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ナチュラル断熱材 アップルゲートセルロースファイバー

結露やカビを抑え、家を⾧持ちさせます。

省令準耐火建物となるため木造住宅であり
ながら優級構造であるＴ構造になります。
火災保険料が約60％お安くなります。

熱の移動をしっかり阻止します。

現在、住宅に使用されている断熱材は様々なものがあります。
そのほとんどが科学物質で作られたものです。
これに対してアップルゲート セルロース断熱の材料は自然の木の繊
維。アメリカの新聞を使用しています。
科学物質で包まれた家と自然素材で包まれた家。断熱材は家の約７
割近くを占める建材です。
快適さと家族の健康のために、断熱材は、是非自然素材のものをお
選び下さい。

自然素材の断熱

1時間耐火構造の規定に適合



24時間全熱交換型換気システム
～こだわったのは空気の質～

床面排気で快適生活
ほこりや花粉、更には臭気を巻き上げずにすばやく除去
できる。

床面給気で身体にやさしい温度維持
外から新鮮な空気を熱交換して室内へ給気。
快適な温度に保たれた室温を回収して、外気を８０％
室温に戻して室内に送り込みます。

換気しても熱を逃さない‼

換気の際に捨てられてしまう室内の暖かさ
や涼しさを再利用するので省エネ効果もあ
ります。
冬には室内の排気から水蒸気を回収して室
内に戻すので、室内の乾燥防止にもなりま
す。

快適
ポイント

‼

夏…エアコンの冷気を小屋裏へ送り、また小屋裏の熱気
を床下へ送ることで、短時間で室内の温度差を解消しま
す。

冬…暖房の暖かい空気は冷たい空気に押し出されるよう
に小屋裏（2階）まで上昇し上下階の温度差を和らげま
す。

喘息や花粉症など体に与える影響を軽減

熱交換率
８０％

排気口

給気口



ナチュラル 樹脂サッシ YKK APW330 エコロジーに対する意識が高まり、家の窓も“環境への配慮”が問われる時代になりまし
た。
そこで注目を集めているのが「樹脂窓」。断熱性に優れ、冷暖房の消費エネルギーを大
幅に抑えられます。
APW 330は、そんな環境性能とデザイン性を高い次元で兼ね備えた、新しい樹脂窓です。

Low-E複層ガラスだから熱の出入りを軽減します。
ガラス構成：3㎜＋中空層16＋3㎜※
※
ガラスの組合せやサイズによって異なります。
2枚のガラスの中空層とガラス内側の金属コーティングにより熱の伝わりを軽減。単板ガラス
の約4倍の断熱効果を発揮します。

目的別に選択できるガラスでよりよい効果が得られます。
夏場の冷房効果を高める遮熱タイプと冬場の暖房効果を高める断熱タイプをお選びいただけ
ます。

樹脂だから結露の発生を軽減します。
樹脂の熱の伝わりは、アルミの約1,000分の1。
室内外の温度差で生じる結露を大幅に軽減します

冬の窓辺の表面温度 / 結露比較

年間冷暖房費の比較



グレードUP
外装版サイディング

軒裏換気材

軒裏水性塗料塗装

雨樋 角樋

破風板 水性塗料塗装

外部仕上仕様

窓サッシの下部は雨筋ができ、汚れやすいもので
す。
マイクロガードは、その雨を利用して汚れを洗い
落とし、外壁をいつまでもキレイに保ちます。

Vシリーズ

マイクロガード



無垢の選べる床材

無垢ピノアース

無垢ボルドーパイン×自然塗料

ボルドーパインとは、フラン
スのボルドー地区で植林され
ていて、他のﾊﾟｲﾝより硬いの
が特徴です。
温もりと質感をそのまま生か
した素材です。
その重厚感、風合いが魅力あ
る表情で飽きの来ない心地よ
さを与えてくれます。

×
いろは自然の温もりを世界から

光触媒ひのき

無塗装

楢（なら） 琥珀（こはく）



内装建具ウッドワン ナチュラルセレクション

無垢の素材を生かしたピノアース
木目を立体的に浮き立たせた浮造り仕上げ。
表面に凸凹を施す浮造り仕上げは、傷が付いても自然の木目と
調和がとれ、目立ちにくくなります。
無垢木材は周りの水分を吸ったりはいたり、ちょうど良い湿度
に保とうとします。
時間が経つにつれて、木の色合いも少しずつ変わっていき、味
わい深い色に変化します。

多様な空間創りに応える
7つのデザインをラインナップ

高品質なﾆｭｰｼﾞｰﾊﾟｲﾝ。設計デザインを引き立たせ
るシンプルなデザイン

イメージを多彩に
広げる５つのカラー

さまざまなインテリアの意匠にマッチする５つの
カラーバリエーション

COLOR               
SELECT

DESIGN
SELECT



内装壁

ESTUCO WALL
エ ス タ コ ウ ォ ー ル

ヨーロッパ生まれの
塗り壁材

歴史と伝統ある塗り壁材でヨーロッパ
の大地で採掘された良質の大理石が主
成分の自然素材



共通工法のご紹介

プレカット構造材乾燥材

ベタ基礎

国の基準より30㎜厚い立ち上がり
（梁）で剛性を高めています。また、
地盤面からの高さも基準より50㎜高
くし、全体に強度を持たせておりま
す。

耐震、耐久性

金物により梁と梁
はしっかりと緊結。

筋交いと柱にも金物を
取付け、2倍の壁倍率
を確保しております。

工場加工、直送による高精度、
工期短縮を図っています。

剛床工法
床には24㎜の合板を貼り、水平面
の揺れに強い構造になっておりま
す、さらに12㎜の床を貼り合計36
㎜の厚い床となります。

外部構造面材

外部の柱に9㎜の面材を直
接貼ることで基準以上の耐
力性を確保します。
また、壁厚になることで、
断熱性、気密性、防音性も
効果があります。

オール電化

カラーTVインターホ
ン

防蟻処理



comehome充実保証のご紹介！

10年の住宅瑕疵担保責任保険！

消費者保護の為に国が定めた瑕疵保証という制度です。

図面通りに基礎の鉄筋が入っているか、構造金物は適切に入っているか、

防水措置は適切（雨漏り、バルコニー漏水）かを第３者機関により検査し

それでも雨漏りなどが発生した場合は保障工事費を払いますという保険です。

安心の地盤調査、20年～60年地盤保障！

しろあり10年保証！

Comehomeは専門業者に調査を依頼し、解析を行いその地盤に適した補強工事を行います。

見た目のグレードは落とせても、ここはグレードを落とせないところです！

完成後20年ごとに更新もしくは保証が付き万が一に備えます。

通常多くのしろあり業者さんの保証は5年となっており、

5年ごとに十数万の予防消毒を再処理すればまた5年の保証の繰り返し。

この保証は最初の10年は最高1000万の保証

5年ごとの調査、更新で最高30年まで延⾧可能です。

工事賠償責任保険！

建築中建物に起きた損害、火災等の被害

工事中通行人等に資材の落下等でケガをさせた等

工事中は思わぬトラブルが発生いたします。

もちろん全て保証いたします。

安心して工事をお任せいただけます。

建てた後も⾧期メンテナンス!

建てた後も⾧く安心してお住まいいただくために、
定期的に点検を行います。

定期外でもトラブルがあれば電話1本でOKです!
年数がたてば不安が出てくる場所もしっかりメンテナンスいたします。

株式会社井上建築
佐賀県鹿島市大字納富分2167-1
TEL0954-63-0741 Fax0954-60-5248
E-mail  inoue_kenchiku0222@yahoo.co.jp



comehome充実保証のご紹介！

医療相談ダイヤル!

トラブルにも緊急対応!

住宅定期点検!

株式会社井上建築
佐賀県鹿島市大字納富分2167-1
TEL0954-63-0741 Fax0954-60-5248
E-mail  inoue_kenchiku0222@yahoo.co.jp

急な水のトラブル、トイレの詰まり、鍵を無くした、窓ガラ
スが
割れたなど、お家のトラブルに24時間駆けつけます。

急な身体の不調やケガ、気になる薬の飲み合わせ、
聞きにくい医療の悩みなど、どんなことでも24時間
対応します。

床下から住宅全体の定期点検を行います。

床下点検．．．床下に入り、ｼﾛｱﾘの被害や木材の腐朽、土台・基
礎

水漏れの異常がないか点検します。
外部点検．．．外壁・目地・雨樋・基礎などの点検をします。
内部点検．．．内装（床・壁・天井）内装建具（ドア・引き戸）
土間床、各種住宅設備などを点検します。



屋根洋瓦

KAPARASカパラス KS40KAPARASカパラス KS40

南欧風スタイルから現代和風まで、幅広く使えるモダンデザイン瓦

穏やかな丸みを帯び、個性的な美しいフォルム
と防災・断熱などの機能面を両立させたデザイ
ン瓦。
本来の欧風イメージにとどまらず、モダンな
現代建築を演出するシャープさも兼ね備えて
います。
北欧をイメージしたノルディックカラーも加
わり屋根デザインの選択がさらに広がります。

南欧風の「色むら」のある色合いは屋根に
表情を与え、自然や周りの風景に溶け込み、
温もりのある住まいを演出します。

LL40マットブラウンLL40マットブラウン

UU40マットブラックUU40マットブラック

BB40ライトイエローBB40ライトイエロー

BB40ライトレッドBB40ライトレッド

プラウドプレイン ノルディックグレープラウドプレイン ノルディックグレー



選べる浴槽

FRP浴槽

ベーシックカウンター

壁 ウェーブ柄

プレーンフロア

ホワイト／NW1 ベージュ／Y71グリーン／G94 ピンク／P

グレー／U61ベージュ／Y71ホワイト／N86

システムバスルーム 「スマート」



システムバスルーム 「ママラク+」の場合

キレイサーモフロア
スポンジが奥まで届きやすい構造と特殊な表面処理でお掃除ラクラ
ク。

入浴中に洗髪やシャワーで皮
脂汚れが発生。

撥油基（油をはじく成分）が
あるため、床表面に皮脂汚れ
が固着しにくい。

親水基があるため、水が
皮脂汚れの間に入り皮脂
汚れを取れやすくします。

まる洗いカウンター
NEカウンターはまるごと壁から外せる
ので裏もピカピカに。洗いにくい壁や床
もラクな姿で洗えます。

まとまったゴミをポイ！

くるりんポイ排水口のうず発生イメージ

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。
（JIS高断熱浴槽準拠）

1600ロング浴槽
足も肩まわりも、ゆったり伸ばして入浴でき
ます。
ラインアップの中で底面⾧辺が最も広い浴槽
です。

背の高い人でも足を伸ばし
てゆったりくつろげます。

フルフォールシャ
ワー
お湯が真上から降り注ぎ一瞬で体を包み込む。
だから、シャワーだけでもたっぷりリラックス
できるんです。

フルフォールスライドバー
ハンドシャワーで手軽に
オーバーヘッドシャワーの
心地よさを味わえます。

片手でカンタンにシャワーを最適な位
置に変えられます。



システムキッチン リクシル シエラ「スマート」

選べる取手

手間らくシンク

収納

IHクッキングヒーター

ホワイトN86

アシストポケット＆シェルフ

大きなフライパンとオイルボトルが同時にしまえる新設計
です。

使用頻度の高い道具を取り出しやすい場所にしまえるLIXIL独自
の立体収納です。使う場所の近くにすっきり整頓。だから、取り
出しやすさが違います。



システムキッチン リクシル 「ママラク+」

スキットシンク

収納

IHクッキングヒーター

ホワイトN86

アシストポケット＆シェルフ

大きなフライパンとオイルボトルが同時にしまえる新設計です。

使用頻度の高い道具を取り出しやすい場所にしまえるLIXIL独自
の立体収納です。使う場所の近くにすっきり整頓。だから、取り
出しやすさが違います。

食洗機

手洗いよりも省エネな食器洗い乾燥機。
洗う量で選べる2つのタイプをご用意しま
した。

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。ワークトップ

面倒だったファンのお掃除がいらない「よごれん
フード」
オイルスマッシャー機構が油の浸入をブロック。
フード内部の面倒なお掃除から解放してくれます



トイレ、洗面「スマート」の場合

フチレス形状

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。
飛沫も抑え、きれいにお使いいただけます。

奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラ
クです。

パワーストリーム洗浄

勢いのよい水流で、フチがなくてもグルッと強力に洗い流します。

洗面化粧台

ボウル

水栓

洗面台



トイレ、洗面 「ママラク+」の場合

ボウル

水栓

3面鏡

お手入れ簡単☆

大型洗面器
スクエアなアウトラインにやわらかなカーブを組み
合わせることで、実際のサイズよりもワンサイズ上
のボウル広さを実現。
使いやすさもワンランク上の洗面器です。

汚れがたまりにくい排水口奥



私達は家造りを通して
家族の笑顔も造ります。


