
標準仕様書



キッチン



【参考カタログ等】

WEBカタログ（Vスタイル）※ウォールユニットやカップボードは標準ではありません。
※掲載画像は一部標準とは異なる場合があります。
※時期により、内容が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

扉柄

グレイッシュグリーン

VD10シリーズ VI10シリーズ

マットな表情が醸し出す、
ベーシックで落ち着いた
雰囲気の色柄です。

ホワイト

キッチン空間にとけこむ、
淡色系の爽やかな色柄で
す。

扉柄

VX40シリーズ

ﾒｰﾌﾟﾙ柄

ｵｰｸ柄 ﾎﾜｲﾄｵｰｸ柄

ﾁｪﾘｰ柄

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

扉柄

ホワイト

VW30シリーズ

エイジドダーク柄

エイジドライト柄

VS30シリーズ

ラインライト柄 シェードホワイト柄

ラインダーク柄 ラインホワイト柄

ラインミディアム柄 シェードブラウン柄

VV30シリーズ

ベリーレッド

マンゴーイエロー

VB30シリーズ

グレイッシュベージュ

オリーブグリーン

マットホワイト

VJ30シリーズ

扉柄

ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄

ｿﾌﾄｵｰｸ柄

ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄 ｱﾙﾍﾞﾛﾎﾜｲﾄ

VP20シリーズ

ｱﾙﾍﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ

VH20シリーズ VL20シリーズ

ﾋﾞｭｰﾃｨﾎﾜｲﾄ

ﾈｲﾋﾞｰ

ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌｧｲﾝﾚｯﾄﾞ

VT20シリーズ

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄

ｸﾞﾚｰｵｰｸ柄 ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ柄

ﾍﾟｲﾝﾄｳｯﾄﾞ柄

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾒﾀﾙ柄

ｱｰｽﾎﾜｲﾄ

ｽｸﾗｯﾁﾒﾀﾙ柄



バスルーム



【参考カタログ等】

WEBカタログ（オフローラ）
※掲載画像は一部標準とは異なる場合があります。
※時期により、内容が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。



洗面化粧台

【参考カタログ等】

WEBカタログ（ウツクシーズ）
※掲載画像は一部標準とは異なる場合があります。
※時期により、内容が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。



トイレ

【参考カタログ等】

WEBカタログ（アラウーノⅤ）
※掲載画像は一部標準とは異なる場合があります。
※時期により、内容が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。



室内建具＆床材



【参考カタログ等】
WEBカタログ
（ベリティスフロア）※掲載画像は一部標準とは異なる場合があります。

※時期により、内容が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

【参考カタログ等】
WEBカタログ
（ベリティスシリーズ）



標準仕様書

※時期により、内容が異なる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

※パンフレット等参照

3 室内建具（他） Panasonic  ベリティスシリーズ 型：※間取り等により異なります　サイズ：H2035　※間取り等により異なります※Natural color/パンフレット等参照

4 床材 Panasonic  ベリティスシリーズ ベリティスフロアーWハードコートクリア　1本溝/2本溝（突板）

1 室内建具（リビング） Panasonic  ベリティスシリーズ 型：WB/WC/LA/LB/LC/LD　サイズ：H2350　※間取り等により異なります ※Natural color/パンフレット等参照

2 室内建具（収納） Panasonic  ベリティスシリーズ 型：※間取り等により異なります　サイズ：H2350　※間取り等により異なります※Natural color/パンフレット等参照

・ペーパーホルダーの追加　など

室内建具・床材

No. 仕様項目
標準仕様

製品等 詳細仕様等 カラー

3 機能 Panasonic  アラウーノV ノズルクリーニング/オート脱臭/着座センサー/暖房便座/ビデ・洗浄など

オプション例（製品・仕様の変更を除く）

1 トイレ本体 Panasonic  アラウーノV 専用トワレS4（寒冷地タイプ）

2 手洗い Panasonic  アラウーノV 手動水栓

オプション例（製品・仕様の変更を除く）

・サイズ変更　・収納棚追加　　など

トイレ

No. 仕様項目
標準仕様

製品等 詳細仕様等 カラー

3 水栓 750サイズ3面鏡用手動水栓（寒冷地仕様）

1 洗面化粧台本体 Panasonic　ウツクシーズ 750引出XG/サイズ 750X555X1050 ※パンフレット等参照

2 3面鏡 750スリムLED3面鏡/サイズ 750X205X850

オプション例（製品・仕様の変更を除く）

・壁パネルを全面アクセントパネルに変更　・暖房換気乾燥機の追加　・置台/ラック/手すり等の追加　など

洗面化粧台

No. 仕様項目
標準仕様

製品等 詳細仕様等 カラー

9 ミラー シンプルミラー2 H600

10 換気扇 100V

7 ドア 2枚折戸 ホワイト

8 風呂フタ 巻きフタ・フック（1600用）

5 シャワー W水流シャワー メタル

6 スライドバー 握りバー兼用スライドバーB メタルグレー

3 パネル 正面アクセントパネル（光沢/マット仕様） ※パンフレット等参照

4 水栓 スゴピカ水栓（スクエア） W水流M ホワイト/ブラック

1 バスルーム本体 Panasonic  オフローラ Sライン/アーチ浴槽/サイズ：1616/フラットラインLED照明/物干しレバー ※パンフレット等参照（エプロン含む）

2 床 スゴピカフロア オフローラ関連品 サンドホワイト/サンドグレー/サンドベージュ

オプション例（製品・仕様の変更を除く）

・キッチン付属品追加（サブシンクなど）　・フロアユニット付属品追加（ボトルトレイ・まな板スタンド・タオル掛けなど）　・扉柄色グレードアップ　　など

バスルーム

No. 仕様項目
標準仕様

製品等 詳細仕様等 カラー

10 取っ手 V-Style対応品（フロアユニット） ※パンフレット等参照

9 扉柄 グレード20 ※パンフレット等参照

8 フロアユニット コンロ下：1050mm/シンク下：1050mm/食洗器下：なし

7 レンジフード ほっとくリーンフード スクエアサイドフードSタイプL連動銀/スクエアサイドSタイプ用ダクトカバー銀 シルバー/ブラック

6 加熱機器 IHW600鉄ステン2口IH換気連動 銀

5 食洗器 Panasonic ドアパネル仕様/大容量深型タイプ（下収納なし） 扉柄と同色

4 水栓金具 エコカチットサラサラワイド（寒冷地用） 銀

3 シンク スキマレスシンク　 ステンレスM/排水セットジャバラ・クッキングネット・水切りカゴ有

2 カウンター 人造大理石カウンター/高さ800・850・900mmから選択 サンドホワイト/サンドグレー/サンドベージュ

1 キッチン本体 Panasonic  V-style　 I型/カウンター人大壁付/サイズ：2550X650X40/ソフトクローズ有

キッチン

No. 仕様項目
標準仕様

製品等 詳細仕様等 カラー



プラン適用基準

建物面積 基準面積 約30坪（ポーチを含む）※1階面積は全体の60％以下

冷暖房 全館空調システム

給湯

内装

床材

外壁

窓

その他

その他

エコキュート

ゼオライト（2階居室・トイレ/洗面等の水回り・収納内はクロス仕上げ）

突板フローリング/クッションフロア（水回り）

14mm窯業サイディング

トリプルガラス

室内建具や住設機器、その他に関しては当社標準仕様

・適用基準、標準仕様については着工時期などによって異なる場合があります。

・適用基準からの変更、造作物等については対応可能ですが、別途費用が発生する場合があります。

・杭打/外構/外部分水/道路横断給排水/特殊基礎の各工事は別途費用が発生する場合があります。

※内容については予告なく変更する場合がありますので、詳細については必ずお問合せください。
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