタイプ

● 格子タイプ

● ワイヤータイプ

● 樹脂パネルタイプ

● ガラスタイプ

● 横格子タイプ

● 樹脂パネルタイプ

● 横格子タイプ



アール形状

斜めに面取り

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil）

○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい

アミス

手すりユニット

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

吹抜け用手すり（床置き納まり）

自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りすることで
自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

サンシルバー

手すりユニット 商品特長吹抜け用手すり

構成要素を削ぎ落とした

シンプルな構造

８角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを
両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることにより
パネルがスッキリと納まります。

ブラック ホワイト

アルミ形材

細部にこだわった部品

ミニマムなデザインの連結部材や
ソリッドな形状の樹脂カバーが
自然な一体感をつくります。
また、支柱上下の部材形状により
軽快感を生み出しました。

ゴム集成材

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 ミッドチェリー調

ブラウンナット調 ビターナット調 ホワイト調

アクリル
クリア調

ポリカーボネート
ミスト

ポリカーボネート
クリアマット

ポリカーボネート
グレー

樹脂パネル
上質感を演出する樹脂パネル

樹脂パネル ガラス（現地手配）

商品体系

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 ○本商品は木造在来、２×４用商品です。木造以外の納まりには対応していません。

○住宅室内においての手すり高さは、法律上の規定値が定められていませんが、行政庁によっては屋上広場や２階以上の階にあるバルコニー高さ（令126条１項）で定められている1.1mを

指導する場合もあるため、安全配慮の点からも1.1mを推奨いたします。また、性能表示住宅においては、性能等級別設計基準（品質確保促進法の性能表示住宅における

性能等級別事例集6-36）に定められている「腰壁（足掛かり部分）より800mm以上必要」を指導する場合もありますので、あらかじめ住宅性能評価機関にご確認の上、設置してください。

○本商品は床置き納まりに対応しています。

（t=8mm）

※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装）

耐加重 JIS A 6601 に準ずる

手すり水平荷重：75kgf

手すり鉛直荷重：120kgf



アミス

手すりユニット

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

吹抜け用手すり（床置き納まり）
手すりユニット サイズ一覧吹抜け用手すり

サイズバリエーション

○コーナー納まり用 ○手すりエンドキャップ○壁付Ｌ型金具セット ○ガラス小口カバー

〔ご注意〕

ガラスタイプの場合、小口面の安全のため

必ず小口カバーを使用してください。



アミス

手すりユニット 階段用手すり（踏板納まり）
手すりユニット 商品特長階段用手すり

構成要素を削ぎ落とした

シンプルな構造

樹脂パネル

上質感を演出する樹脂パネル

（t=8mm）

アルミ形材

商品体系

自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りする
ことで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

８角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度と
スリムな美しさを両立させた支柱。
支柱にパネルをのみ込ませることにより
パネルがスッキリと納まります。

ゴム集成材 ※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装）

樹脂パネル 横格子 すき間防止パネル

○独立納まり
○壁付納まり※樹脂パネルのみ

○独立納まり
○壁付納まり

○独立納まり
○壁付納まり

シンプルにデザインされた支柱・手すりと自然に
美しくまとまる樹脂パネルをご用意しています。

（樹脂パネル：クリア調のみ設定）

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 ○本商品は木造在来、２×４用商品です。木造以外の納まりには対応していません。

○横格子の場合、110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により、使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。

○横格子の場合、格子間のすき間から子供が落下するおそれがありますので、子供の使用が想定される場合、面材（樹脂パネルまたはガラス）をご使用ください。また、樹脂パネルにはすき間をより小さくしたすき間防止パネルもご用意しています。

○面材無しの場合は必ず現地にてワイヤーやネットの設置等、落下防止の措置を行ってください。

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil）

○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい

ガラス（現地手配）

耐加重
BLT-RW-02「歩行補助手すり」に準ずる 手すり水平荷重：120kgf

BLT-RW-03「歩行補助手すり」に準ずる 手すり鉛直荷重：120kgfサンシルバー ブラック ホワイト

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 ミッドチェリー調

ブラウンナット調 ビターナット調 ホワイト調

アクリル
クリア調

ポリカーボネート
ミスト

ポリカーボネート
クリアマット

ポリカーボネート
グレー



アミス

直線階段

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

ピラータイプ
直線階段 商品特長ピラータイプ

開放感のあるノイズレスデザイン

樹脂パネル

商品体系

横格子

ガラス（現地手配）

すき間防止パネル

ピラータイプ

ピラータイプ （下廻り階段仕様）

スペース確保が困難な場所に対応できるように設計
された下廻り階段仕様です。
上がりきり段数／４段から１５段まで対応可能。

○安全面への配慮として、補助手すり（木製丸棒手すり）を 壁側に

設置することをおすすめします。

アルミ形材の押出し技術を活かしたローレット処理
を施したマットラインの桁。スッキリとした意匠の
ステップ受けが、よりシャープな印象を与えます。

○片側手すり
○両側手すり

○片側手すり
○両側手すり

750mm・850mm・950mm

（樹脂パネル：クリア調のみ設定）

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil）
○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい

アクリル
クリア調

ポリカーボネート
ミスト

ポリカーボネート
クリアマット

ポリカーボネート
グレー

樹脂パネル

上質感を演出する樹脂パネル

（t=8mm）

アルミ形材

自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りする
ことで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

８角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを
両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることにより
パネルがスッキリと納まります。

ゴム集成材 ※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装）

４種の樹脂パネルをご用意しています。

木製の踏板

テーパー付踏板とすることでスリムさ強調。
踏板幅は３種類設定しています。

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調

ミッドチェリー調 ブラウンナット調 ビターナット調

○樹脂パネルの「クリア調」は

直線階段にすき間防止仕様

が可能です。

ゴム集成材 ※ウレタン塗装

耐荷重
ステップ：250kgf（BL試験基準による）
格子 ：120kgf（BL試験基準による）

商品重量 約140kg（両側手すりタイプ）
約200kg（下廻り階段仕様 両側手すりタイプ）

※H2900／14段上りきりの場合

〔踏板幅〕

サンシルバー ブラック ホワイト

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 ミッドチェリー調

ブラウンナット調 ビターナット調 ホワイト調



モダンな仕上がりのアルミ鋳物。

アルミ鋳物

踊り場 上りきり段数

アミス

らせん階段
らせん階段 商品特長

プレーンタイプ 格子タイプ ワイヤータイプ

スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調

ミッドチェリー調 ブラウンナット調 ビターナット調

踏板（アルミ鋳物／木調樹脂シート）

踏板は、モダンで美しい仕上がりのアルミ鋳物と木調色から
選ぶことができます。

室内インテリアに合わせて設定した
木調カラー6色をご用意しています。

木調踏板

サンシルバー

サイズバリエーション

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板幅は750mmを確保し、1坪プランの納まりに対応しています。
踊り場は、納まりに合わせて、出入り方向を選択できます。

支柱分割タイプ

支柱１本タイプ

支柱分割タイプ

支柱１本タイプ

支柱分割タイプ

支柱１本タイプ

格子ピッチ：379mm 格子ピッチ：127mm

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

スチールにないアルミ独特の輝きと押出し
形材でしかできないようなフォルムは、
室内に新しい空間を創造します。

マテリアル
無駄を削ぎ落としたスッキリとシンプルな
デザインの踏板裏面。細部にまでこだわり
シャープでモダンなフォルムにしています。

スッキリとした構造

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板
幅は750mmを確保し１坪プランの納まり
に対応しています。

１坪プランへの対応
ワイヤータイプは、手すりの流れるような
曲線にしっくりとなじみ、美しいフォルム
を形成しています。

ワイヤータイプ

踏板カラーバリエーション

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。

○本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。

○主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段及び準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。

○らせん階段手すりは110ｍｍ以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や

建築主事の判断により使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。



No.

2022 8 22 2200161377-17-001-01

10







No.

2022 8 22 2200161377-12-001-01

10





◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

ご不在時にお荷物を受け取れる

クオール ポスト＋宅配BOX

イチオリデザインラボ

機能門柱
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