


地面の揺れ

負荷が小さい

地面の揺れ

揺れが小さい

建物の重心を低く建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を
軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることがで
きます。

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を
軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることが
できます。

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

耐震性
地震の揺れを小さくする。
屋根材「コロニアルクァッド」は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

屋根材別[重さ]比較（kg/坪）-屋根材本体の重量

陶器瓦

約180kg

洋瓦

約160kg

厚型平瓦 コロニアルクァッド

約140kg

約68 kg

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、

住まいの耐震化は非常に重要な課題。

一般的に建物の揺れを軽減するは、

建物の重量を軽く、重心を低くすることが

有効とされています。コロニアルクァッドは、

重量が陶器平板瓦の約１/２の「軽い屋

根」。万一の地震にも暮らしの安心を守り

ます。

耐風性能
台風に強い。

全数釘止め工法で、 強風でのズレや飛散を防ぎます

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、

強風による飛散が防止できます。

その形状や釘穴位置など、コロニアルクァッドは耐風性を充分に考慮した設計。

風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で

固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

優れた防水設計で、 大雨の際も漏水を抑えます。

コロニアルクァッドは屋根材プラス下葺材の２段階の防水設計を採用。

屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも

下地の防水シートによって防止します。

耐風試験(メーカー社内試験)

防水性

大雨からもしっかりガード。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、

優れた防水性を確保しています。

防水試験(メーカー社内試験)

KMEWがご提案する「軽い屋根」

http://www.kmew.co.jp/
　　shouhin/roof/karuiyane/

軽い屋根による減震効果。そのメ
カニズムや施工例などを紹介したホ
ームページを開設しています。

KMEWがご提案する「軽い屋根」

http://www.kmew.co.jp/
       shouhin/roof/karuiyane/

軽い屋根による減震効果。そのメ
カニズムや施工例などを紹介したホ
ームページを開設しています。

地震に強い屋根

製造・資料提供：ケイミュー株式会社2017年2月212C

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。



ナノ親水マイクロガードの特長 ＭＧ無し



「セルフッ素コートｐｌｕｓ」の機能 

防汚機能 

汚れにくい。 
親水性によるセルフクリーニング機能 

セルフッ素コートで採用の超耐侯性塗料用 

フッ素樹脂「ルミフロン」の採用実績 

写真提供：ANA 

セルフッ素コートは、外壁材がその美しさを長く保つため、AGC旭硝子が開発した超
耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反
応防止剤などを配合した水系の塗料です。 
発売から32年、そのクオリティの高さは大きな信頼と２０万件以上の実績を築きあ
げてきました。 

耐侯性塗料 

色あせにくい。 

もっと美しく機能的な外壁へ 

ANA航空機 

● 明石海峡大橋 

● ランドマークタワー 

P201604026 

【促進耐候性試験結果】 

独自の塗料は、優れた耐候性を実現 
太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線や熱は 

手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。AT-WALLガーディナルに使用されている 

「セルフッ素コートｐｌｕｓ」は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGC旭硝子が開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂 

「ルミフロン」をベースに紫外線（UV)吸収剤や光酸化反応防止剤などを配合した水系の塗料です。 

この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現。 

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを 

    保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するもの 

   ではありません。 

親水面に汚れが付着 
します。 

雨が降り、親水面に 
水滴が付着します。 

親水面と汚れの間に 
雨の水滴が入り込み 
汚れが流れ落ちます。 

※従来品に比べ静電気が 
 おきにくく、もともと 
 汚れ自体がつきにくく 
 なっています。 

実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって
異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給
された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対
しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことが
ありますので、ご注意ください。 

● 写真提供：旭硝子株式会社 

「セルフッ素コートplus」の防藻・防カビ機能 
「セルフッ素コートplus」には、セルフクリーニング機能に加えて、当社従来品に比べて藻やカ
ビがつきにくい“防藻・防カビ機能”があります。 
防藻剤・防カビ剤の配合によって藻やカビの成育を抑制しています。 

※防藻、防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり 
、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が発揮されないことがあります。 
   また全ての藻・カビで実証したものではありません。 

防カビ性能実験の様子 配合品 
（24ヶ月経過） 

高耐久フッ素コート外壁 
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国内最高の断熱性能   高性能ハイブリッド窓 
スマートシナジーシステム 

優れた断熱性能と美しいフォルムの両立。 

それを可能にするのがSAMOS-L独創の 

スマートシナジーシステム。 

  １・アンカー式グレチャン 

  ２・フレームイン構造 

  ３・高性能複層ガラス 

これら先進技術が生み出す強力なシナジー効

果により最高水準の断熱性能と高いデザイン

性を実現しています。 

※色付き部が樹脂素材になっており、断熱性・防露性が向上しております。 

極限までアルミを減らし、ガラスの面積を 

大きくしたことで断熱性能大幅UP 

２ 

 

 
 

 

２. 

フレーム 

イン構造 

 

 

３. 

高性能複層

ガラス 

フレームイン構造 

１. 

アンカー式 

グレチャン 

高断熱複層ガラス 

高断熱型Low-E複層ガラス（標準） 

LOW-Eガラスとは？ 

室内側ガラスにコーティングした特殊金億膜の効果で 
一般ペアガラスの約１．５倍の断熱効果を発揮。 
太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しません。 
冬の厳しい寒さでも、暖房効果を高め、室内の温度を快適に保ちます。 

遮熱性 

断熱性 

ＵＶカット 

防露性 

49％ 

1.4w/㎡･K 

82％ 

-30℃ 

㈱日建住宅 分譲プラン  サッシ 

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

熱貫流率 
 

2.１５ 
 

W/㎡K 

従来品 サーモスＬ 

6000円／年 
光熱費削減 

ガラスも高性能ガラスを標準採用 

リモコン電動シャッター 

イタリヤ（標準） 

雨の日や風の強い日でも、サッシを開けずにシャッターの 
開閉が出来るので非常に便利です。 

障害物感知機能付きです。 
シャッターに一定の負荷がかかると反転します。 
 



リビング建材 

ファミリーライン 
人気のナチュラルカラーを中心に5つのコーディネートを提案      ファミリーライン   

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 121127 

㈱日建住宅 分譲プラン    リビング建材  

クリエダーク 

140404改訂 

閉めるときに自動的にブレーキがかかり、ゆっくり閉まる 

ソフトモーション機能付き。閉め忘れ防止、開閉衝撃音 

の軽減、指を挟み防止に役立つ便利な機能です。 

■ゆっくり閉まるシングルソフトモーション付 

動画でCheck！ 

■フローリング ■階段ベーシックタイプ 

階段踏み板は、階段での転倒防止のために 
スリップ防止溝が標準でついております。 

施工イメージ 

■室内ドア 

ワックスがけ不要 

ノンワックス床 

傷に強い 

耐キャスター 

 

天然木のような 

心地よい足ざわり 

フットフィール仕上げ 

 

お引き渡し後も長く安心してお使い 

頂けるよう、ドライバー１本でドアの 

建付け調整が可能な３次元丁番が 

標準です。役立つ便利な機能です。 

■３次元丁番 

■バリアフリー 

ドアの段差を極限まで薄くし、 

バリアフリーを実現。お客様の 

ライフサイクルを考えた安心設計。 

階段手すりは人間工学に基づき、
人が握りやすい３５ｍｍの 
手すりをご用意しました。 



システムキッチン ＡＳ

リング

接合部のリングをなくした、すっきりとした排

水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お

手入れが簡単です。

従来排水口

食器洗い乾燥機 ガラストップコンロ

扉を勢いよく閉めても、

減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。

ソフトモーションレール

メラミン底板

引出し仕様

浅型タイプ（パネル材仕様）

●間口45cm

●トップ間口60cm

●パネル材仕様  

NP45RS7SJGM

３口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル)

フェイス：シルバー

トップ：ブラック

R3634B0W1VX

※表示寸法は内寸法です。深さ約１９.５cm

※水栓の位置は左右が選べます。

７６．８cm

４０cm

色も形もキレイな
シンクは、
簡単お手入れで
キレイが保てます。

後片付けの手間を減らして食後の時間をゆったり

楽しむ、キッチンの必需品です。

左右どちらのバーナーでも強火が使える

「ダブル高火力バーナー」を採用しています。

軽く拭くだけ。掃除のしや

すい滑らかなコーナー。

排水口と洗剤ラックのカバ

ーもお手入れラクラク。

溝や段差がないので、汚れ

が簡単に拭き取れます。

お手入れラクラク

排気口からの排気温度を低減させ

て、キッチンまわりの気温上昇を抑え

ます。

運転開始時間を設定できるので、騒音

が気になる深夜の使用も安心です。

最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐

熱60℃の樹脂製食器も安心して洗浄でき

ます。

ソフト排気

予約タイマー

乾燥キープ

低温洗浄

運転終了後に庫内に送風を行い結露の

発生を防止。食器のカラッと感をキープ

します。
※乾燥性能は食器類を基準に設定されています。

庫内をすべて乾かす機能は有していません。

●食器収納点数：40点(約5人分)

●運転コース：6コース

※運転音約42/44dB（50Hz/60Hz）

レンジフード連動なし

高火力バーナーをダブ

ルで搭載。強火からト

ロ火まで左右を選ばず

調理できます。

ダブル高火力バーナー Siセンサー 焦げ付き消火機能

すべてのバーナーに安

全・便利な機能を備え

たセンサーを搭載して

います。

調理中の鍋の焦げ付きを

早い段階で感知し自動消

火する安心機能です。

炊飯やおかゆ・湯沸か

しを、簡単な操作で自

動調理できる便利な機

能です。

自動調理機能 調理タイマー 揚げ物温度調節

加熱時間を設定できる

便利機能。うっかりミ

スがなく安心して調理

できます。

適温の見極めが難しい、

揚げ物調理の火力調節を

自動で行います。

キレイシンク アシストポケット・シェルフ付

タッチレス水栓
ナビッシュＢ５タイプ 

SF-NB451SX-JG5

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量（東京、床

面積120m2の住宅）から算出。【引用元】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基

準」および「（一社）日本バルブ工業会自主基準」【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：148円/㎥(税込)

洗浄力の強いスポット

シャワーは汚れ落ちが

早く洗浄時間も短縮。

用途に応じて整流にも

切り替えられます。
ホースを引き出せばハン
ドシャワーに早変わり。
シンクのお掃除の際にも
便利です。

スポット微細
シャワー

一般シャワー

スポット微細シャワー 吐水口引出

タッチレス水栓

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

よく使う小物の
ポケット

手が届きやすい
高さのシェルフ

すっきり収納できて取り出しやすいポケット＆シェルフ。

約７７cm

約４０cm

Ｉ型 本体間口 255cm　

年間
￥6,400
お得

㈱日建住宅  分譲プラン  システムキッチン

※写真はイメージです。

PRPSC0-170703-063a



※写真はイメージです。

100V換気乾燥暖房機  UFD-111A

：常時換気機能付

1616 サイズ　BMDS-1616LBZ+H ※写真はイメージです。

サーモバスＳ 1600ロング浴槽

まる洗いカウンター

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と

保温組フタの“ダブル保温”構造。
サ
ー
モ
バ
ス
S

保
温
組
フ
タ

浴
槽
保
温
材

４時間後の温度変化は
わずか２.５℃以下。

つかってゆったり、
リラックス。

組フタ保温材

フルフォールシャワー 換気設備

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用して排水口内に“うず”を発生させて、排水口を洗

浄しながらヘアキャッチャー内でゴミをまとめます。

くるりんポイ排水口のうず発生イメージ

従来の排水口

※効果的なうず流を発生させ
　るためには、浴槽水位が　
　150㎜以上必要です。

くるりんポイ排水口

シンプル構造で、
お掃除がもっとカンタンに

お湯をぬきます。 まとまったゴミをポイ！

ゴミ捨ては、
たったの２ステップ

STEP1 STEP2

浴槽からの排水 ヘアキャッチャー

排水トラップ

排水

※イメージ

うず流

うずのチカラで、排水口を手間なくキレイに。

※イメージ図です。断面図

表面処理層

〈親水基〉水となじむ成分

〈撥油基〉油をはじく成分

水はけの良い溝パターン

中空バルーンを含む断熱層

床本体を構成する基材層

顕

微
鏡 写

真

中

空
バルーン

サーモグラフで見る、

キレイサーモフロアの効果 皮脂汚れのつきにくさの比較

皮脂汚れ（着色）をつけた床を水に沈めて比較。

水が油の下に入り込み、汚れが浮き上がります。

上図は左足をキレイサーモフロアに、右足を従来の床に15秒間接

した後の足裏の温度分布をサーモグラフで示したものです。

●測定条件　床表面温度：5℃　足裏の初期温度：27℃　被験者：成人

従来の床 キレイサーモフロア

床接触
15秒後の
サーモグラフ

（単位：℃）

左足
「キレイサーモフロア」に接触

右足
「従来の床」に接触 温度

キレイサーモフロア

お掃除がしやすい床のかたちと皮脂汚れがつきにくい特殊な表面処

理層で汚れにくく、汚れがついても落としやすくなっています。さ

らに中空バルーン層で、足裏から逃げる熱を少なくして冷たさを感

じにくくします。

床の汚れと冷たさの不満を同時に解決しました。

保温フタ用組フタフック

<ホワイト>

ラインアップの中で底面長

辺が最も広い浴槽です。肩

まわりもワイドになってい

て、男性でも足を伸ばして

ゆったりとした入浴が楽し

めます。

洗い場に温風を吹き出し、効率的

に暖めます。停止タイマー付なので

不要な運転を防止できます。

暖房機能

効率的に乾燥できる「サイドブ

ロー機構」と省エネでゆっくり

乾燥させる「風乾燥モード２種

類の風を採用。

乾燥機能

乾燥と暖房でそれぞれ
機能を使い分けます。

ランドリーパイプ<ホワイト>１本付

【試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が従来浴槽：7℃・サーモバスS（JIS高断
熱浴槽）：2.5℃以下(半年間は温度低下が半分）、浴槽実用水量：157L、追いだき回数：1回/日、年間入浴日数：335日、
ガスは、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、エコキュートは、給湯能力（APF）3で、給湯後4時間後に追いだきした場合で
算出。【比較品】サーモバスSなし【引用元】自社基準【単価】都市ガス：148円/㎥（税込）、LPガス：665円/㎥（税込）、
深夜電力：12円/kWh（税込）【CO2排出係数】都市ガス：2.23kgCO2/㎥、LPガス：5.98kgCO2/㎥、電気：0.447kgCO2/kWh

※イメージ

年間
￥3,100
お得

約15％
節水

※イメージ

カウンター裏もピカピカに

カウンターがまるごと外せるから洗い

にくい壁や床も楽な姿勢で洗えます。

たっぷり置けて、裏までキレイ。

※イメージ図です。
フタの形状が実際とは異なります。

片手でカンタンにシャワーを最適な位置に

変えられます。

ハンドシャワーで手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさ

を味わえます。

浴びた瞬間、リラックス。

■スライドバー ■レイン０２シャワー (ユーフォリア)

シャワーホース
フック〈メタル調〉

フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB(2)-B-L1160/CH

グローエ社と共同開発した、カラフル

で大きなシャワーヘッド。空気を含ん

だ大粒の水滴は、やわらかな浴び心地

と従来シャワー比

約１５％の節水を

実現しました。

㈱日建住宅  分譲プラン  システムバスルーム

PRPSC0-170619-092

システムバスルーム アライズ



※写真はイメージです。

新てまなし排水口 エコハンドル

間口 900mm　VJHK-905SY/MVJ-903KXJU

洗面化粧台 ＭＶ

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になった

キレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った

水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は１６Ｌの大容量です。

キレイアップカウンター

バックガードまでの一体

成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きス

ペースにピッタリ。

奥行５００㎜とコンパクト

なので動作スペースが広

がります。

５００㎜

※間口によりスペースが変わります。

※写真はイメージです。

従来のシングルレバー混合水栓

は、レバーハンドル正面の位置で

お湯が出るため、無意識のうちに

無駄なお湯を使っていました。

従来品

レバーハンドル
正面の位置では
水が出ます。

お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

混合

湯

水カチッ

湯

混合

水

排水口は水はけのよい大口径サ

イズ。汚れの溜まりやすいフラ

ンジと奥の凹凸をなくしてお掃除

簡単です。

ゴミをキャッチ

通水部

ななめ形状
ヘアキャッチャー

フランジあり フランジなし

フランジ

凹凸

※上部写真は、間口900㎜の場合の
  中央鏡部分になります。

５㎝刻みで高さを自由

にアレンジ。入れる

ものの高さにピッタリ

合わせられます。

トレイは着脱容易で

水洗いもカンタン。

背の低いものの場合

トレイ
３段

５㎝

アレンジ
例１

トレイ
２段

背の高いものの場合

ドライヤーも

すっぽり収納

アレンジ
例２

３面鏡トレイアレンジ

上から水が出るキレイアップ水栓は、

水栓まわりに水がたまらないので

お掃除簡単です。

キレイアップ水栓

シャワー吐水 整流吐水 ホースを引き出して、ボ

ウル手前に水を流すこと

もできます。

吐水切替 ホース収納式 

スマートポケット

鏡を見ながら、自然な動作でメイク小物を出し入れできます。

散らばりがちなメイ

ク小物もすっきり！

小物の大きさに合わ

せて、仕切りの位置

を調整できます。

ミラーキャビネット

蛍光灯に比べ

約75％省エネ。

すっきりとした

デザインも魅

力です。

電気を使わない表面コ

ーティングなのでヒー

ター式に比べ待ち時間

がなく、消し忘れもあ

りません。

ＬＥＤ照明くもり止めコート

3面鏡(スマートポケット付全収納・LED照明)

MVJ-903KXJU

くもり止めコートなし くもり止めコート付

よく使う正面のハンドル位置で｢水｣を出す省エネ設計。お湯を無意

識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

ママ専用のメイク小物入れに

家族の日常使いの小物入れに

アレンジ例１

アレンジ例２

散らかりがちなヘアピンや髪ゴ

ムなどの小物をしまえるので、

朝の忙しい時間にメイクをテキ

パキできるようになります。

約２０％
節水

約３０％
節水

約７５％
省エネ

【試算条件】「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給
湯量（東京、床面積120㎡の住宅）から算出。【比較品】整流吐水型シングルレバー[最適流量5L/分]【引用元】自社
基準【単価】上下水道：265円/㎥(税込)、都市ガス：148円/㎥(税込)

㈱日建住宅  分譲プラン  洗面化粧台

※写真はイメージです。

PRPSC0-170703-063b

年間
￥500
お得

年間
￥1,100
お得

年間
￥500
お得

【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における照明設

備の使用時間率から算出。【引用元】自社基準【単価】電気：27 円/kWh（税込）



LIXILはノズルが２本。おしり

洗浄用ノズルとは別に、女性

にやさしいビデ洗浄用ノズル

を搭載しました。

女性専用『レディスノズル』

[0.4坪～]コンパクトでも掃除道具が収納。狭いトイレ空間をさらに充実活用できます。

コフレルスリム(壁付) ハンドル水栓タイプ

YL-DA82SCHB

トイレ手洗い

壁リモコン

１Ｆ
キレイ機能

アクアセラミック

パワーストリーム洗浄 フチレス形状

強力な水流が便器鉢内のすみずみま

で回り、少ない水でもしっかり汚れ

を洗い流します。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、

お掃除ラクラクです。

水アカで表面
ザラザラ

いつまでも
ツルツル

アクアセラミック従来陶器

汚物よごれがツルンっと落ち、水アカ

もこびりつかないので、かんたんお掃

除で新品のツルツルが100年続きます。

お掃除ラクラク

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れ

もサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

サッとひと拭きした状態

従来便座 キレイ便座

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン

交換可能です。

停電の際にも手動で便器の水

を流すことができます。

停電対応

便器の表面を濡らし、汚物汚

れを付きにくくするのでお掃

除もラクラク。

鉢内スプレー

前出寸法を720mmに抑え、曲線を

生かしたデザインとすることでコン

パクトなフォルムを実現しました。

コンパクトなフォルム

着座時間に応じて大・小切替。

便座から立ち上がると自動で

洗浄するので流し忘れの心配

もありません。

フルオート便器洗浄

使わないときはノズルを収納。男子

小用時などの汚れの心配もなく、ノ

ズルはいつも清潔。シャッターは着

脱可能なので、お手入れも簡単です。

スッキリノズルシャッター

しっかりエコ

大切な水を

ムダなく賢く節約します。

※1989～2001年発売品

大洗浄５Ｌ、小洗浄３．８Ｌの「超節水ＥＣＯ５

トイレ」。従来品※(大１３Ｌ)と比べ約６９％

の節水を実現。

フランジレス排水口＋バックガードで

お掃除ラクラク。

排水口まわりの金具(フランジ)をなく

してつぎ目のないボウルを実現。汚れ

がたまりにくく、お手入れも簡単で

す。

◆フランジレス排水口

フランジあり フランジレス

スマートなフォルムでも、掃除用具

をしっかり収納できます。

◆コンパクトでも収納力しっかり

操作しやすいレバ

ーハンドルタイプ

です。

◆ハンドル水栓

さりげない形状です

っきりタオルが掛け

られます。

◆タオル掛

洗剤×２

ブラシ×１

※２階はタンク付になります。

※写真はイメージです。

ベーシアハーモ Ｌタイプ㈱日建住宅  分譲プラン   トイレ

PRPSC0-170703-063c

ベーシアハーモ Ｌタイプ  YBC-BL10S・DT-BL113

年間
￥13,800
お得

約６９％
節水










