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屋根下地 野地板 杉 15×105 床組 大引 杉 90×90

壁下地 バス板 杉 15×90 床束 杉 90×90

床下地 根太受 杉 30×90

小屋組 タルキ 杉 45×60 根太（洋） 杉 45×60

棟木 杉 105×150 根太（和） 桧 45×45

母屋 杉 105×105

小屋筋かい 桧 15×105 内部化粧材 敷居 桧 45×105 45×120

鴨居 杉 45×105 45×120

軸組 土台 桧 105×120 付鴨居 杉 45×30

火打土台 杉 45×90 畳寄 杉 36×66

柱（4寸） 杉 120×120 吊束 杉 90×105

通柱（4.5寸） 杉 135×135 窓枠 杉 30×120 21×120

大黒柱（7寸） 杉 210×210

間柱 杉 30×120 その他 内壁胴ブチ 杉 12×60

間柱（真壁） 杉 30×66 野縁 杉 30×45

火打梁 杉 90×90 野縁受 杉 45×45

筋かい 杉 45×90 吊木 杉 30×45

押入・クローゼット 杉

真心仕様　　　　　　　　構造材仕様書　　　　　　　　　　　　

外材・集成材は一切使用しません。

針葉樹合板



システムキッチン panasonic・ＬＩＸＩＬ・トクラス 定価　約125万 値引率　　45％

システムバス panasonic・ＬＩＸＩＬ・トクラス 定価　約110万 値引率　　45％

洗面化粧台 panasonic・ＬＩＸＩＬ・トクラス 定価　約20万 値引率　　45％

トイレ1F panasonic・ＬＩＸＩＬ 定価　約20万 値引率　　35％

トイレ埋込手洗い panasonic・ＬＩＸＩＬ 定価　約10万 値引率　　35％

トイレ2F panasonic・ＬＩＸＩＬ 定価　約10万 値引率　　35％

エコキュート panasonic・コロナ 定価　約80万 値引率　　45％

真心仕様　　　　　　　設備仕様書　　

ネオボルテックス200・アメージュＶ

アラウーノ（下台のみ）

370Ｌ　セミオート　ボイスリモコン付き

Ｌ＝2550　IH　シロッコファン　引出し　食洗機　ステントップ

1616　折戸　暖房換気　人大浴槽

Ｗ＝750　三面鏡

タンクレスタイプ　　ウォシュレット内臓　



床 腰 壁 天井 備考
玄関・ポーチ 300角タイル
ﾎｰﾙ 桜または杉板15ｍｍ 一部杉腰板（玄関） ＰＢ下地ｸﾛｽ ＰＢ下地ｸﾛｽ、一部杉板貼り 下駄箱
リビング 桜または杉板15ｍｍ 漆喰 漆喰 ＰＢ下地ｸﾛｽ、一部杉板貼り
Ｄ，Ｋ 桜または杉板15ｍｍ 漆喰+一部クロス 漆喰+一部クロス ＰＢ下地ｸﾛｽ ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ
洗面脱衣所 桜または杉板15ｍｍ 化粧パネル ＰＢ下地ｸﾛｽ ＰＢ下地ｸﾛｽ 洗面化粧台、天袋
ＢＲ
ＷＣ（1） 桜15ｍｍまたは御影石300角 桧または杉腰板 ＰＢ下地ｸﾛｽ ＰＢ下地ｸﾛｽ 埋込み手洗
和室 畳 漆喰orジュラク 漆喰orジュラク 杉板貼り 押入・仏間・床の間

洋室 杉板節あり15ｍｍ ＰＢ下地ｸﾛｽ ＰＢ下地ｸﾛｽ ＰＢ下地ｸﾛｽ
ＷＣ（2） 桜15ｍｍまたは御影石300角 ＰＢ下地ｸﾛｽ ＰＢ下地ｸﾛｽ ＰＢ下地ｸﾛｽ 壁面収納
押入、クローゼット杉板 杉板 杉板 杉板

外壁
屋根
サッシ
断熱材
換気システム
防蟻処理 エコボロン

人気のあるオプション工事　　　　　　平屋建＝坪×3万UP　　

その他のオプション工事は別紙（オプション単価表）を参照。

第一種　澄家Eco

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ１６１６

真心仕様　　内外部仕様書

通気工法+モルタル刷毛引20ｍｍ＋クラック防止グラスファイバーネット+吹付け

陶器瓦（淡路）　平板　全ビス2本止め・・・・・・・・・・・・・・・・・・メンテナンス・フリー（アフター不要）
Low-E（全室） 遮熱・断熱ペアガラス      複合樹脂（内側樹脂・外側アルミ）                     
アイシネン気密・断熱システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メンテナンス・フリー（生涯保証書付き） 

この新・標準仕様は延床面積が35坪以上の時になります。　　　　　

モルタル刷毛引20mm+吹付け及び漆喰
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