
SIMPLYHOME 施工写真

予算内で夢を実現



構造材～桧と杉について～

当社が主に使用しております木材は、国産の桧・杉材です。Ｍodern 仕様は土台は桧 柱は杉の105角の国産集成材を

ＦＩＸ仕様は柱105角 国産杉の集成材 土材は栂又は松になります。

ＭＵＫＵ仕様は土台 桧 120角一等品、通柱 杉 120角一等品、管柱 杉 105角一等品を使用しています。

桧の香り・・・

樹木は「フィトンチッド」と呼ばれる微生物の活動を

抑制する作用をもつ化学物質を放っています。

これが深いリラックスをもたらす正体です。

リラックス効果はもちろん、抗菌・防虫・消臭・脱臭

といったさまざまな効果を持っています。

また水にも強く、お風呂などにも使用されます。

桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる

程丈夫な木です。

大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。

その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・

木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。

地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、

木材の中心部はキレイなままです。

米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。

実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織ＬＩＣＣ（リック）が行ったテストの様子です！

そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは

朽ち果てて崩壊してしまっています。

杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの

耐久性に問題はありませんでした。

法隆寺

輸入材のホワイトウッド。

とはいえ、ホワイトウッドという樹種があるわけ

ではなく、北欧で伐採されたトウヒやスプルス

など、色の白い木の総称です。

ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し、

日本の住宅の5割以上、建売住宅では７割程]

柱材として使用されています。

野ざらし３年目 更に1年半後

森林の伐採状況

スギ
ヒノキ

ベイツガ
ホワイトウッド

スギ ヒノキ ベイツガ

ホワイトウッド

実際の住宅は屋根や壁があり、このように

朽ち果てることはないでしょうが、

ホワイトウッド（集成材）と桧・杉（無垢材）

の耐久性には、かなりの差がある

事は確かです。





基礎、構造

基礎幅

150㎜

ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状

になっている基礎のことです。

地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、

地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。

ベタ基礎 Likes仕様は在来工法に構造用合板をプラスした耐震構造です

床

基礎パッキン

屋根

壁

基礎パッキンロング工法とは

基礎の上にパッキンを敷き

その上に土台をのせる工法

です。

メリット その① 全周換気
メリット その② 土台への湿気を遮断

メリット その③ 安全・剛性

メリット その④ ねずみ・シロアリ対策

建物の全周からの床下換気になり、

湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。 基礎パッキンが、基礎コンクリートと土台を

分離するので、コンクリートから土台への

湿気を遮断します。

湿気による土台の腐れや白蟻被害を防ぐことが

できます。

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、

基礎の剛性を保ちます。

基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅の

データーなどでも安全性が確認されています。

小動物が床下へ侵入できませんので、防鼠材の施工が必要なくコストダウン

できます。また、土台がコンクリートに接すると、腐りやすくなりシロアリの

生息しやすい環境になり

ます。

基礎と土台の間にキソパッキンを設置することで、腐る原因を

なくし、シロアリが生息しにくい床下環境をつくります。

砕石

防湿シート

断熱材
ベタ基礎

高さ400㎜
土台

基礎パッキン

フローリング12㎜

構造用合板24㎜

【室内側】【室外側】

石膏ボード

断熱材

構造用合板

透湿防水シート

通気層

通気胴縁

外壁材

地震による換気口の断裂

Ｄ13㎜



10年

（一部保証期間終了）

お引渡し

1年

2年

ライクスホームの検査とアフター保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【㈱日本住宅保証検査機構(JIO)】

2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書

3. 自社発行アフターメンテナンス保証書 短

期

保

長

期

保

証

保証開始

短期保証終了

長期保証終了

保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です

但し、継続して６ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡後10年

以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

保証

お引渡後は不具合がありましたら、担当者がお伺いいたします

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

・建具の不具合

・床下の点検（シロアリチェック）

・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

●アフターサービスのタイムスケジュール





















浴槽カラー 

システムバスルーム アライズ 手 軽 に リ ラ ッ ク ス で き 、 い つ も キ レ イ 。 

も っ と 、 お 風 呂 が 好 き に な る バ ス ル ー ム 。 

エプロンカラー 

HN642 HN663 HN661 HN662 HN651 HN748 HN746 HN747 HN751 HN752 HN481 HN491 

ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ ﾁｪﾘｰ ｳｫｰﾙﾅｯﾄ ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ 組石ﾎﾜｲﾄ 組石ﾍﾞｰｼﾞｭ 組石ｸﾞﾚｰ ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ ｸﾞﾘｼﾞｵｾﾗﾄﾞﾝ ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ 

HN735 HN461 HN194 HN191 HN193 HN983 HN984 HN982 HN952 HN932 HN961 HN971 

ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ ﾎﾞﾃﾁｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ﾎﾞﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ ﾌﾟﾙｼｬﾝﾌﾞﾙｰ ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ 青磁ﾘｰﾌ ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ ｴﾚｶﾞﾝﾄﾓｻﾞｲｸ ｱｸｱﾌﾞﾙｰ ｼﾙｷｰｽﾃｯﾁ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾝ ﾊﾟｽﾃﾙﾄｰﾝ 

HN942 
ｼﾞｭｴﾙﾋﾟﾝｸ 

HN951 
ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ 

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(HT) 

HT531 
ｳｪｰﾌﾞﾎﾜｲﾄ 

HT532 
ｳｪｰﾌﾞﾋﾟﾝｸ 

HT311 
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ 

HT312 
ｸﾘｴﾓｶ 

HT241 
ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ 

HT242 
ｵﾝﾀﾞｶﾞﾀﾗｲﾄ  
ﾍﾟｰﾙ    

HT511 
ｼｬｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ 

ﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ：Lﾊﾟﾈﾙ 

LE701 
ﾎﾜｲﾄ(EB) 

LE301 
ﾎﾜｲﾄ(ﾏｯﾄ) 

NW1 
ﾎﾜｲﾄ 

Y71 
ﾍﾞｰｼﾞｭ 

G94 
ｸﾞﾘｰﾝ 

P91 
ﾋﾟﾝｸ 

N86 
ﾎﾜｲﾄ 

Y71 
ﾍﾞｰｼﾞｭ 

U61 
ｸﾞﾚｰ 

FW1 
ﾎﾜｲﾄ 

N11 
ﾌﾞﾗｯｸ 

床カラー 単色 ＦＲＰ 

□LDA-P1-1A 

UFD-111A KGM-30120S 

NT-225A(1)R-1S/FW1 VDY-8002006R(73)/W CKSB(2)-B-L1160/CH TB-400E-K 

CG合成によるイメージ画像です。 
 

壁パネルカラー アクセント張り  

ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:Lﾊﾟﾈﾙ(鏡面) 

AF878200386-04 

平天井 
(回し縁なし) 
※コーナーパネル
ライト(電球色LED
ランプ60W形) 

平天井 
(回し縁なし) 
※コーナーパネル
ライト(昼光色LED
ランプ60W形) 

□LDA-P1D-1A 

 Bタイプ 

1616サイズ BMDS-1616LBM+H 








