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当社のこだわり木材について

WWE仕様は構造体にオール105角のホワイトウッドを使用 土台は105角栂を使用しております。

FIX仕様は構造体にオール105角の国産杉集成材を使用 土台は105角松を使用しております。

Modern仕様は構造体は杉集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。

MUKU仕様は構造体は桧無垢材 120角、土台は国産桧120角を使用しています。

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

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。



杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。夏はサラッとしている
調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に

湿気を吸収します。そのため合板フローリングのように

ベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。

●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり

極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも

合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。

それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが

床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した

合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない

無垢そのまんま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？

だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸していま

す。

だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も

経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時が経っ

て

古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った

一般的なフローリングの耐用年数は１５～２０年と言われ

使用環境によって表面が剥がれたりする場合もあります。



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㎜



半永久的に効果が持続する ホウ素系防腐防蟻剤

日本での木材保存剤は一般的には農薬の合成殺虫剤です。

その農薬成分は、わずかながら蒸散しつづけ、健康を害す

恐れがあります。また、３～５年で蒸散しつくし、無処理状態

になるので、３～５年毎に再処理が必要で、そのたびに費用

が発生します。

一方、ホウ酸は、蒸散することは無く、建物内の空気を汚し

ません。また、長期間効果を持続させるので、再施工の必要

が全くありません。ただし、ホウ酸は、水に溶けやすいので、

外部で使用することが出来ません。
シロアリ駆除にホウ酸を使用するメリット

ホウ酸のメリットとしては下記の通りです。半永久的に防蟻効果が続く

人を含めた哺乳類にとって安全低コストでシロアリ駆除ができる

シロアリ駆除にホウ酸を使う1つ目のメリットは、防蟻効果が半永久的に続くということです。

ホウ素は薬剤などの有機物でないので、経年による揮発や滅失することはありません。

そのため、一度施工すればそのホウ酸が存在し続ける限り、効果が持続するのです。

ホウ酸の毒性は、腎臓がある生き物なら体内で分解ができます。

そのため、ホウ酸の急性毒性は、食塩と同程度と考えてよいです。

人間を含めた哺乳類には腎臓があるため、

仮に摂取しても短時間で排泄できるため、

ホウ酸は安全な物質と言えます。

アメリカの平均寿命は84年で、日本は30年。

工法や環境が似ているのに、何が違うのでしょうか？

木部にホウ酸をしみこませ、

シロアリの食べられない木に

します。分解・蒸発しないため

に無臭で

効果は半永久的に持続します





10年

定期点検実施（一部保証期間終了）

お引渡し

2年

ライクスホームの㈱日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

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。

保証期間

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。









のポイント

本社 /〒541-0045　 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1
北浜 TNKビル 10 階

TEL 06-6202-7700　 FAX 06-6202-7900
メールアドレス sunrise-ho@sunrise-bg.co.jp
営業拠点 札幌/仙台/関東/横浜/岡崎/大阪/高松/広島/福岡
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他社高耐候 1成分形
変成シリコーン系

SRシールH100

他社高耐候 1成分形
ポリウレタン系

メンテナンスサイクル

色数

接着性

実績

意匠性

耐候性

お問い合わせは下記までご連絡ください。

ファーストクラスのクオリティ！
住まいのロングライフパートナー！SRシールH100

他社に先がけて高耐候品を
開発し、発売いたしました。従
来の変成シリコーン系シーリ
ング材よりも表面耐候性が
格段にすぐれ、屋外で使用さ
れた際の変形・変色・劣化等
の変質が起こりにくく、長期
使用に適しています。 メンテナンスサイクルが長くなってもシー

リング材が汚れてしまっては、その意匠性
が保たれません。SRシール H100は汚れが
付きにくく、外壁の目地をきれいに保つこ
とができます。
SRシール H100は防汚性能にも優れています。特殊高分子ポリマーの使用により、やわらかく復元力があり、接着性能を

長期的に維持します。また応力緩和タイプのため、シーリング材が動きに
合わせて伸縮し、はがれが起きにくい特性を持ちます。

1

2

すぐれた耐候性（期待耐候年数30年）

すぐれた接着性

高耐候シーリング材のため、メン
テナンスサイクルを長く保て、経
済性にすぐれています。特に、高
耐候のサイディングへの切り替
えの際に併用することで、メンテ
ナンスの頻度を減らし、トータル
コストの削減につながります。

3 メンテナンスサイクルの緩和

JIS A 5758
建築用シーリング材
F-12.5E-8020（MS-1）
CE0609001

JSIA F ☆☆☆☆認定品

日本窯業外装材協会（NYG）推奨品

こんなところで使われます。

※環境や使用条件によってメンテナンス時期は
異なりますので、目安として活用してください。 
※品質保証ではなく、補修・交換（有償）時期の目
安として活用してください。 
※定期点検により、経年による補修が必要な部分
が見られた場合は、部分補修してください。

変成シリコーン 一般品

高耐候サイディング

SRシールH100
（高耐候タイプ）

施工 5年 10年 15年 20年 25年 30年

SRシールH100 変成シリコーン一般品
初　期

（25倍拡大）

6000時間経過 2000時間経過

※ サンシャインウェザオメーター（以下サンシャインWOMと略）による
厚膜耐候性試験。200～300時間が実暴露の１年に相当します。

耐候試験後
（25倍拡大）

高耐候タイプ

LM（低モジュラス）型
1成分形変成シリコーン系
建築用シーリング材

レーダーチャート

すぐれた防汚性

※期待耐用年数 30年

※上記レーダーチャートは当社調べより
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●断熱性能：平成 25 年省エネルギー基準
建具とガラスの組み合わせによる開口部の
熱貫流率 3.49W/㎡・K
●気密性能：Ａ-４(２) 等級
●防音性能：等級２   ( 住宅性能表示 )
●耐風圧性能：Ｓ-３(160) 等級
●水密性能：Ｗ-４(35) 等級
●防露性能：結露を軽減

基本性能 使いやすさ・安心

デザイン

カラーバリエーション

一般複層ガラス
2枚のガラスと中空層で

室内の快適な温度を守る

スタンダードタイプ。

断熱性能

中空層の働きで、ガラス面を通り抜けようと

する熱を少なくして、断熱効果を発揮。室内

側ガラス面を冷えにくくするので、ガラス面

の結露も抑制します。

熱貫流率  2.8 W/（㎡・K）

80 日射熱取得率 %

82 可視光透過率 %

40 紫外線カット率 %

※3-16-3の性能値

※算出根拠はカタログを参照してください。

３

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、

日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた

樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。

ハイブリッド構造で

フレーム高性能化

※画像はイメージです。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

熱を通しやすいフレームを小さくし、

ガラス面積を拡大。アンカー式グレチ

ャンを採用することでガラスとフレー

ムを一体化。フレームの極小化とガラ

ス面積の最大化により、優れた断熱性

能を実現しています。

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高め

る「一般複層ガラス」をご用意。

小さな子どもからお年寄りまで、簡単&スムーズに操作できる

ハンドルや把手もご用意しています。

フレームを

スリム化し

ガラス面積最大化

高断熱を追及した

高性能ガラス

１

２

※画像は引違い窓の縦框です。

特許取得済

アンカー式
グレチャン

従来品アルミＰＧ窓

ガラス面積
最大化

*断熱性向上

フレーム
スリム化

*意匠性向上

サーモスＬ

26mm

42mm

一般複層ガラス

アルミスペーサー 樹脂形材

アルミ形材

ブラック（T） オータムブラウン（G） シャイングレー（K） ナチュラルシルバー（D） ホワイト（W）

●外観色
（アルミ色）

●内観色
（樹脂色）

暑さ・寒さに悩まされない、快適な住まいへ

以下相当※

熱貫流率

W/（㎡・K）
3.49

[一般複層ガラス]

※平成25年省エネルギー基準 建具とガラスの組合わせによる開口部の熱貫流率（一般複層ガラス）

サーモスL高断熱窓をはじめ断熱化された住まい

は、部屋ごとの温度差を抑えることが

できます。寒くなりがちなトイレ、廊

下、浴室などとの温度差を少なくすること

は高齢者に起こりやすい冬期のヒート

ショック対策に効果的です。

指はさみ防止構造

開閉をサポートし、家族みんなに使いやすく。 指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。
上げ下げ窓FSは、障子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を

採用。また、ドアは、ピボットヒンジを框の中に隠して吊元側の隙間を小さ

くし、指をはさみにくくしています。

インナーピボット構造

オペレーターハンドル（ユニバーサルタイプ） アシスト把手大型把手

窓に手が届きにくい場所でも、ハンドルを

回転させるだけでラクに開閉できます。

握りやすく操作しやす

い大型把手です。

てこの原理で開けはじめ

の重さを40%軽くします。

テラスドア 採風勝手口ドア FS
（フラットスライド）

単体引違い窓 シャッター付引違い窓 面格子付引違い窓

縦すべり出し窓 T
（カムラッチ）

横すべり出し窓
（カムラッチ）

上げ下げ窓 FS
（フラットスライド）

面格子付上げ下げ窓 FS
（フラットスライド）

内倒し窓

FIX 窓
（外押縁タイプ）

PRPSC0-161020-086i

※イメージ

※画僧はすべてイメージです。

非防火専用 サッシＣタイプ  サーモスＬ〈一般複層ガラス〉

サ
ー
モ
ス
Ｌ





EFX2351□ EFX2352□ EFX2353□ EFX2354□ EF5361(56)□ EF5357□ EF5358□ EF5359□ EF5362□ EFX3253□ EFX3254□

ファータMGサンセット ファータMGオレンジ ファータMGフレッシュ ファータMGピーチ プラムMGバニラホワイトⅡ プラムMGアッシュⅡ プラムMGクリームⅡ プラムMGブラウンⅡ プラムMGセピアⅡ コットMGミルク コットMGボルド

EFX3351□ EFX3352□ EFX3353□ EFX3355□ EFX4051□ EFX4052□ EFX4053□ EFX4054□ EFX4055□ EFX4057□

フォンドMGシュガー フォンドMGリーフ フォンドMGショコラ フォンドMGダーク エアルMGスノー エアルMGトリュフ エアルMGショコラ エアルMGプラチナ エアルMGアッシュグレー エアルMGブラック

EFX3751□ EFX3752□ EFX3754□ EFX3757□ EFX3451□ EFX3452□ EFX3453□ EFX3455□ EFX3457□

プラムMGホワイトⅡ プラムMGアイボリーⅡ プラムMGチャコールⅡ プラムMGブルーⅡ ランダMGラテ ランダMGトリュフ ランダMGパウダー ランダMGプラチナ ランダMGブラック

EF9351□ EF9355□ EF9356□ EF9357□ EFX1651□ EFX1652□ EFX1653□

イデアルＭＧキャメル イデアルＭＧボルドー イデアルＭＧチャコール イデアルＭＧブラウン アプラMGクリーム アプラMGワイン アプラMGキャロット

EFX3951□ EFX3953□ EFX3954□ EFX3151□ EFX3152□ EFX3153□

エメＭＧホワイト エメＭＧブラウン エメＭＧチャコール エアルMGスノー エアルMGラテ エアルMGトリュフ

EF9051□ EF9052□ EF9053□ EF9054□ EFA2851□ EFA2852□ EFA2853□ EFA2854□ EFA2855□

プラムMGホワイトⅡ プラムMGアイボリーⅡ プラムMGアッシュⅡ プラムMGクリームⅡ コンティＭＧホワイト コンティＭＧアッシュ コンティＭＧアイボリー コンティＭＧブラウン コンティＭＧグレー

EFX2951□ EFX2952□ EFX2953□ EFX2954□ EFA2251□ EFA2256F EFA2255□ EFA5351□ EFA5352□

オーグＭＧピュアホワイト パティＭＧホワイト ラフラＭＧクリーム オーグＭＧブラウン スペリオＭＧナチュラル スペリオＭＧウォルナット スペリオＭＧブラック ブリジェＭＧセピア ブリジェＭＧブラック

EFA1951□ EFA1952□ EFA1953□ EFA1954□ EFA5651□ EFA5652□ EFA5653□ EFA5654□ EFX1351□ EFX1352□ EFX1354□

マテレＭＧネイビー マテレＭＧブラック マテレＭＧホワイト マテレＭＧクリアホワイト アイリオＭＧホワイト アイリオＭＧベージュ アイリオＭＧブラウン アイリオＭＧチャコール プラムＭＧホワイト プラムＭＧアイボリー プラムＭＧチャコール

EFA5251□ EFA5252□ EFA5253□ EFA5254□ EFA5451□ EFA5452□ EFA5453□ EFA5454□ EFA4351□

フローMGクリアホワイト フローMGホワイト フローMGクリーム フローMGネイビー ストレムＭＧホワイト ストレムＭＧクリーム ストレムＭＧブラウン ストレムＭＧセピア コンクリートＭＧライトグレー

■シェードブリック調Ｖ

■グレインウッドＶ

■モナビストーンＶ

■レボーストーン調Ｖ

■コルモストーン調Ｖ

■しぶきＶ

■ポメロストーン調Ｖ

■ナチュラルラインＶ ■リーガストーン調Ｖ

■セリオスタイルＶ■キアンカＶ

■ディスタシェイドＶ

■スプリットストーン調Ｖ■マイスターウッド調Ｖ

■コンクリート打ちっ放し１６Ｖ

■コシュカＶ

■ボルブストーン調Ｖ

■シャルムロックＶ

■ミラージュタイルＶ

■ロックラインＶ

■ヴェレウォール調Ｖ ■アフェットＶ

Ｄtype １６ｍｍ金物貼り同質短尺コーナー高級品 仕様
Ｖ（ブイ）シリーズ （防汚機能品） ２０１９年１月現在

●出隅：短尺同質出隅仕様

長さ４５５ミリ

●留め付け：金具施工

2019年2月～
生産一時休止

2019年2月～
生産一時休止



※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。 2018.0８ 

通常サイディングは毎日の紫外線や熱の影響で樹脂
が劣化し、表面の光が失われ、色あせが進行します。 

色あせなどの進行を遅らせる優れた技術で高い耐候
性能を発揮します。 

15SAシリーズ 

一般品 

色あせしにくく、  
美しい。 

燃えにくいだけでなく、 
煙や有毒ガスの発生も 
ありませんから住宅用 
外装材として、安全性に 

優れています。 

安全性に 
優れている 
耐火等級４対応 

ソナートSA 

SNTA5PSBE 
ｿﾅﾍﾞｰｼﾞｭPA 

SNTA5PSMC 
ｿﾅｽﾓｰｸPA 

SNTA5PSWT 
ｿﾅﾎﾜｲﾄPA 

アルディーレSA 

ARA5PRC 
ｱﾙｷｬﾒﾙPA 

ARA5PRJ 
ｱﾙﾍﾞｰｼﾞｭPA 

ARA5PRR 
ｱﾙｸﾞﾚｰPA 

ARA5PRW 
ｱﾙﾎﾜｲﾄPA 

モダンウッドSA 

MWA5PWBK 
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｯｸ2PA 

MWA5PWE 
ｳｯﾃﾞｨﾎﾜｲﾄPA 

MWA5PWJ 
ｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ2PA 

MWA5PWP 
ｳｯﾃﾞｨﾒｰﾌﾟﾙ2PA 

MWA5PWN 
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝPA 

ドゥーナス16SA 

DSA6PDBR 
ﾄﾞｩｰﾅｽﾌﾞﾗｳﾝPA 

DSA6PDCH 
ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸPA 

DSA6PDCW 
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄPA 

DSA6PDGR 
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾞﾚｰ2PA 

DSA6PDWT 
ﾄﾞｩｰﾅｽﾎﾜｲﾄPA 

ニューゼラトレSA 

NJA5PJB 
ｾﾞﾗﾄﾚﾌﾞﾗｳﾝPA 

NJA5PJC 
ｾﾞﾗﾄﾚｷｬﾒﾙPA 

NJA5PJG 
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾞﾚｰPA 

NJA5PJK 
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾘｰﾑﾚｯﾄﾞPA 

トラシナーレタイルSA 

TRA5PTB 
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｳﾝPA 

TRA5PTL 
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｯｸPA 

TRA5PTW 
ﾄﾗｼﾅﾎﾜｲﾄPA 

ルービック16SA 

RKA6PRKL 
ﾙｰﾋﾞｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰPA 

RKA6PRKM 
ﾙｰﾋﾞｯｸﾓｶPA 

RKA6PRKW 
ﾙｰﾋﾞｯｸﾎﾜｲﾄPA 

モザイクストーンロンテSA 

MZA5PBW 
ﾌﾞﾗｳﾝⅡPA 

MZA5PCR 
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄPA 

MZA5PWT 
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄPA 

外壁に雨などの水滴が付くと、汚れと外壁
表面のすき間に水滴が入る親水機能に
よって、北面、日陰、夜間を問わず、セルフ
クリーニング効果を発揮します。 

汚れにくく、落ちやすい。 

15SA 【Ｄタイプ】 



※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。 2018.06 

やまがた割肌タイル16SA 

YGWA66PYB 
YTﾌﾞﾗｳﾝPA 

YGWA66PYC 
YTｷｬﾒﾙPA 

YGWA66PYR 
YTﾚｯﾄﾞPA 

ルミナードロンテSA 

LUA5PCR 
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄPA 

LUA5PDP 
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙPA 

LUA5PWT 
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄPA 

LUA5PQW 
ｱｸｱﾎﾜｲﾄPA 

アーバンストライプ16SA 

ASA6PKB 
ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸPA 

ASA6PKU 
ｶｰｻﾌﾞﾙｰPA 

ASA6PKW 
ｶｰｻﾎﾜｲﾄPA 

ラフィッシュSA 

RUA5PSE1 
ｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭPA 

RUA5PWT1 
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄPA 

リプレSA 

RIPA5PAW 
MSｱｸｱﾎﾜｲﾄPA 

RIPA5PIT 
MSｱｲｽﾎﾜｲﾄPA 

RIPA5PMT 
MSﾐﾝﾄﾎﾜｲﾄPA 

RIPA5PPBK 
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸPA 

ニューグラビーレSA 

NGVA5PGW 
ﾌﾞﾗｳﾝ3PA 

NGVA5PSH 
SPｸﾘｱﾎﾜｲﾄPA 

NGVA5PSI 
SPﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰPA 

NGVA5PSL 
SPﾗｲﾄｿﾌﾄｸﾞﾚｰPA 

NGVA5PSN 
SPﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄPA 

スヴェルトSA 

SLA5PSC 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾁｬｺｰﾙPA 

SLA5PSF 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｯｸ2PA 

SLA5PSGR 
ｽｳﾞｪﾙﾄｸﾞﾚｰPA 

SLA5PSHT 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾎﾜｲﾄPA 

SLA5PSV 
ｽｳﾞｪﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰPA 

SLA5PSM 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ2PA 

エモーネデュオSA 

EMA5PEBG 
ｴﾓｰﾈﾍﾞｰｼﾞｭPA 

EMA5PECO 
ｴﾓｰﾈｺｺｱPA 

EMA5PEMR 
ｴﾓｰﾈﾏﾛﾝPA 

EMA5PEOR 
ｴﾓｰﾈｵﾚﾝｼﾞPA 

15SA 【Ｄタイプ】 

2018.11月仕様変更 





















天井以外の壁4面を機能性デザイン壁紙など約1000種類から標準にてお選び頂けます。


