
※これらイメージ写真は参考イメージですので、仕様と異なるオプションが含まれております。 

日付
上記仕様にて承認致します。 ・　　・

御署名

  仕 様 一 覧【 外 壁 等・玄 関 】 2015.6.05 更新

玄関ドア屋根材・外装 材・ポーチタイル 屋根材・外装 材・ポーチタイル 屋根材・外装 材・ポーチタイル

玄 関 ド ア

カラーバリエーション

ＡＲ

バニラウォールナット

ＡＳ

シナモンオーク

ＹＦ

キャラメルチーク

ＫＸ

ラスティックウッド

ＨＳ

アーモンドウォールナット

ＨＴ

ローストマホガニー

Ｚ９

ショコラウォールナット

Ｗ６
桑炭

ＸＱ

ホワイトウッド

ＡＲ：バニラウォールナット ＡＳ：シナモンオーク Ｚ９：ショコラウォールナットＹＦ：キャラメルチークＹＦ：キャラメルチークＫＸ：ラスティックウッド 防火ドアG シリーズ ヴェナート

高性能M型瓦
シャドーダーク

ポーチタイル
AFSW-300/R63

外壁アクセント
JP100 ｱﾝﾃｨｰｸｽﾄｰﾝ/T3009

プロレッジストーン
ダークグレー

外壁ベース
JP100 ゆず肌 /T2009

※外観デザインについては弊社指定となります。 ※外観デザインについては弊社指定となります。 ※外観デザインについては弊社指定となります。

高性能M型瓦
シャドーダーク

ポーチタイル
IPE-300/AS-12

Elegant A Nordic A European 

アクセントタイル
TN25/MEG263

レッジストーンパネルズ
ホワイトベージュ

外壁ベース
JP100 ゆず肌 /T1704

高性能M型瓦
ヨーロピアンクラッシー

ポーチタイル
IPE-300/AS-14

スタックレッジストーン外壁ベース
JP100 ゆず肌 /T1000 SLS120　スノーホワイト

高性能M型瓦
シャドーダーク

ポーチタイル
IPE-300/AS-12

Elegant B

アクセントタイル
TN25/MEG263

レッジストーンパネルズ
ホワイトベージュ

外壁ベース
JP100 ゆず肌 /T2022

高性能M型瓦
シャドーブレンド

ポーチタイル
AFSW-300/R63

外壁アクセント
JP100 ｱﾝﾃｨｰｸｽﾄｰﾝ/T3022

プロレッジストーン
ライトグレー

外壁ベース
JP100 ゆず肌 /T2022

Nordic B

D‘s court 四季の街D‘s court 四季の街 2015.12.27 更新



※これらイメージ写真は参考イメージですので、仕様と異なるオプションが含まれております。 

日付
上記仕様にて承認致します。 ・　　・

御署名

D ‘ s  c o u r t  四季の街   仕 様 一 覧【 住 宅 建 材 】 2015.11.30 更新

玄関ドア 床 材・階 段 踏 板

室内ドア

シルキーアッシュ グレージュオーク ユーロノーチェ ビターオーク

シルキーアッシュ グレージュオーク ユーロノーチェ ビターオーク

Ｌｉｖｉｎｇ　Ｄｏｏｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＫＬ型(ヨコ木目)

Ｒｏｏｍ　Ｄｏｏｒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＣＦＡ型(ヨコ木目)

Toilet・Powderroom door
ＣFA型(ヨコ木目)

シルキーアッシュ

closet door
ＣＦＡ型(ヨコ木目・把手付)

クリエホワイト

ナチュラルオーク

ブラックウォルナット

メープル

ウォルナット

ブラックウォルナット

イタリアンウォルナット

ウォルナット ナチュラルオーク

メープル

イタリアンウォルナット

玄関収納

玄関 ﾎ ｰ ﾙ ・ 洗 面 脱 衣 室 ・ ト イ レ 　 床

ホワイトオニキス ビアンコ ネロマルキーナ

ハピアフロア石目柄

シルキーアッシュビターオーク ユーロノーチェグレージュオーク



D ‘ s  c o u r t  四季の街   仕 様 一 覧【 住 宅 設 備 】 2015.11.30 更新

※これらイメージ写真は参考イメージですので、仕様と異なるオプションが含まれております。 

日付
上記仕様にて承認致します。 ・　　・

御署名

玄関ドアキ ッ チ ン

洗 面 化 粧 台

水洗トイレ

住宅用火災警報器

設 備 照 明

システムバス

電 池 式  薄 型

ねつ当番 SH38155K

けむり当番 SH38455K

　

【壁リモコン】

　
ＺＪシリーズ

シャワートイレ
一体型便器
CES9135L

洋風便器
CS340B・SH341BA
＋暖房便座 CS340

色共通
ﾎﾜｲﾄ

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ
ＷＴＫ１８１１Ｗ
プレート
ＷＴＣ７１０１Ｗ

玄関ポーチ灯 玄 関

階 段
ダウンライト キッチンライト

カラーテレビドアホン
　
テレビドアホン
1 - 1 ( + 1 ) タ イ プ
V L - S V 2 6 X L （ 電 源 直 結 式 ）

カメラ玄関子機
VL-V566-S

モニター親機
VL-MV26XL

エリシオ

W=900

■扉面材(木目柄)

AN-2664BM AN-2665BM AN-2580BM AN-2597BM

　オフェリア

■ｱｸﾘﾙ人造大理石ｼﾝｸ

色：ホワイト

■ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ

ｱｸﾘﾙ人造大理石
色：ﾌﾟﾚｰﾝﾎﾜｲﾄ

セミフラット対面型　カウンター W2690 D800
※プランによってカウンター側面に壁ができる場合がございます。

AN-2597BMAN-2580BMAN-2665BMAN-2664BM

AN-2597BMAN-2580BM

AN-2665BMAN-2664BM

■ 浴 室 テ レ ビ（ 1 2 型 ﾜ ｲ ﾄ ﾞ ） 
　 B T V - 1 2 0 3 D
色 ： ブ ラ ッ ク

【全タイプ共通】

【魔法びん浴槽】【エアインシャワー】

サザナ

1 6 2 0 サ イ ズ ■壁色：
　ｽﾚﾝﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ　　

■浴槽 :
　ｼﾞｭｴﾘｰﾎﾜｲﾄ　　

■ｴﾌﾟﾛﾝ:
　ﾌﾞﾗｯｸ

■床 :
　ﾌﾞﾗｯｸ(ﾀｲﾙ調 )　　

壁色：
　ｸﾚｱﾀﾞｰｸｾﾋﾟｱ　

壁色：
　ｼﾞｵﾌﾞﾗｳﾝ　

壁色：
　ｸﾚｱﾗｲﾄｸﾞﾚ‐

( フル or セミ ) フラット対面型　カウンターW2710 D800　　　　　　



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

防火ドアＧシリーズ ヴェナート デックス様 標準仕様

国土交通大臣認定 ２０分耐火仕様玄関ドア電気錠 Ｄ４仕様 片開き■ カラーバリエーション

ＡＲ

バニラウォールナット

ＡＳ

シナモンオーク

Ｗ７

ハニーチェリー

ＹＦ

キャラメルチーク

ＫＸ

ラスティックウッド

ＨＳ

アーモンドウォールナット

ＨＴ

ローストマホガニー

Ｚ９

ショコラウォールナット

Ｗ６
桑炭

ＸＱ

ホワイトウッド

ＪＺ

ビターストーン

Ｇ８

マットカーボン

ＭＥ

チェックブルー

ＭＲ

チェックレッド

Ｓ１

ピュアシルバー

ＹＷ

ホワイト

Ｈ２

プラチナステン

Ｂ１

ブラウン

Ｂ７

カームブラック

Ｍ０７ Ｕ０６Ｍ０８ Ｕ０７Ｍ０９ Ｍ１０

ＡＲ：バニラウォールナット ＡＳ：シナモンオーク

ＡタイプＡタイプ Ａタイプ Ａタイプ

Ｚ９：ショコラウォールナット

Ａタイプ Ａタイプ

ＹＦ：キャラメルチークＹＦ：キャラメルチークＫＸ：ラスティックウッド

リースフック付 リースフック付 リースフック付 リースフック付 リースフック付

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。※「楽天Ｅｄｙ（ラクテンエディ）」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

快適さをプラスする通風機構

ドアを閉じた状態でアーム部分

を受け側へスライドすることで

アームが「かんぬき」となり、ドア

をロックすることができます。

ドアガード使用時の全閉状態で

フックを押込むことで、ドアを少し

だけ開けた状態で固定すること

ができます。生活シーンにあわ

せ玄関の通風・換気が可能です。

◆ ドアガード ◆

さらに安心をプラスするロック機構
ロック

ロック解除

ブラック

室内側室外側

◆スマートコントロールキー◆

◇ハンドル ◇NEWポケットＫｅｙ

リモコン・カード・シール全てで
施解錠可能なNEWポケットKey。

［リモコン２個（非常用カギ収納）・カードキー２枚・
シールキー１枚・非常用カギ３本が標準装備 ］

シールキー
（10mm×10mm）

カードキー（85.6mm×54mm） 非常用カギリモコン

「おサイフケータイ」や
「楽天Ｅｄｙカード」も
家のカギとして使えます！

非常用収納カギ２本
非常用カギ（ディンプルキー）
３本標準装備

※不測の事態に備え、必ず
非常用カギを携帯してください。

◆非常用シリンダー◆

停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。

http://www.deccs.co.jp/
http://www.deccs.co.jp/


防火窓Ｇシリーズ（アルミ複層タイプ）

引違い窓 面格子付き引違い窓

たてすべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

高所用換気窓
（すべり出し窓タイプ）

FIX窓

たて格子

網 戸

固定網戸
（室内側取付）

網 戸

固定網戸
（室内側取付）

網 戸

固定網戸
（室内側取付）

スライド網戸
（室外側取付）

網 戸

上下スライド網戸
（室外側取付）

シャッター付
引違い窓（手動）

スライド網戸
（室外側取付）

網 戸

Ｈ２ プラチナステン Ｓ１ ピュアシルバー

●ガラスの空気層指定は対応できません。
●網入ガラスは菱ワイヤーのみとなります
（クロスワイヤーの設定はありません）

＜室外側＞ ＜室内側＞

Ｌｏｗ‐Ｅ金属膜

室外側ガラス
網入り６．８mm

空気層

室内側ガラス

室内側ガラスにLOW-E金属膜を
コーティングすることによって暖かい
太陽光を取込み、室内の暖房熱を
外へ逃がしません。

ブルー
たてスリット
FIX窓

横スリット
FIX窓

横スリット
すべり出し窓

カムラッチ
ハンドル

片上げ下げ窓

網 戸

スライド網戸
（室外側取付）

網 戸

【標準仕様品】

【オプション品】

【カラーバリエーション】

ＬＯＷ－Ｅ複層ガラス

基本性能

防 犯

http://www.deccs.co.jp/
http://www.deccs.co.jp/


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

防火ドアＧシリーズ ヴェナート デックス様 標準仕様

国土交通大臣認定 ２０分耐火仕様玄関ドア

③鎌錠②脱着サムターン ボタンを押しながら取外し

④

外観 内観

①
③

⑤

■難燃材料の採用

キー１本でドアの２ヶ所を施解錠する１キー
２ロックを採用。不正解錠に手間と時間が
かかることになり、見た目にも侵入を敬遠さ
せる効果があります。錠そのものも防犯性
能の高いシリンダー錠になっています。

◆ディンプルキー（PSシリンダー）
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

サムターンをボタンひとつで取
外しできます。外出時や就寝時
に外しておけば、ガラスを破って
手や工具を差し入れられても、
サムターンを操作して開けられ
る心配がありません。
（下部錠のみ）

⑥

②

デッドボルト（かんぬき）
についた鎌が錠受けに
しっかりとかみ合さり、
しっかり固定。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
力を発揮します。

④ ワイドサイズ

片開きの標準サ
イズでの有効開
口は８０６mmで、
車椅子での出入
りや大きな荷物
の出し入れも余
裕をもって行うこ
とができます。

⑤ ドアの閉まる速度を調整できるドアクローザ

３速ラッチングアクション付です。ストップ角度、
閉じ速度、ラッチングの調整が行えます。

アームを押し上げて、ツマミを回転させる
だけでストップ角度（ドアを開いたまま止
めて置ける角度）が設定できます。

ボタンを押しながら取外し
① ２ロックシリンダー錠

ドア下枠にある沓摺部の段差を１８mm
に設計。歩行時のつまずきを防ぐととも
に、車椅子の通行もスムーズです。雨
の日にもすべりにくいゴム素材を採用し、
小さなお子様やお年寄りが転んでケガ
をする事故に配慮しました。

⑥すべりにくいドア下枠

断熱性を高めるＬＯＷ－Ｅ複層ガラス

＜室外側＞

＜室内側＞

Ｌｏｗ‐Ｅ金属膜

室外側ガラス
３mm

空気層
１２mm

室内側ガラス
網入り６．８mm

網入り板ガラスは
熱で割れても脱落せず
炎を侵入させません。

ガラス入りデザインの扉には断熱性の
高いＬＯＷ－Ｅ複層ガラスを採用。室内
側には網入ガラスを使用し火災のとき
にもガラスが脱落せず延焼を防ぎます

個別認定防火構造の特長

・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間
をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材
を熱から保護します。

多彩なカラーバリエーション

樹脂カバー付
オーナーキー

子鍵４本

Ｂ７
カームブラック

ＨＴ
ローストマホガニー

Ｚ９
ショコラウォールナット

ＪＺ
ビターストーン

Ｇ８
マットカーボン

ＭＥ
チェックブルー

ＭＲ
チェックレッド

Ｓ１

ピュアシルバー

Ｈ２
プラチナステン

Ｂ１
ブラウン

ＹＷ
ホワイト

ＸＱ

ホワイトウッド

Ｗ６
桑炭

キャラメルチーク

ハニーチェリー

Ｗ７

ＹＦ

ＨＳ

アーモンドウォールナット

ラスティックウッド

ＫＸＡＲ
バニラウォールナット

ＡＳ

シナモンオーク

⑦ラッチ（ドアセンター部）

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と
同様にセンター部のハンドルラッチで
ドアをしっかり固定します。

⑦

http://www.deccs.co.jp/
http://www.deccs.co.jp/


　　

※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。 S151125A-2

COLOR VARIATION

表面素材

表面仕上げ

高級感のある大理石の風合いを

リアルに再現しました。

ワックス掛けが不要でお手入れが

簡単です。

モダンな印象の空間を演出する

広幅デザインが魅力です。

樹脂強化層

引っかき傷や凹み傷に強く
キャスター付きイスも
OKな基材。

Wハードベース

合板を樹脂で特殊強化

することで水によるふくれや

凹み傷にも強い強化層。

合板

こだわり性能・特徴

こだわり

性能

仕様

平面図 断面形状

シックハウスの原因とされる

有害物質（VOC）が少ない。
厚生労働省が、室内

濃度指針値を定めた

13物質に対し、自社

基準を定め、VOC放

散量を抑えた製品。

低VOC

細菌の繁殖を抑える

抗菌仕様。
細菌の繁殖を抑える

抗菌塗装を施して

います。

抗菌

キッチンや洗面・脱衣所でも

美しさが長持ち。

一般フロアーに比較し、床面への

水濡れや洗剤による変色、シミ、

ひび割れがおこりにくい製品です。

水濡れに

強い

さまざまなモダン空間に対応。

トイレ、洗面など幅広いお部屋にお使いいただけます。

ハピアフロア 石目柄／鏡面調仕上げ(特殊加工化粧シート)

鏡面調仕上げ

〈SX〉 ホワイトオニキス柄

〈SN〉 ビアンコ柄

〈SD〉 ネロマルキーナ柄

美しい鏡面仕上げの

最高級グレードの床材。

リビングをモダンに演出し、

思わず自慢したくなる床材です。

※イメージ画像

（画像はビアンコ柄）

※イメージ画像

（画像はホワイトオニキス柄）

※イメージ画像

（画像はネロマルキーナ柄）



Glass Design Door Panel Design Door 

CKL CFA

Woody Line Trend Color ウッディーライン トレンドカラー

リビング建材（建具・収納） トレンドカラー ＆ 床材Dフロア <標準仕様品>

※内容､仕様・設備の一部については､技術改良のため予告なく変更する場合があります。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。

※CFAは色により木目方向が異なります

New Function & Products

ドアストッパーをドアに内蔵しました。

みえナイゾウドアストッパー Ｗソフトモーション
双方向でゆっくり静かに開閉するＷソフトモーション

引手(鏡面) クローゼット把手(鏡面)

Parts Variation

スクエアＣ(鏡面)セレクトＨ(サテンニッケル)

※リビングドアのみ ※リビングドア以外

※ガラスドアは１本まで（主にリビング用）
※トイレ・洗面所は表示錠付

Color Variation ※カラーにより木目方向が異なります。

シルキーアッシュ(2)
（ヨコ木目）

ビターオーク(7)
（ヨコ木目）

グレージュオーク(4)
（ヨコ木目）

ユーロノーチェ(5)
（ヨコ木目）

W1200mm/ロッカー型

Closet Door Choebox

WCN-CFＥ

折れ戸/フリータイプ両開き戸

WCH-CFA・Ｅ

※クローゼットはリフレホワイトになります。木目方向はドアと同方向になります。

すりキズや汚れがつきにくく、日焼けやひび割れがおきにくい樹脂シートを採用。
表面の特殊処理で面倒なワックスがけも不要。基材の硬質バッカ―は表面密
度が高く、へこみやキズが付きにくいので美しさを保ちます。また、環境配慮型
合板の採用で地球に優しい床材です。

キズに強く、お手入れカンタンで高性能

Ｄ.フロア

基本性能

製品ごとの色ムラや色のバラツキを
抑えているので、まとまりのある
美しい張り上がりになります。

●色むら、色違いが少ない

●お手入れ簡単

●ノンワックス仕様

●耐干割れ処理

●キズに強い

●変色、退色しにくい

●ホルムアルデヒト対策仕様

●耐キャスター

●床暖房対応

●耐ホットカーペット

●抗菌処理

●上履用

EB処理により表面を硬化。掃除機
などによる引っ掻きキズやかすりキズ
がつきにくくなっています。

天然木化粧床材に多い直射日光
による表面の日焼けや、洗剤のしみ
こみによる変色がほとんどありません。

直射日光やホットカーペットなどの
暖房器具による温度、湿度の変
化に強く、ひび割れが起きにくくな
っています。

汚れが付きにくく、頑固な汚れも
簡単に拭き取れます。お手入れ
は、掃除機がけと乾いた布のカラ
拭きで十分です。

表面に特殊処理をほどこしていま
すので、面倒なワックスがけの必
要はありません。
※ワックスがけも可能です。

ホルムアルデヒト放射量のう
ちで放散量が最も少ない『F
☆☆☆☆』区分です。

椅子、ワゴンなどのキャスターの移動によって
起こるスリキズやへこみキズ。これらを独自の
複合構成によって起こりにくくしています。
※傷がつかないわけではありません。

室内の空気を汚さず、安全性も高い
床暖房システム対応品。熱によって起こる
ソリや、干割れに対して優れた性能をもっています。

ホットカーペットや温風ヒーターなど、床表面を乾燥さ
せ、床材の表面に干割れを起こさせる足元暖房に対
して、優れた干割れ性能を持っています。
乾燥収縮に伴う目スキは避けられませんのでご了承く
ださい。

表面のコーティング層に配合され
た抗菌剤によって、一般家庭に存
在する細菌に対して高い抗菌効
果を発揮します。

住宅内上履用としてお使いください。

消音ラッチ

ラッチ部に消音設計を採用。施工後もドライバーで調整できます

※ｵﾌﾟｼｮﾝで引き戸に
変更された場合に限ります



住宅用火災警報器Fire Alarm

平成23年5月31日

既存住

宅

平成20年5月31日

◎住宅用火災警報器の取り付けは法律で義務づけられて
います

火災発生や機器の異常を
赤いLEDでお知らせします。

警報停止ボタンは作動灯を兼ねた照光スイッチ。
大きく見やすいLED表示で
火災発生や機器の異常をわかりやすく
お知らせし、操作を促します。

日常使用状態の汚れなどによる
感度変化を自動補正します。
（けむり当番のみ）

SH38455K
けむり当番 薄型 2種
（電池式・移報接点なし）
鑑定型式番号：鑑住第20～32号

SH38155K
ねつ当番 薄型 定温式
（電池式・移報接点なし）
鑑定型式番号：鑑住第20～29号

自動試験機能で機器の異常をお知らせします。

火災発生や機器の異常をわかりやすい「声」でお知らせします。
火災発生はもちろん、機器の異常、電池切れ、動作試験時の試験結果
（異常か正常か）も声で知らせます。

煙・熱検知部の作動状態を約1時間に1回、自動的に試験。
異常があれば音と光（作動灯＜赤＞が点滅）で知らせます。

●機器異常発生時、引きひもを引くか警報停止ボタンを押
　せば警報音は止まります。（約16時間停止）







Water Heater ふろ給湯器 ecoジョーズ

造作関係①




