


※写真・イラストはイメージです。一部オプションが含まれます。

快適・健康・省エネ！ 人にも住まいにもペットにもやさしい
全熱交換型24時間換気システム。

電気代
月々約

450円
1台当

いにもペットにもやさしいやさしい

電気代
月々約月々約

45

温度
交換効率

95%

※注

※風量80㎥/h時、ダクトを装着した際の値です。
※数値は、ダクト配管の仕方によって変化します。
※性能（試験方法）はJIS B 8628、JRA 4056に
基づきます。※その他詳細は第三者機関での試
験成績書に基づいています。

down!光熱費が大幅ダウン! ※1
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ダブル発電により光熱費がダウン。
月々のリース料の大半もカバーできます。

太陽光発電で余った電力は、
売電できる!
発電して使い切らなかった電力は「売電収入」となります。

リース契約期間（10年）
満了後は無償譲渡も可能!
無償譲渡以外の
方法も選ぶこと
ができます。

停電時も電気が使える! ※3
太陽光発電とエネファームの双方の停電
時専用コンセントが使用可能。
（太陽光発電は最大
約1500W、エネファ
ームは最大約500W）3

保証も充実!
リース期間中の太陽光発電設備はメーカーにて無償
保証。エネファームの修理保証は下記備考参照。※2

■ 2×6壁による超断熱

2×6工法 ツーバイフォー工法よりひときわ厚いツーバイシックス壁が、
さらに優れた「超断熱」を実現。
6面体構造が強さの秘密。 線ではなく、
面で支えることにより、優れた耐震性を発揮します。■住宅の安全性

面で支える2×6工法の家線と点で支える木造軸組工法の家

■ 遮熱・断熱概念図

210mm

80mm80mm

天井 壁

1階床

高性能グラスウール24K

ZEH仕様※

高性能グラスウール16K 105mm
ZEH仕様※

高性能グラスウール16K 105mm

遮熱屋根材

遮熱シート

遮熱シート床トップ剛床
（グラスウール32K）

（105mm×2）
140mm

高性能グラスウール24K

天井まで
ベーパーバリア

※断熱材メーカー推奨5～7地域仕様

ZEH基準で使用される
高性能グラスウール（16K）を
上回る24K高性能グラスウール
採用で断熱性能約8%UP！

■ 高性能グラスウール
　イメージ図

■高い断熱性能

+αの
断熱

2×4壁に比べ ※当社比

厚さ約 倍の1.57
断熱材
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■ 全自動お掃除トイレ

■ オリジナルドア

■ 抗ウイルス壁紙■ 抗ウイルス手すり

高いデザイン性と先進の
快適性能を持つ用途に
合わせて選べる個性豊
かなドアシリーズ。

■ 抗ウイルス
フローリング

表面材にＳＩＡＡ（抗ウイル
ス）認証を取得したＥＢ化
粧シートを採用しています。

洗浄の泡で洗う
｢激落ちバブル｣
2種類の泡で、
１回１回お掃除します。

99％以上※ウイルス減少するから
衛生的！
※ウイルス感染価の指標であり、条件により効
果が異なる場合があります。　※「抗ウイルス
階段手すり」の試験結果の詳細については
「大建工業」ホームページをご参照ください。

ワークトップマテリアル《ウルトラセラミックストーン》 蛇口一体型浄水器

水栓

磁器、ガラス、天然水晶など
の高機能素材で作られたセ
ラミック系の新素材。特に、
耐熱性が高く傷つきにくく汚
れにくいので、キッチンカウン
ターとして適した素材です。

クォーツストーンカウンター
天然水晶約90％を使
用した高級人造石。
硬度が高く、表面に
空隙が存在しない
為、傷がつきにくく、汚
れにも強いです。※ウルトラファインバブルとは､1μm（0.001mm）未満の泡の事（ISOで定められた国際標準規

格）で､マイクロバブルよりさらに小さく､非常にすぐれた洗浄力を持っています。

手に擬似汚れ（墨汁で着色し
たヘアワックス）を塗り、洗浄
度合いを比較

いつも、おいしい水を。
水とお湯を使い分け
て無意識なエネル
ギーのムダをカットでき
ます。

ウルトラファインバブル
で洗浄力アップ！ 繊維
の細かい隙間まで洗浄
します！

住友不動産オリジナル
セラミックカウンターキッチン

住友不動産オリジナル
クォーツカウンター洗面化粧台

住友不動産オリジナル ウルトラファイン
バブルバスハイグレードバスルーム

ウルトラファインバブル※

ミスト「ミラブルplus」
節水効果も高く、美容にもお財布
にもうれしい特長があります。

ウルトラファインバブル※浴槽
入浴することで「やさしい肌触り」
「保湿効果」を実現し、汚れも落ち
やすくなります。

ウイルスを不活性化・細菌の繁殖
を抑制する機能を備えています。
壁紙に付着した特定のウイルス減少。
抗菌効果もあるので、より衛生的。日常
のメンテナンスで効果が持続します。
※「抗ウイルス壁紙」の詳細については「リリカ
ラ」ホームページをご参照ください。
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全熱交換型24時間換気システム

ガス温水床暖房（LDK20帖）太陽光発電システム＆エネファーム初期費用0円

室外
0℃

室内
20℃
排気 給気

19℃ 熱交換器

冬―暖房時

0℃の外気を19℃にして室内に供給

都市ガスから電気と
お湯を同時につくる!

発電時にCO 2を
排出しない
クリーンな
エネルギー!

足元からじんわり暖まる、体にやさしい床暖房
※床暖房はリース対象ではございません。

パナソニック製エネファーム

※1 光熱費がトータルでおトクになります。機器費・工事費・リース費は年間光熱費の算出にあたり考慮していません。ご使用状況によっては、安くならない場合があります。※2 エネファーム
サポート制度は、東京ガスまたは東京ガスが指定する販売店が販売したエネファームにつきまして、東京ガス（または東京ガスの取次店）と《エネファームで発電エコぷらん》等の料金メ
ニュー＊で都市ガス需給契約を締結いただき、エネファームを家庭用途でお使いのお客さまに対してご用意するメニューです。〇設備引き渡し後2年間のシステム保証およびその後8年間
の合計10年間、エネファームの対象設備の故障修理等を無償でサポートします。〇システム保証とその後8年間の無償保証サービスでは、保証の対象となる設備が異なります。システム保
証後8年間の無償保証サービスでは、燃料電池ユニット・貯湯ユニット・リモコンのみが保証対象となります。別置きの熱源機、配管設備（暖房・追いだき・給湯・給水）、電源線および信号線
は、対象設備に含まれません。○東京ガス（または東京ガスの取次店）以外と都市ガス需給契約を締結した場合、エネファームサポート制度の提供を終了させていただき、エネファームサ
ポート制度で無償となる故障修理などの費用は、お客さまのご負担となります。但し、別途定額の有償サービス（任意・同等の内容）がございます。エネファームサポート制度の提供開始に
は、承諾（申込）書のご提出が必要です。○エネファームサポート制度が終了した場合の修理・点検は有償となります。○エネファームを長期間継続してご使用になるための点検（設置後約
10年以降に発生）はエネファームサポート制度の対象外となり、有償（目安金額（税抜）は、パナソニック製：継続使用点検約5万円／回・定期点検約10万円／回）となります。この点検は機
種・運転状況により実施時期・回数が異なります。○エネファームサポート制度の対象外となる事項や詳細等については、東京ガスまたは販売店にご確認ください。＊群馬南地区、東彩ガス
地区、東日本ガス地区、日本瓦斯（ニチガス）真岡地区には対象の料金メニューはございません（2021年2月時点）。※3 太陽光発電の発電量は、天候や時間帯による日射量や設置されて
いる太陽電池の容量によって異なります。エネファームは、停電発生時に発電しており、都市ガスが供給状態であることが必要です。○リース契約は原則中途解約ができません。やむを得な
い事情で中途解約する場合のお手続きにつきましては、リース申込書（契約書）をご覧ください。　○画像・イラストはすべてイメージです。○画像・資料提供：東京ガス

光熱費を削減するだけじゃない。
家族の安全のために
万が一の災害に備えた
「安心」「安全」「快適」な
家づくりが大切です。

床暖房でお部屋全体が暖まります

熱伝導
ふく射

自然
対流

床からの「ふく射熱」と「熱伝導」「自然対流」を組み合わせ、その相
乗効果により、床だけでなく部屋全体が暖まり、まるで日だまりのよう
な暖かさ。エネファームと連携で無駄なく省エネ。
※お部屋の暖まり方は「住宅の断熱性能」「温水マットの敷設率」「お客さまのご使用状況」などにより異なります。

従来型 キャンペーン
仕様

水の力だけでも洗浄力
がここまで変わる！

※本体費用は手数料負担ゼロのリース契約

【キャンペーン内容】●北関東事業所 群馬・栃木県内の各モデルハウス限定先着2棟となります。●2021年12月12日（日）までにご契約かつ2022年3月31日（木）までに
着工可能な方。●当社施工エリア内に建築可能な土地をお持ちの方、もしくは購入予定がある方。●ご契約に必要なもの①ご契約金100万円②印鑑③敷地内容がわか
るもの④ご年収がわかるもの●本広告記載の建物総額には以下の内容は含まれません。（解体工事費・外構工事費・地盤改良工事費・空調工事費・浄化槽設置工事
費・屋外給排水工事費・ガス工事費・建築確認申請料・敷地調査料・設計料・諸登記費用・ローン諸費用・火災保険料・他税金および本広告に記載のないもの）●防火
地域、準防火地域、旗状敷地、高低差のある土地、傾斜地、立地条件、プラン等によっては工事費に差額が生じる場合があります。●エリア、立地条件などによっては特
別価格を適用出来ない場合があります。●他のキャンペーンおよび提携割引との併用はできません。●掲載の写真はイメージです。一部オプションが含まれます。

住友不動産の長期メンテナンス体制

※別途条件があります。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。

確かなアフターサービスで
住まい の 安 心 サポート ! !
年 保 証 システ ム年 保 証 システ ム

住
友
不
動
産

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

ご契約からメンテナンスまで 住友不動産お客様センター
お客様からのご連絡窓口を一本化。お住まいの緊急事態、
ご相談など、お客様の声に的確、迅速に対応いたします。

（但し、土・日・祝日、事業所休日及び17：40以降につきましては、受付対応のみとなります）

お施主様専用「お客様センター」
0120-093-155

24時間
365日受付

0120-204-186

業容拡大につき
工務店工務店さ
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詳しくは募集係までお問い合わせください

パートナー設計事務所募集

03-3346-2182お問い合わせはお気軽に

注文住宅事業本部 企画管理部 設計係

0120-314-151

詳しくは募集係までお問い合わせください

業務拡大につき
注文住宅営業注文住宅営業大募集!!


