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【Relax-Ｓｔｙｌｅ】

株式会社 井上建築

Relax-Styleのコンセプトは

一生に一度、せっかく家を建てるならリラックスできる空間がい
い・・・

夏冬問わず、温度差の少ない室内環境

光熱費を削減し、ランニングコストを減らす考え方

呼吸する断熱材や結露のない窓でカビなどのないきれいな空間



Relax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



Relax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



16㎜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



グレード
UP床材 カラーバリエーション

WK色（クルミ） AC色（カームアッシュ）

MS色（サイレンスメープル） WG色（ジェントルウォールナット）

WT色（トラッドウォールナット） WM色（マスターウォールナット）

RP色（パオローズ）

BG色（グレイスバーチ）GN色（ガゼルナット）

AN色（アラジンオーク）

耐静荷重

耐衝撃荷重

耐キャスター性

• ※EBとは、Electron Beam（電子線）の略語。EB

（電子線）硬化樹脂コーティングで仕上げてい
ます。



内装建具ウッドワンシンプルセレクション
デザインは選べる10パターン

カラーラインナップは選べる6色から

上質と洗練を追い求めると、ここに辿り着きました。奇をてらうことのない、シ
ンプルモダンを貫いた高感度なデザイン。いつまでも見飽きることのない、ナ
チュラルな風合いと色調。シンプルこそが、変わることのない普遍のスタン
ダード。樹種がもつ独自の味わいを生かした6カラーと、個性豊かな表情を描
き出す10タイプのデザイン。シンプルだからこそ、木の素材感や美しさが引き
立ちます。生活感度や室内のイメージに合わせてお選びいただけます。

木の風合いを引き立てる6色から、暮らしのテイストに合わせてお望み通りの空
間デザインを実現することができます。
※ドアデザインによって、対応カラーが異なります。

感性や美意識をも満たし、豊かで快適な住空間を創りだしてくれる、１０タイプのデザインバリエーションをご用意しました。

玄関収納

押入れ中段、枕棚



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 ※SmartはOP,Relaxは標準

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



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、30年の地盤保障！

しろあり10年保証！

井上建築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30年の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1200-7
TEL0954-63-0741 Fax0954-60-5248
E-mail  inoue_kenchiku0222@yahoo.co.jp



屋根材

GL鋼板瓦棒葺き
※smart標準

陶器平板瓦葺き
※relax標準

軽量屋根の定番、カラーも様々
なものをご用意しています。

太陽光などを載せるのには最
適な屋根です。

防災ロック

様々な組み合わせも可能

洋風屋根に最適なデザインの瓦。
千鳥にふせていくので、
防災性も抜群です。

コロニアル クァッド
※smart標準

カラーベストは重なりが多いため屋根厚が大きくな
り、陶器瓦とほぼ同等の遮音性があるという試験
結果が得られています。
※試験による音響透過損失を測定したもので、遮音性を保証す
るものではありません。

陶器瓦は土葺きなしで測定しています。土葺きの場合は遮音性
能は変わります。



システムバスルーム

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

フチレス形状

手洗しやすいフォルム

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

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



「家」を持つということ

「家」を持つということは

あなたにとって

その後の一生を左右する大切なことです。

ここでは、もっと先のことを考えた時に

知っておいて欲しいことをまとめました。



これから居住する年数

男 性 79.59 歳

女 性 86.35 歳

＜ 平均寿命 ＞

30 歳

30 歳

＜ 現在の年齢 ＞

49 歳

56 歳－ ＝

今のお客様の年齢を30歳と仮定すると・・・今後、今の住宅に居住する年数はおよそ49～56年となります。

5 6 年

＜ 居住年数 ＞

今の家の家賃を6万円とすると、56年住んだ場合、支払総額は約4,700万円となります。しかも、このお金は全て大家さんのものになってしまいます。

年間の家賃

720,000 円

居住年数

56 年
×

＝ 総支払家賃

約 40,320,000 円

■1年住んだら720,000円
■5年住んだら3,600,000円

25,000,000円 35年 1.0%

で借り入れした場合の総返済額 28,450,000円 3,920,000円

概算年間コスト（固定資産税など）
70,000円 × 56年

＝ 合計 約32,370,000円

一概にどちらがお得とは言えませんが、賃貸した場合と購入した場合の一
番大きな違いは、住宅に支払う金額が「大家さんの資産」になるか、「自分
の資産」にしていくか、ということなんですね！

「賃貸」と「購入」を比較すると、

その差は約795万円も！

＋

結 論
自分の資産づくりをしたいなら
購入することがオススメ！

「家」を持つということ

賃貸と購入・・・どっちがお得？

賃貸に住んでしまうと、自宅の資産はゼロです

マイホームを購入すれば、それが自分の資産となります



「家」を持つということ

家の「坪数」と「生活」どちらを優先しますか？

Ａさんの場合 Ｂさんの場合

広 さ ３０坪 ５５坪

家づくりの夢

● 奥さんと子供一人の３人家族だから、３ＬＤＫの２階
建てで十分！

●「こんな良い家でこの値段！？」なんて友達に自慢で
きるような家が 欲しい！

● 普通の家には住みたくないけど、なるべく安くすませ
たい。

● やっぱり家を建てるなら「どーん」と大きな家を建て
たい！客間も洋間も仏間も欲しいし・・・。

● 夢のマイホームだから、多少ローンを無理して借りて
も、仕様や設備も豪華にして、部屋数も多くとりた
い！

住んでからの現
実

● 部屋数は少なく、コンパクトで家事動線が考えられて
いる。

● 建物の価格が安く、その分、お金を自分のこだわりの
部分にかけることができ、世界で一つしかない家に
なった。

● 子供がもう一人生まれても、間仕切りすれば２部屋に。

●部屋数が多く、掃除するのも戸締りをするのも大
変・・・。

●ほとんど使わない部屋がいくつかでてきた・・・。

●子供が自立したので、さらに使わない部屋が増え
た・・・。

●ローンの月々支払いが多くて、生活に余裕がな
い・・・。



私達は家造りを通して
家族の笑顔も造ります。


