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Exterior
家族色に染めて
家の表情を決める。

窯業系サイディング エクセレージ・親水15

「好き」を選んで楽しむ、家族のデザインスタイル。

外壁 KMEW

屋根材 KMEW コロニアル・グラッサ

家族で好みを交換しながら、新しい住まいのデザインを思い通りの色に染める̶̶

そんなひと手間が、ここから始まる生活に潤いを与えてくれます。

多彩なカラーバリエーションからチョイスして、自由に彩るたのしいプランです。

※掲載の写真はイメージです。 ※写真と実際の仕様とは若干異なります。 ※各 仕様は都合により予告なく変更することがあります。また、建築段階でやむを得ず設置できなくなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

玄関ドア YKKap

サッシ YKKap

多彩なカラーをラインアップ。
素材感を活かした
プレミアムなドアシリーズ。
毎日使う玄関ドアをもっと便利に、もっと快適に。

カギ穴を見せない高い防犯性と便利な機能を両立した、

「スマートコントロールキー」を搭載したこれからの

“新しい玄関ドア＝スマートドア”が、

毎日の快適・安心を支えます。

窓の〝あったらいいな″をカタチに。

バリエーションを豊富に取り揃えておりますので、
好みに合わせてデザイン全22種、カラー計92色選択できます.

軽い建物は地震の負荷が小さくなります

水になじみやすい親水コートが雨で汚れを洗い流します

【水になじみやすい親水コートを採用】
付着した汚れの内側に雨水を入り込ませ、
雨が降るたびに外壁の汚れを洗い流します。
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■親水コートのキレイになるしくみ（イメージ）
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親水性で水滴が入り込む

汚れと親水基の間に水滴が侵入します 汚れが浮き上がって雨と一緒に流れ落ちます

地震のとき、重い建物ほど、地震の力を大きく受けます。
外壁材を軽くすることで、建物にかかる力を小さくすることにつながります。

重い外壁材

地面の揺れ 地面の揺れ

軽い外壁材

負荷が大きい 負荷が小さい

長持ちする美しさで、
住まいにプラスαの価値をもたらす屋根材。

選べるデザイン

全22種
選べるカラー

全92種

選べる
10カラー

※フィール完成予想イメージパース

ブラック   グラスブラウン   パールグレイ　 アイスシルバー　 ウォルナットブラウン

プロヴァンスベージュ ラスティグリーン　ウェザードグリーン   ボルドーレッド ミッドナイトブルー

音を通し
にくい

環境にも
配慮

火災に
強い

減震
効果

雨風に
強い

■ 軽い屋根の減震効果 ■ 色あせしにくい「無機3層構造」

基材

屋根を軽く

建物の重量を軽く 建物の重心を低く

揺れを小さく

3層目

１層目

２層目

アルミ樹脂複合層

冬には室内の暖かさを逃さず、夏には屋外の熱を遮り涼しさをしっかりキープします。
窓の外観と内観の色を選ぶことで、お気に入りのデザインやインテリアスタイルを
コーディネートできます。

窓の室内側に、防露性に優れた『樹
脂』のメリットをプラスしたことにより
高い断熱性能を実現。窓周辺を外気
の影響から守り、不快な結露の発生
を減らして、健やかな室内環境を保ち
ます。

優れた断熱性能

毎日のここちよい暮らしは、窓の断熱から

複層ガラスの室内側ガラスを
Low-E
金属膜でコーティング。
断熱性を高めています。

ガラス

スペーサ

乾燥剤

Low-E 金属膜

室外側

室内側

中空層

ハンドルの読み取り部に近づけるだけで

上下のカギを１度に開け閉め。

施解錠を、光と音でお知らせします。

シールを貼るだけで、車のキーや防犯ブザーが

カギに大変身！

ピタットKeyのカギはカードキー３枚と
シールキー２枚が標準装備。
追加の際はカードキーとシールキー
合せて最大２０枚まで登録可能です。

カードでも、シールでも、近づけるだけでカギの開け閉め可能。
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汚れ

親水性の高いＳi(シリカ)が空気中

のＨ₂O(水分子)を吸着します。

ＳiとＨ₂Oが反応した結果、表面

に水となじみが非常によい-OH

(親水基)ができます。

-OH(親水基)が出来ることにより水が汚れの下に入り込み、

浮き上がらせ汚れを流し落とします。

汚れを洗い流すメカニズム



あらゆる空間に統一感を。収納 Panasonic

Interior

床材 Panasonic インテリア空間にプラスの価値を。内装ドア Panasonic

家族でくつろぐリビングは、美しさと温かさに満ちた木目調で統一。

フローリングやドアのカラーを選ぶことで、「魅力」に「愛着」がプラスされます。

居心地のよい空間づくりは、思いのほか簡単に実現できるのです。

※掲載の写真はイメージです。 ※写真と実際の仕様とは若干異なります。 ※各 仕様は都合により予告なく変更することがあります。また、建築段階でやむを得ず設置できなくなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

【LDKドア】

各ボックスの天面にも化粧をほどこしております。

吹き抜けの2階などから見ても美しい仕上がりです。

足元の納まりがすっきりして、
使い勝手抜群です。
キャスター付きの収納ボックスなど、
収納物の出し入れがスムーズにおこなえます。

下レールがないとラクラク
足元に段差がありませんので、
お掃除も簡単です。

小型、中型のペットが自由に
出入りできるドア。

ペットドア
ゆっくりとしまるので
お子様も安心。

ソフトクローズ
ドアの高さに導かれ、空間の
広がりを感じます。

ハイドア

オプション仕様

オプション仕様

靴と傘をはじめ、ゴルフ用品やアウトド
ア用品なども収納できるシューズイン
クロークプラン。

シューズインクローク
エントランスパーツ

扉全面のミラー扉で、お出かけ前の身
だしなみのチェックに便利です。

玄関収納
（コの字タイプ・ミラー付）

オプション仕様

みんなで彩る
癒しの室内空間。

選べるカラー
全10色

ベリティスなら、一軒まるごとご提案可能。
カラーコーディネイトはもちろん、さまざまな暮らしのご提案が可能です。
LDKドアはH2350、その他ドアはH2035です。

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ﾁｪﾘｰ柄 ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄 ｵｰｸ柄

ｿﾌﾄｵｰｸ柄 ﾒｰﾌﾟﾙ柄 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ柄 ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄 しっくいﾎﾜｲﾄ柄

折れ戸 開き扉

扉1パネルをミラー扉に変更。身だ
しなみのチェックに便利です。

折れ戸
（ミラー付）

折れ戸
（ﾊｻﾏﾅｲｽﾞ扉）

小さなお子様を指はさみ事故から守
る、指はさみ防止機構付に変更。

コンポリア家族の履物や備品をしっかり収納。玄関収納 Panasonic

棚板は取り外して水洗いできる樹脂

製です。

非塩ビ系樹脂（グレー色）

棚位置は30㎜間隔で調整可能です。

木の質感にこだわった、厳選された床材。

キャスターのへこみ傷がつきにくい。

緻密で、平滑な塗膜をもつ塗装仕上げは、すり傷
がつきにくく、光沢感が長持ちします。

椅子の引きずりなどによる、傷がつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材で
す。油汚れや食べこぼしなどのお掃除の手間も
軽減されます。

食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。

それは、木の良さを知り、木を愛してやまない、

日本人に向けたパナソニックの新提案。

さらには、光、風、自然のゆらぎ、奥行きまでも、

暮らしのなかへ取り入れていく。

汚れや傷に強く、
お手入れ簡単で美しさが長持ち。

※床の色は全ての階同色になります。

1点に集中的に力が加わると、床にへこみ傷がつくこと
があります。キャスター付きの椅子や家具を使うときは、
基材の硬度を高めた床材をお選びください。

ウォールナット チェリー

ホワイトオーク

エイジドチェスナット

オーク メープル

チャコールオーク インディゴオーク エイジドチーク

カームチェリー ウォッシュドオーク アイボリーアッシュ

選べるカラー



毎日使うキッチンやバス、トイレは、使いやすさにこだわりたい。

カラーや形状を自由に選んで、家族独自のライフスタイルをデザインしてください。

清潔と利便を兼ね備えた充実のユーティリティーが、わが家を極上の快適空間に仕上げます。

Utility
毎日を心地よく
充実の設備仕様。

※掲載の写真はイメージです。 ※写真と実際の仕様とは若干異なります。 ※各仕様は都合により予告なく変更することがあります。また、建築段階でやむを得ず設置できなくなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

洗面化粧台 Panasonic

バスルーム panasonic あしたをちがう「まいにち」に。

大きなボールと、収納たっぷり。 小物が置けるカウンター。

選べるカラー
アクセントパネル

風向きを調整してムラなくすばやく暖房。遅く帰ってきても、あたたかいお風呂がお出迎え

熱を逃がさず、５時間経っても２.５℃以内の湯温低下。

発泡ポリスチレン断熱材で浴槽を包み、高い保温効果を発揮。

ルーバーで温かい空気を循環。
オートルーバー暖房換気乾燥機

ワイヤレスリモコン

一度の設定で、毎日自動的に暖房が入る便利な予約機能付

自動でスイングする
オートルーバーの採用で、
浴室のすみずみまで温風を送り、
短時間で浴室空間を温めます。

プラネット照明　電球色 シャワースライドバー
(メタル)

断熱組みフタ

ポップアップ排水栓ささっと排水口
髪の毛が集まりやすい形状。
コーティングなしの樹脂製。

スミピカフロア
床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。
目地が同方向にそろ揃ったグリッドパターンの床は、
拭き掃除もラクラク。

スキットドア
換気口がドアの上にあるから、汚れにくい。
面材まわりのパッキンをなくしたので
おそうじラクラクです。

2Ｆトイレ
大きい操作ボタンを配置した本体操作タイプ

ＦＺ1616

風呂フタ断熱材

  厚み：20㎜

浴槽

　　 断熱材

厚み：20～ 40㎜

キッチン Panasonic

豊富な種類の扉カラーで、

お好みのイメージがきっとみつかります。

スキマレスシンク,

お掃除らくらく！

ワイヤレスリモコンで操作らくらく！

1Ｆトイレ

7年相当使用後(劣化促進試験)の洗浄比較
＊便器内に当社合成した擬似汚れを塗布

保温浴槽Ⅱ（高断熱浴槽）

料理をもっとラクに、もっと楽しく。

スキマレスシンク　ステンレスMタイプ

ソフトクロージング機構スマートフードⅡ　常時換気　LED付

リビングステーション　Vスタイル

①隙間がないから、さっとひとふき。
   お掃除が大変な、カウンターとシンクの接合部の隙間をなくしました。

   汚れが溜まりにくいのでお掃除ラクラク。 
  

②隙間がないから、さっとひとふき。
   汚れが溜まりやすい排水口も、

   シンクと一体成型で、

   汚れが溜まりにくくなりました。

 

   ゴミを集めやすく、捨てやすい。
   アミカゴはゴミが集まり安く、

   捨てやすい形状です。

選べるカラー

全15色

汚れが溜まり

　にくい

人造大理石

カウンター

カウンター

同系色樹脂

ステンレスシンク

※イラストはステンレスタイプです。 ※カウンターと同じ色ではありません。

ホーロートップガスコンロ

汚れがとれやすく、お手入れしやすい
スゴピカ素材（有機ガラス系）の水栓。

※画像はイメージです。

選べるカラー

全5色

マルチシングルレバー洗面
（スゴピカタイプ）
※ヘッドは引き出し可能

吐水部を左右に首振り可能
洗顔や洗濯物を手洗いする
ときも、邪魔になりません。

電気代ゼロで、全面クリア。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜を
コーティングした曇りにくい「くもりシャット！」ミラーを採用。

３面鏡 ＬＥＤ照明
ミドルパネル

薄型のLED照明で
空間すっきり。

お風呂上りでもスッキリ
くもりにくい。

シーラインＤ530 つるつる表面で汚れが落ちやすい「Gコート」
Gコートは、衛生陶器のミクロレベルでの
凹凸を、透明なガラスの層でより均一で
滑らかなガラスのようなつるつる表面に
することで、付着した汚れを落ちやすく
する技術です。

    Janisトイレ 標準機能を重視した温水洗浄便座付きトイレ。


