
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

オータムブラウン       ブラック

ホワイト

ホワイト

シャイングレー

福島県中央住宅生活協同組合　

勝手口ドア

玄関ドア（単体ドア）

◎　基　本　性　能　 ◎

■　タイルカラー　300角

TF窓　上げ下げ窓掃出し窓

◎　カラーバリエーション　 ◎

外観色（全４色） 内観色（全1色）

断熱性、採光性、ﾃﾞｻﾞｲﾝ性、耐久性すべてを

進化させ、より快適な住まいへ

縦すべり出し窓

上記の他、たくさんデザインがあります。お好きなタイプをお選びください。

サッシ

最先端テクノロジーから生まれた高性能樹脂窓。

玄関屋根材外装材

☆デザインは他にも用意しております。お好きなものから、お選びください。

防火サイディング 瓦 or コロニアル or ガルバリウム鋼板 玄関タイル

高性能樹脂サッシ 網戸付



　

福島県中央住宅生活協同組合　

11SM型(シルバー) 11BM型(ブラック)

1S 2S 6S 8B

【収納扉把手】

枕棚・中棚ハンガーパイプ

レスフラットタイプ フルフラットタイプ

枕棚・中棚オープン

ハーモニックホワイト色

パールペール色

ディープブラック色

へこみ傷に強い

車イスOK

キャスターOK

すり傷に強い

内装ドアサニタリー床床材

質感にもこだわり、メッキ仕上げを採用しました。

3T FW 9M

■標準高さ　(2028㎜) 

セルペルチーノ柄

横木目のバリエーションが追加され、コーディネートの幅が広がりました。

シンプルテラコッタ柄

ホットカーペットOK

スキスム　S

GY 1Z 1M

ファインマーブル柄

レガシーストーン柄

※鏡付扉

全点JIS規格品（改正建築基準法対応品・F☆☆☆☆）・SV規
格

フローリング「スキスムSフロア」と
コーディネートが可能な室内階段
です。

耐水性・耐汚染性に優れたフローリン
グ。サニタリーに最適なフロア材。

摩耗に強い 汚れが落ちやすい

ワックスフリー 水まわりに最適

床暖房仕上げ材

玄関収納

壁紙階段

■フラッシュ構造

定番の木目柄やシンプルな単
色柄など、7色をラインナップ。
内装材とキッチン、サニタリー
などの水回りとの同色コーディ
ネートが楽しめます。

シンプルモダン オーセンティック ジャパニーズナチュラル

■ハンドルは、美しいフォルムが魅力的なハンドル・台座一体型デザイン。 

織物 調和 調

パターン 石 調

ナチュラル

モダン 和み

スキスムSフロア シートタイプ 脱衣室・トイレ

階段 ビニールクロス

シューズBOX

全7色

PH WH PP

LN GM CB

DB



　

ゴミかご抗菌コーティング

洗面化粧台

浴室

■家族みんなが安心して使えるデザイン・機
能
さまざまな生活シーンに合わせた“家族にとっ
て使いやすいカタチ”それが、ピアラ-DSのファ
ミリーサポートです。

カップボード＋カウンター■ヌメリを抑制する
コーティング

ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ

ワークトップカラー

ﾍﾞｰｼｯｸ
ﾎﾜｲﾄ

ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ
食器洗い乾燥機

福島県中央住宅生活協同組合　

壁付けシャワー水洗

スライディング
ドアストッカー

■着座するとセンサーが感知し脱臭を開
始。使用後にはさらに強力に臭いを吸引
します。さらにリモコンのボタンを押すと強
力モードで脱臭します。

便器から離れる
と自動で便器を
洗浄します。

充実の標準装備

フルオート洗浄機能

カウンター＋家電収納
(蒸気排出ユニット付)

■皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムー
ズに。ブラシでのお掃除がラ
クラクです。

Wパワー脱臭機能

換気乾燥暖房機

【カウンター扉カラーラインナップ】

■雨の日は乾燥機付の浴室
に洗濯物が干せます。

カラーバリエーション

トイレ

　キッチンカップボード　　扉カラー37色

ひろびろワイドシンク
まな板スタンド付

タイル調床（ほっカラリ）

■一度使うと離れられな
いその床のやさしさと気持
ちよさ。

ピュア
ホワイ

ト

オフホ
ワイト

ブルー
グレー

保温浴槽

みんなが入り終わるまで、ずっとちゃんと温かい！

ピンク

IHクッキングヒーター
2口IH＋ラジエント
（両面焼きグリル）

■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

ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ

ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ

ﾊﾆｰｲｴﾛｰ

人造大理石トップ

シンクカラー人造大理石

■普段通りに使うだけ！「うずの力」でお手入れ簡
単！！

手のひらカーブ

ハイバックガード

キッチン

キッチンくるりん排水口

システムバス

システムキッチン 三面鏡タイプ間口750mm

イメージ写真

手洗い付カウンター

写真はイメージです。 （KJ）

（KA）

（WA）

ブ
ラ
ウ
ン

ホ
ワ
イ
ト

タンクレス

コーティング有

コーティング無



 

高効率エアコン(56型)

火災警報器

■火災の煙を感知
    寝室・階段・居室

等に最適！

WC／洗面室／キッチン

浴室・キッチン・トイレ

■　TV・TEL・エアコン配線　■

各室１箇所

廊下・LDK・他：プランによる

■　換気扇配線　■ＴＶ全室　　ＴＥＬ１箇所
エアコン全室

２箇所（防水コンセント）

■　外部コンセント　■

電気配線

■　照明配線　■

■火災の熱を感知
台所に最適！

■バルコニー部分に1組取付

カーテン

■全居室へカーテン・
レース・レール取り付
けいたします。※巾
1650㎜以上窓のみ

ホタルスイッチ

物干し金具

■全居室標準のおもいやり仕様OFF
にするとグリーンのランプが点灯。
暗闇でもスイッチ位置がわかります。

福島県中央住宅生活協同組合　

■玄関先、庭先などに
適した、冬でも凍らない
おしゃれな屋外水道で
す。立上り管内の水を
凍結深度より深い地中
に排出して凍結を防止
するしくみです。

足洗い場
照明器具 全室照明付（LED）　

☆付帯工事の一部

エコキュート460Lタイプ

イメージ

各部屋２箇所ずつ

IHクッキングヒーター

テレビドアホン

■カメラ玄関子機にLEDライト（照明
用ランプ）を搭載。周囲の明るさに
よって自動的にライトが点灯し来訪
者を照らします。夜間でも約50cm先
までカラーで映ります。

■フル天面操作で使い
やすさ抜群。大火力で
安全。サイレント設計で
キッチンをより快適に。

■スライドオープンタイ
プ　　　　　上から食器の
出し入れができるのでと
てもラク。約6人分（食器
約40点）を一度に洗浄・
乾燥できます。

■６００㎜×６００㎜
食品ストックもたっぷり入
る、収納庫。兼、床下点
検口となります。

オール電化設備機器

床下収納
■　コンセント　■

■　アース配線　■

食器洗い乾燥機

ハンズフリーテレビドアホン エコキュート・IHクッキングヒーター・食器洗い乾燥機・エアコン



地 盤 調 査 ・ 地 盤 改 良 工 事

○ロッドの先端にスクリューポイントを取付、沈んだとき

の荷重や貫入した距離、音で地盤状況を確認します。

○地盤調査の結果、地盤が軟弱など改良

が必要となった場合、地盤保証10年付の

柱状改良工事を実施します。

※1 地域、地盤状況により改良方法が変わる場

合があります。

※2 地盤改良工事は建物の料金に含まれません。

工事が必要な場合は別途工事費がかかります。

●保 証 限 度：1事故／30,000,000円

●仮 住 居 費 用：1事故／2,000,000円

●事故原因調査費用：1事故／1,000,000円

基 礎

○不動沈下（液状化）に強く、シロアリにも強いベ

タ基礎工法を採用。配筋はJIOの検査が入ります。

基礎パッキンロング 気密パッキンロング 断熱除湿パッキン

耐 震 ・ 制 震 対 策

○特殊高減衰ゴムが地震の揺れに応じて伸縮し、
瞬時に熱エネルギーに変換し放熱します。繰り
返し発生する地震にも効果を発揮し、建物の変
形を抑えます。また、耐力壁に取り付けることで
より効力を発揮します。

○内臓されている高減
衰ゴムは、60年経過し
ても性能がほとんど変
わらず性能を発揮。部
品の交換やメンテナン
スも必要なし。

断 熱 材

○隙間のない施工ので高い気密性を実現。壁体

内の結露を抑制し、建物の耐久性を高めます。

○隙間を自己接着力で塞ぎ、室内温度差による

ヒートショックも起こしにくく優れた空気環境を長

時間にわたって維持します。

○ホルムアルデヒドも発生させない、住む人にも

施工する人にも優しい断熱材です。

○細かな気泡構造で吸音性にも優れています。

○紙廃材を再利用した環境配慮型発砲断熱材で

省エネ基準に対応しています。一般的な発砲系

断熱材の場合発泡剤が発散し断熱性能が低下

するが、フクフォームECOは発泡剤が空気のため、

長期にわたって断熱性能を維持します。
新 築 住 宅 か し 保 険

○すまい生協は住宅ごと
にJIOの新築住宅かし保険
に加入します。万が一、お
引き渡し後に不具合（かし）
が発生した場合に修繕費
用を保険金でまかない、施
主様にご負担なく、確実に
対応できる体制を整えてい
ます。

※1 かし保険はすまい生協が加入するものです。万が一かしが発生した場合、

施主様ではなく、すまい生協に保険金が支払われます。

※2 保険期間中、倒産等ですまい生協が無くなってしまった場合は、施主様が

JIOへ直接保険金を請求することができます。

防 水 資 材

○高密度ポリエチレン
不織布で透湿性、防
水性、強度に優れた
防水シート。外壁から
の雨水の侵入を防ぎ
ながら、湿気は通しま
す。メーカー保証20年

シックハウス対策

○シックハウス症候群の原因とな
る有害物質ホルムアルデヒドを短
時間で吸収分解し、再放出を防ぎ
ます。エアコンや空気清浄器とは
違い、ランニングコストをかけずに
シックハウス対策が可能になりま
す。

○酸性雨等によるコンクリートの中性化を抑制し、

強度低下を防止

○地面からの水分吸上げを防ぎ、汚染を防止

○弾性の下塗り材を使用し、クラック（ひび）の発生

を抑制します。

床下地材

○強度の強い集成材を使用しています。

○家の強度を高くするためにホールダウン・筋かい金具な
どを使用し、安心して住める家づくりをしています。

○すまい生協の家は、全面耐震ボードを使用し十分な強度を確保してい
ますが、さらに安心して暮らせるよう制震装置も併用し、より地震に強い
家を提供しています。

○土台木材は強度が高く、水・腐朽菌・シロアリにも強いひの
きの無垢材を使用しています。

躯体材料・金物

○一般的に24mm合板が多い床材
は28mm合板を使用することで水平
面の強度（水平剛性）を高め,より強
い建物にしております。
○歩行によるたわみが減少し、床鳴
りが発生しにくくなります。
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