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軸は強く、しなやかに

光と風と共に住う

安全、快適、空を届けるために

家の基本性能を徹底的にこだわりました
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制震ダンパーとは、地震の被害を抑えるために建

物に組み込む制震装置のこと。地震の揺れを最大

80%軽減し、その力をほかの力に変えて、構造

部分の損傷を防ぎます。住宅の地震対策には、

「耐震」と「制震」があります。耐震とは、柱・梁

と面材を金物で固定することによって強度を高め、

揺れに耐え建物の倒壊を防ぐこと。住まう人の安

全だけでなく住宅の価値を守るために、地震の揺

れに耐える「耐震」と揺れを吸収する「制震」を組み

合わせた家づくりを目指しています。

構
　
　
造

「耐震＋制震」

素材から仕様まで考え抜いた工法を採用

「solae（ソラエ）」では、長期優良住宅の認定項

目のひとつである地震対策として、耐震等級最

高ランク３等級を標準としています。耐震等級は

1～3まであり、最高ランクの3は阪神淡路大震

災の1.5倍の地震でも倒壊しない耐震性を有する

というもの。私たちは、ご家族の安全な暮らし

と、財産を守る住空間づくりを目指しています。

（住宅性能評価、耐震等級3を取得する場合、

申請料等は別途費用がかかります）

耐震等級最高ランク３

制震ダンパーを導入

木造にこだわる理由はたくさんあります。木の持

つ香りの良さ、暖かさ、肌触り、強さ、調湿機能

なども日本の風土に最適です。日本には四季があ

り、湿度が一定でなく、平均的な木造住宅は1年

間にドラム缶2本分もの水分を吸放湿するといわ

れています。木造住宅は湿度が高くなると、余分

な湿気を吸い込みサラサラ感をもたらす吸湿能力

を、湿度が低くなるとため込んでおいた湿気を放

出し潤い感をもたらす放湿能力を発揮。木は湿度

を調節してくれるので、湿度の高い日本の自然環

境にぴったりです。

日本の気候にあった木造建築物

地震や台風はさまざまな方向からの力で建物に影

響を及ぼします。時には床をねじるような水平面

の力がかかることもあり、建物が倒壊する恐れも。

剛床工法は水平剛性を高め、地震や台風時に受

ける床面の横揺れやねじれを抑える効果がありま

す。24ｍｍの構造用合板を直接梁や大引きにう

ちつけて一体化することにより、外部からの力を

分散させることにより、大きな力に対応すること

ができます。

一般的な従来工法の3倍の強度を誇る「剛床構造」

床合板
12mm

根太

火打梁

湿気が多い時

湿気を取り込む

従来の床構造 剛床構造

空気が乾燥している時

湿気を吐き出す

アルミ板

外鋼管（鋼材）

カバー

内鋼管（鋼材）

アルミ板

外鋼管
（鋼材）

内鋼管（鋼材）

エネルギー
吸収体

（金属流動）
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HSS金物工法（画像提供：株式会社ストローグ）

ほぞをほぞ穴に差し込む伝統の工

法に、構造用金物をプラスするこ

とで、耐震性や耐久性が高まりま

した。土台と柱、柱と梁、筋交

いなどの木材接合部を構造金物

で取り付け、必要な耐力を確保。

また、土台から軒まで継ぎ目のな

い通し柱は、先端を細くした梁を

組み合わせることから、木材の欠

損部分が大きくなり地震時の倒

壊が心配されていました。そうし

た弱点を改善するため、通し柱に

HSS金物工法（ストローグ社製）

を採用。木材を削り取る部分を

最小限に抑えることで断面欠損を

小さくし、柱や梁の接合部のずれ

が小さくなり、しっかりと軸組を

固定できます。

構造用金物で接合部を強固に

床合板
24mm
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紫外線 76%カット

日射熱 50%以上カット

樹脂製フレーム

樹脂スペーサー

交換可能な気密材

Low-E複層ガラス

アルゴンガス封入

高い外皮性能と高気密により断熱性を発揮

冬暖か、夏涼しい省エネルギー住宅

寒い冬や暑い夏はもちろん、四季を通じて心地

よい家に住めるよう、優れた断熱性能で外気温

の影響を受けにくい快適な室内環境を実現。

1年を通じて一定の室内温度・湿度を保ち、住

まいの寿命を延ばします。省エネの観点からも

冷暖房費の削減になります。

防音面で最も弱点になってしまうのが

窓。「solae（ソラエ）」のサッシは約

80db（デシベル）の騒音を約40dbに

低減する遮音性を確保しました。これ

は交差点の騒音が静かな公園レベルま

でになるという遮音性です。住宅性能

表示制度の音環境については、最高等

級3（JIS遮音等級T-2以上）を実現しま

した。暮らしの中でストレスとなる外部

からの音の侵入を防ぎ、内部の音が外

に漏れない工夫をしています。

40db80db

出展：（社）サッシ協会「わかりやすいサッシ・ドアの性能」

静かな公園

郊外深夜

静かな事務所

デパートの中

街頭騒音

街頭騒音
交差点

新幹線
飛行場周辺

騒音感覚騒音環境騒音レベル
db（A）

80

70

60

50

40

30

90

日常生活で
望ましい範囲

うるさい

きわめて
うるさい

静か

窓の遮音性能
快適な住環境を保つためには気密

性が求められます。住宅の気密性

を表す数値に「C値」があります。

「C値」は建物の延床面積に対する

隙間面積の割合で、この値が小さ

いほど気密性が高いことを意味しま

す。「solae（ソラエ）」の高気密構造

は、国の定めた次世代省エネルギー

基準をはるかに上回る0.8 ㎠ /㎡

以下（平均実測値）を実現します。

快適な空気を逃さない高気密構造

※防火基準によるサッシ等の仕様の違い、また、吹抜けや勾配天井の
　採用などにより、数値が若干異なる場合があります。

家の表面部分の断熱性を表す数値

に「UA値」があります。「solae（ソ

ラエ）」のUA値は、平均0.48を取

得できるよう設計しています。

断熱性能と省エネ性

冬の窓辺の表面温度 / 結露比較

気密性能

「建築物省エネ法」、「Z E H」、

「solae（ソラエ）」における外皮性能

の外皮平均熱貫流率（UA値）の一

覧表です。

外皮平均熱貫流率

グレード／地域区分 5
① 建築物省エネ法 0.87
② ZEH 0.60
③ solae（ソラエ） 0.48

UA値 [W/(㎡・K)]

断
熱
・
遮
音
性
能
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Low-E 複層ガラスを使用した高断熱樹脂サッ

シで結露を抑制します。

夏期は、太陽光や紫外線の侵入を防ぎ、

冷房効果を高めます。冬期は暖房で暖めた

空気を逃がしません。

Low-E 複層ガラス

樹脂素材はアルミの約1,000分の1の熱伝導

率。冬でも外気の影響受けにくく、結露の発

生を抑制します。

樹脂製フレーム

スペーサーを樹脂製にすることで断熱性が向

上し、端部の結露を抑制します。

樹脂スペーサー

熱が伝わりにくい樹脂サッシ

[ 温度条件 ]  〈試験画像〉室外温度0℃／室内温度24℃　〈結露画像〉室外温度0℃／室内温度20℃／相対湿度60％　※結露の発生は窓の性能だけではなく、住まいや他の自然環境にも影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

次世代省エネ基準 solae（ソラエ）

外皮性能の比較

0.48

solae（ソラエ）ZEH

0.60

0.87

性能等級4

「solae（ソラエ）」は、
性能等級4

（平成25年基準相当）を
はるかに上回ります。

5.0

0.8

C値（平均実測値）
0.8㎠ /㎡
以下※

アルミサッシ
（複層ガラス）

ガラス中央部の表面温度 16℃
9℃下框の表面温度

サッシの遮音性

ガラスにも
フレームにも結露が
発生し、水滴が
流れています

T E C H N I C A L  B O O K

樹脂サッシ
（複層ガラス）

ガラス中央部の表面温度 21℃
20℃下框の表面温度

ガラスにも
フレームにも結露は
みられません
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基礎配筋の断面図

表層改良工法 柱状改良工法 鋼管杭打設工法

基
　
　
礎
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ベタ基礎

配筋状況  防湿シート敷き

住居にとって何より大切なのは、

住まう人が安心して暮らせるとい

うこと。その足元を支える基礎

は、「鉄筋の太さと使用する本数」

「コンクリートの厚みと性能」など

によって、地震や台風などの災害

に耐えられるかどうかが決まりま

す。「solae（ソラエ）」は、基礎の

立ち上がり部分だけでなく、建物

下の地盤全体に鉄筋を配筋し、

コンクリートを流し込み、建物の

荷重を底盤全体で受け止めるベ

タ基 礎を採 用。一 般 的には

120mmとされている建物と土台

を繋ぐ基礎の立上げ幅を150ｍ

ｍとし、コンクリートの耐久設計

基準強度「18N/mm」の強固なコ

ンクリートを使用することで、大

規模補修不要予定期間がおおよ

そ30年とされる建物の荷重に対

する耐久性を確保しました。

建物の加重を全体で支えるベタ基礎工法

軟弱地盤にはその地盤に合わせた地盤改良をご提案

どんなに耐久性や耐震性に優れた基礎構造でも、地盤がしっか

りしていなければ、その効果は得られません。「solae（ソラエ）」

の家づくりは建設予定地の入念な地盤調査からスタート。ス

ウェーデン式サウンディング試験または、地盤が固く締まってい

るかどうかが分かる音波による地盤調査を行っています。これら

の調査により、敷地の地耐力や支持地盤の位置を明確にし、敷

地の特性に最もマッチする地盤補強工事を施工します。

地盤調査状況 柱状改良

すべての住まいに正確な地盤調査と適切な地盤補強

鋼管杭打設工法は、軟弱地盤が厚く、

支持層が柱状改良工法では改良不可能

な深さにある場合に、支持層（硬い地盤）

まで鋼管抗を貫入させて、住宅の荷重を

支える工法です。

柱状改良工法は、セメント系固化剤をス

ラリー状にして、原地盤に注入しなが攪

拌（かくはん）し、原地盤の土を柱状に固

化させ、地盤強化を図る工法です。

表層改良工法は、軟弱地盤の土にセメン

ト系固化剤を注入・攪拌（かくはん）し、

固化させることで、地盤の耐力を強めて、

不同沈下を防ぐ工法です。

支持層

軟弱地盤

基　　礎

表層改良地盤

支持層

基　　礎

中間層

軟弱
地盤 改良体

支持層

基　　礎

中間層

軟弱
地盤 鋼管杭

T E C H N I C A L  B O O K

防湿シート

底盤厚さ
150mm以上

底盤はGLより
50mm高く

根入れ深さ
250mm以上

GLから
400mm以上

立上り厚さ
150mm

GL

捨てコン
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P07 P08
solae テクニカルブック （全20P）



1 2 3

火災保険料 地震保険料

省令準耐火構造のメリット

一般木造住宅（非耐火）火災保険料 一般木造住宅 地震保険料
例）広島県  保険金額2,500万円10年 例）広島県  保険金額1,250万円5年

約380,000円 約53,000円

「solae」火災保険料 「solae」地震保険料
約150,000円 約32,000円

大切な家族が住まうに相応しい安心仕様を実現

すべく、主要構造部の延焼を防ぐため住宅金

融支援機構が認定する基準に適合した「省令準

耐火構造」を標準仕様としています。屋内の

壁・天井には、火災時に水蒸気を発散させ約

15分以上の耐火性能がある石膏ボードなどの

省令準耐火構造により火災保険料・地震保険料が約半額

準不燃材を採用。屋外は、隣家の火災からの

延焼を約30分以上耐火する不燃材料に認定さ

れた外壁材や屋根材を採用。地震や台風だけ

ではなく、火災にも強い住まいを実現していま

す。この省令準耐火仕様の建物は、火災保険

料や地震保険料が約半額になります。

火災発生時に避難や
消火の時間を稼ぐ

火災保険料が
約半額になる

地震保険料が
約半額になる

省令準耐火構造

「省令準耐火構造」の住宅とは建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造です。

・下記のいずれかに該当する建物
コンクリート造建物、コンクリートブロック造建物、
レンガ造建物、石造建物、
鉄骨造建物（外壁は問わない）

・耐火建築物
・準耐火建築物

・省令準耐火建物

・下記の「共同住宅」
コンクリート造建物、コンクリートブロック造建物、
レンガ造建物、石造建物

・耐火建築物の「共同住宅」

該当する建物の種類構造区分 耐火性 保険料

・M構造およびT構造に該当しない建物
木造建物、土蔵造建物、その他

M 構 造
高い

低い 高い

安い

T 構 造

H 構 造

耐火性能の区分

不燃性素材

石膏ボード

火の動き

壁の空気

※イメージ
省令準耐火構造の採用により、安全・安心な住まいの確保とともに

火災・地震保険料が約半額になります。

約150,000円

約380,000円

約230,000円もお得！

約32,000円

約53,000円

約21,000円もお得！

防
火
性
能
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日本には四季があり、１年を通じて気温・湿度

の変動が大きい極めて厳しい環境といえます。

住まいを長持ちさせるためには、壁の内側に湿

気が入りにくい工夫や、壁体内での結露対策が

必要です。結露はカビやダニを発生させ、木を

腐らせ、建物の傷みやご家族のアレルギーの原

因になります。それだけではなく、結露による

腐朽が原因で、地震や台風に対して本来の力が

建物全体の湿気対策

防蟻処理

建物の高い耐久性を確保するためには、外壁や屋根、パラペット、

屋上の通気対策も大切です。湿気を含んだ暖められた空気は、

通気層を通って外気に排出され、土台から入ってくる新鮮な空気

と入れ替わります。また、屋根にも通気層を設け、壁からの通

気や軒先まわりから外気を取り入れ、換気棟から湿気や熱をス

屋根・バルコニー・屋上部の通気について

小屋裏の熱や湿気をスムーズに排出湿気の滞留を許さない外壁通気工法を採用

防蟻処理状況

GLから1ｍの範囲で構造耐力上、柱や筋交い、土台といった主

要な部分に対し、防蟻剤を現場で吹付けます。

基礎パッキンを敷いて通気性を確保

基礎通気パッキン工法

基礎パッキンを基礎部分と土台の間に挟み込む床下換気工法を

採用。建物の周囲に通気口ができて全体に風が通るため、土台

の腐食を抑え、耐久性の低下を防止。シロアリを寄せ付けにくい

環境を保つため、基礎内部に湿気がたまることを防ぎ、土台を

守ります。

発揮できず、大惨事を招きかねません。「solae

（ソラエ）」は、外壁に通気層を設けています。

壁体内に発生した水や湿気はこの通気層を通っ

て外部へ排出され、水や湿気から建物を守り高

い耐久性を発揮。また、外壁だけではなく、屋

根部分、屋上部分、床下部分に至るすべての箇

所で、通気工法を採用するなど、壁体内の湿

気対策は万全です。

パラペット換気 屋上ルーバルコニー断面イメージ屋根通気

イメージ図

空気の流れ

下地合板

金属防水

断熱材

通気層

通気金物通気層

室　内

屋根

外
壁

外
壁

ムーズに自然排出。フラット屋根やルーフバルコニーなどの換気

は、換気フードやパラペット換気など、プランごとに最適な方法

で対応しています。金属防水の下に通気層を設けて湿気や空気

を排出し、建物の延命を行っています。耐

久

性

05
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室内からは指で簡単に開け閉めできる補助鍵を

装備。室外からは補助鍵を確認することが難し

いため、窓ガラスを割ってクレセントを回し侵入

しようとしても、窓は開きません。侵入するには

補助鍵を開錠し、時間をかけて防犯ガラスを割

る必要があるため、空き巣は侵入をあきらめます。

防
犯
性
能

06

空き巣が狙いにくい守られた住宅

防犯対策に配慮した設計

窓ガラス

１Fの開口部は全て防犯ガラスを採用（人が侵入

できない小窓を除く）。外観は一般のガラスと全

く変わりませんが、ガラスの破壊に時間がかか

るため、ガラス破りによる侵入を困難にします。

さらに防犯シールを貼ることにより、侵入者に

防犯仕様であることを分からせて、侵入を諦め

させる効果も。防犯だけでなく、防災の面でも

万が一の破損時にガラスの飛散を最小に抑える

ことができます。

窓回りのカギの工夫 

鍵をかけたつもりなのにかかっていない状況を防

ぐため、空かけ防止クレセントを標準採用。障

子が完全に閉まっていない状態では、施錠でき

ない仕組みになっています。“閉じたつもり”の防

止に効果的です。

一般的に侵入者の70％以上は5分以内に侵入で

きないと犯行をあきらめるといわれています。警

視庁の調べでは、戸建て住宅の侵入手口の6割

以上が窓ガラスを割るなど、窓の鍵（クレセント）

を回しての侵入です。「solae（ソラエ）」では、窓

やドアの防犯対策を施し、宅内に侵入されにくい

工夫をしています。

防犯に優れた窓

目隠しフェンスの配慮

目隠しフェンスは空き巣

に隠れるチャンスを与え

てしまいます。完全に

目隠しできるフェンスで

はなく、気配は感じら

れるものの、目隠しに

なるフェンスを設置する

ことも推奨しています。

水道や電気メーターの配慮

敷地奥に電気や水道のメーターがある場合、検針員が敷地内に

入らなければ検針ができません。検針を装った空き巣の侵入リス

クも高くなるため、水道や電気メーターなどを敷地奥に設置しな

い配慮をしています。

防犯砂利じき

空き巣は正面より敷地奥からの侵入が圧倒的に多く、建物の周

りをコンクリートで固めてしまうと、無音のまま侵入を許してしま

います。周囲に防犯砂利を敷き詰める工夫を施し、音で空き巣

の侵入を防ぎます。

その他防犯の工夫

補助鍵付き

空かけ防止クレセント

ガラス別破壊試験比較

防犯合わせガラス 網入ガラス 単板ガラス

防犯合わせガラス 網入ガラス 単板ガラス

ショットバッグによる破壊

ハンマーによる破壊

破片が飛散しにくいので、
震災時などの被害の拡大
を抑えます。

障子が完全に閉まっていない状態では、
施錠できません。無締まりに効果的です。

補助錠
室内からは指で簡単に施解錠できる補
助錠を装備。防犯性能を高めています。

貫通口が開きますが、破片
が飛散しにくく、震災時など
の被害の拡大を抑えます。

とがった破片が飛散するの
で、注意が必要です。

障子を閉めるとクレセント受けでトリ
ガーが押され、施錠可能となります。

トリガーがフリーだとクレセン
トは回転しません。解除時

面格子 ※オプションです

面格子を取り付けることによって、防犯対策をしっかり施してい

る家だと空き巣や泥棒にアピールすることができ、犯罪への抑止

効果が働きます。侵入にかかる時間は確実に長くなります。

サムターン回し被害対策

玄関ドアのサムターン回し対策として、脱着式のサムターンを採

用。ドアを施錠後、サムターン部分を取り外せるので、サムター

ン回しを防ぐことができます。サムターン返しを取り外したまま

でも鍵を解施錠できるよう、電子錠を標準採用。YKKAPの玄

関ドアはサムターン回しに加え、2つの鍵を取り付けた「1ドア2

ロック」、バールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い

抵抗力を発揮する「鎌錠」を併用しています。
扉をしめたまま
通風することが
可能です。

通風窓 ※オプションです

鍵を閉めた状態で窓を開け

られる通風勝手口なら、通

風と防犯を両立することが

できます。
レバーを
押して カンタンに

外せます！

サムターンが
ない！

センサーライトの配置

人や車など、動くものに反応して点灯する人感センサー付きのラ

イトは、防犯効果が高いのがメリット。ポーチ部分には人感セン

サー付きライトを装備（オプション）できます。

カラーテレビドアホン

住宅侵入被害の70％が不在時を狙った空き巣です。カラーモニ

ター付きのインターホンは、訪問者の動画撮影を自動的に行い

ます。訪問者は録画

されていることが分か

るので、近づきにくく

なります。

カメラ付玄関子機 モニター付親機

不在を印象付けない工夫

シャッターを閉めてしまうと、周囲に不在を印象付けてしまいま

す。割られにくい窓ガラス（防犯窓）を採用することで、シャッ

ターを閉めずに安心して外出できる工夫をしています。

※シャッターはオプションです

空かけ防止クレセント 補助錠

T E C H N I C A L  B O O K
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換気システム

部屋にいると頭痛がする、めまいがする、セキが出る、目がチ

カチカするなどの症状に悩む人が増えています。これらは、住

宅の高気密化に加え、建材・内装材等に含まれる化学物質が

湿度が上がると
自動的に排出

第三種換気（自然給気／機械排気）パイプフードファン

湿気がこもりやすい洗面所で湿気を放置すると、カビやダニの発生につながります。

「solae（ソラエ）」は、カビやダニの発生を防ぐために、洗面所に湿度学習機能搭載

の換気扇を装備できます。お風呂上りなどの湿度の急激な変化に対応し、風量を強

くするなど、自動的に変更します。

屋上に上がる階段部分は、外気温の影響を受

けて熱気がこもりやすくなっています。設定

温度になったら自動的に強風にして熱を排出

してくれる換気扇は、階段内部の温度上昇を

やわらげる効果があります。

湿度学習機能でカビ抑制

健康的な室内環境を保つための、
24時間換気システムを搭載

温度・風量を細かく設定

屋上防水 0807

湿気対策にもスマートな換気システム

シックハウス症候群の原因として知られるホルム

アルデヒドやアセトアルデヒド、揮発性有機化合

物（VOC）の放散量が少ない内装材（4スター）を

厳選して使用しています。

24時間換気システムを標準装備。2時間に1回

の割合で家中の空気をむらなく交換します。良

好な屋内空気環境を保つために、機械排気を重

視するとともに電気代まで考慮された低消費電力

の換気を標準搭載。ダクトレスの壁付け型の換

気扇が標準ですので、お掃除もお手軽です。

化学物質放散量の少ない部材

家は地震などからご家族を守るだけでなく、健康に暮らせる

場所でありたい。「solae（ソラエ）」では、健康に配慮した素材や、

空気環境をきれいに保つ仕組みを取り入れています。

「solae（ソラエ）」の特徴の一つである屋上庭園

屋上を実現するためには技術的側面が絶対条件です。

考え抜かれた技術をご紹介します。

気持ちよく暮らせる工夫気持ちよく暮らせる工夫

発散区分

F ★

使用不可

使用不可

面積制限なし0.7回/時以上

使用面積の制限
（居室の換気回数）

面積制限なし

F ★★

床面積の
0.8倍以内

床面積の
0.3倍以内

F ★★★

床面積の
5倍以内

床面積の
2倍以内

0.7回/時未満

～

0.5回/時以上

F ★★★★

給気口 排気ファン

室 内

長年の実績を持つ金属防水を採用しています。金属防水とは、平
成15年～ 22年の8年間だけでも計93,950棟の施工実績を誇る工
法です。35年間、仕様の問題による水漏れはなく、保険会社から
も信頼されています。2010年に発売して8,000世帯以上の実績
（2018年6月時点）。

金属防水は、床と防水本体が分かれているため、地震などの大きな
揺れが起きた際に、防水本体が床に追随しないので、安心です。
万が一、水が浸入しても3段階で水を受け止める3層構造を採用。
また、最後の砦となるジョイントスペースは、水下から重ねられてい
るため、漏水を起こしません。

安心1「耐震性」

耐食性に優れたガルバリウム合板をベースメタルとして採用していま
す。金属と聞くと気になるのが酸性雨や潮風などによる塩害です
が、「salae（ソラエ）」の金属防水は、表面にポリウレタン樹脂塗料
を塗装することで、直接金属が塩害にさらされることがないよう加
工。また、紫外線劣化が心配な塗装面に屋上庭園を施工するため、
直接紫外線が当たるのを長期に渡り防いでくれます。（一部の塩害
対策は別料金です）尚且つ、側溝を露出させないことで意匠性も高
く、枯葉やゴミによる詰まりを防ぎ、目詰まりを防ぎます。

安心2「耐食性」

金属防水本体の性能がどんなに良くても、屋根としての機能を果た
すには、降雨に対する排水処理能力が必要です。金属防水では、
最大降雨量に耐えられる排水処理能力を計算し、排水ドレンの数と
大きさに反映させています。

安心3「排水性能」

壁の一部が開けられるようになっているので、除雪の時は取り外し
て利用できます。また、防水がしっかりしているから少ない雪なら
融雪ホースでらくらく消雪できます。※多雪地域のみ

安心4「降雪対策」

大切な住宅を守るため、金属防水の保証を10年担保します。

安心5「10年保証」

10年ごとに保証の延長が可能です。そのため防水10年保証期限の
3ヶ月前に資料を郵送します。防水10年保証の延長を希望される
場合、届いた資料に必要事項をご記入の上、ご返信下さい。

安心6「防水10年保証延長制度」

屋上金属防水は35年の実績を持つ安心工法

雨水が浸入しても、排水経路を通って
外部に排出される機構となっている。

1時間に240mmの
雨量でも漏水しなかった
ことが、（財）建材試験センターの
試験で確認されている。

ジョイント部分

金属板

建物本体

木造の特徴であ
る「揺れ・たわみ」
に影響されない
独立した構造

【金属防水】

※オプションになります

放散することに起因する健康影響で「シックハウス症候群」と呼

ばれています。
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住宅設備24時間駆けつけサービスを標準採用。

通常1～ 2年程で保証は切れてしまいますが、

標準を5年間に設定しています。住宅設備関係

の不具合は生活に大きな支障をきたしてしまうも

の。被害を最小限に留めることができるので安

心です。

保証内容

24時間緊急対応サービス 提携メンテナンス会社が24時間受付、応急修理を行います。

※写真はイメージです。

水まわりのトラブルサービス

住宅設備24時間駆けつけサービス

維持保全・メンテナンス性能 住宅保証サービス
気持ちよく暮らせる工夫気持ちよく暮らせる工夫

1009
住宅設備の故障は、生活に最も支障をきたしてしまいます。

そのため当社では、メーカー保証期間を過ぎた後も

5年間の保証サービスを実施しています。

お引渡し後の住まいに安心の保証と

保険をお付けしています。

ガラス交換・修理サービス

カギのトラブルサービス

テレビドアホン温水洗浄トイレ洗面化粧台

24時間緊急出動サービス

システムバス

5年間

【ビルトイン機器】
①浴室換気乾燥機
②浴室テレビ
③操作パネル
※ただし引渡時に設置済みの機器に限ります。

エコキュート
ガス給湯器

システムキッチン
対 象 機 器 保 証 期 間

【ビルトイン機器】
①ＩＨクッキングヒーター
　またはガスコンロ
②レンジフード
③ビルトイン食器洗い乾燥機
※ただし引渡時に設置済みの機器に限ります。

標準仕様

5年保証 24時間出動サービス保証期間5年
メーカー保証1～2年

万が一の地盤沈下によって建物に損害が及んだ場合の備えとし

て、大手損害保険会社の保険により賠償資金の確保と地盤保証

をお約束します。

建物だけでなく、着工前に地盤調査を行い、建築に適した強度

を地盤が有しているか、確認を必ず実施します。強度が不足して

いる場合は、基礎補強工事や地盤改良工事（別途費用）を行い、

建築に適切な地盤強度を確保します。お引き渡し後10年間は、

地盤保証制度

国土交通省の発表している規定に従い土台はヒノ

キ材を使用。木材への薬剤散布を含め、シロアリ

が嫌う環境を実現しています。万が一、シロアリ

が発生して被害が出た場合には、補償約款に基づ

き補償されます。

私たち事業者は、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けら

れています。万が一、事業者が倒産した後に瑕疵（欠陥）が見つかった場合、

保険金や保証金で修理費用をカバーするためです。国土交通大臣指定の保険

法人が提供する「新築住宅の保険」を利用した住宅は、お引き渡し後10年以内

に瑕疵があった場合、補修を行った事業者に保険金が支払われます。

5年シロアリメンテナンス補償 住宅瑕疵担保責任保険

メンテナンスについて

メンテナンスの標準をあえて公開。それに準じたメンテナンス資

金計画をお勧めしています。

大切な建物に永くお住まいいただくためには、適度なメンテナン

スが必要です。長期にわたったお客様とのお付き合いを前提に、

門扉、フェンス、ブロック改修

コンセント（状況に応じて交換）

電話端子盤（MDF盤、IDF盤）

増幅器（ブースター等）

テレビアンテナ・外部ケーブル

屋外照明器具

屋内照明器具

電気温水器(部品交換・買い替え）

水栓器具（パッキン）状況に応じて

屋外排水管改修

屋外給水管改修

屋内排水管改修（水漏れは直ちに補修）

屋内給水管改修（水漏れは直ちに補修）

クロス張替え

サッシ、玄関ドア（状況に応じて交換）

壁目地・窓・外部フード  シーリング

バルコニー床防水（金属）

屋上防水（金属）

外壁サイディング（洗浄・塗装）

屋根（塗装）

屋根（金属板）葺き替え

足場組立 ● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

●

●

●

仮設工事

修繕箇所
　点検修繕周期の目安

1～5 5～10 10～15 15～20 20～25 25～30
　（築年数：年）

仮設

建
築

設
備
工
事

電
気
工
事

情報通信設備

電気設備

外構工事

外壁工事

防水工事

その他工事

給排水設備工事

照明設備改修

テレビ受信設備改修
※修理費用は、ご自宅にて提携メンテナンス会社と直接ご精算いただきます。

キッチン・お風呂・トイレ等の詰まり、水漏れ等、水まわりの
各種トラブルに対して出張修理を行います。
駆けつけ・一次対応※は無料です。

お住まいのガラス、窓ガラスの各種トラブルに対して
ガラス交換・入れ替え作業を行います。

※特注品等は保証対象外となっておりますので、ご自宅にて提携メンテナンス会社とご精算いただきます。

駆けつけ・一次対応※は無料です。

お住まいの各種カギのトラブルに対してカギの解錠・修理に出張します。
24時間受付します。ご利用はすべて有償となります。
※サービス対象は開錠・破錠となり、部品交換の部品代および作業料は有償となります。
　また防犯性の高い特殊錠は対応できない場合があります。

■※「駆けつけ・一次対応」とは…
　　専門会社スタッフ1名による特殊工具・特殊部品を必要としない、30分以内の簡易の作業のことをいいます。また、不具合内容によっては、30分以上の作業が必要な場合や、
　　後日改めて作業を要する場合がございますので、ご了承ください。その際は、別途、出張作業費・部本交換代が発生します。
■サービス提供会社／本サービスは、日本リビング保証株式会社の提携メンテナンス会社が提供します。
■サービス対象外のトラブルについて／本サービス対象外の場合（たとえば躯体トラブルや屋根の雨漏りなど）は施工会社へご連絡いただきますようよろしくお願いします。
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