
※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

パナソニックビルダーズグループとは、
パナソニック耐震住宅工法テクノストラ
クチャーとパナソニックの住まいづくり
システムを導入することで、お客様と
共に二人三脚の住まいづくりを実現し
ていく、全国ネットのハウスビルダーズ
グループです。

２０２２

マイホームのご提案書
長期優良住宅対応

ＴＳＵＭＵＧｉＥ ＲＥＺＯＮＡＮＴ
つむぎえ レゾナ

芙蓉ホーム
（芙蓉ディベロップメント株式会社）

標準坪単価 46.8万円（税込み）
（※標準坪数３８坪以上。３８坪以下、平屋、３階建て等は別途相談）

※消費税率10％



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

未来に、ずっと続く住まいを。 ロング＆スマート テクノストラクチャーの家

ＴＳＵＭＵＧｉＥ ＲＥＳＯＮＡＮＴ
つむぎえ レゾナ

芙蓉ホームの創造力
パナソニックの安心・信頼



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

未来に、ずっと続く住まいを。 ロング＆スマート テクノストラクチャーの家

『つむぎえ・レゾナ』とは

つむぎえ：「紡ぐ」+「家」
一本の美しい糸を紡ぐように
未来に、ずっと続く住まいを。
強く、心地よく、やさしく、人生と歩み続ける住まいへ。

レゾナ：英語で（ｒｅｓｏｎａｎｔ）
「共鳴する・響く」を意味する

家族の
こだわり

芙蓉ホーム
のこだわり

パナソニック
のこだわり

つむぎえ・
レゾナ



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

芙蓉ホームのこだわり

１．営業マンがいないのではなく「置かない」こだわり

当社は営業マンがいません。社員全員が技術者
です。
担当の営業マンに、いくら熱い想いを話しても、
ちゃんと設計士に伝わるかどうかはお客様次第
ではなく、その営業マン次第になってしまい、
あなたの想う「理想の家」を実現するには、
ちょっと遠回り・・・
芙蓉ホームはあなたの声が直接、設計士に伝わ
る家づくり、家族の声が直接届く家づくり、そ
れが設計士とともにつくる芙蓉ホームのこだわ
りです。



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

当社は社員全員が技術者です。
技術的なことを把握しているスタッフが設計士とタッグ
を組み、さらにお客様のサポートをします。

工事現場の全てを管理した
立場から、具体的な住まい
を創るお手伝いをさせて頂
きます。

担当：工務

専門知識と女性ならでは
の視点から空間づくりをア
ドバイスさせて頂きます。
担当：インテリア

設計担当

インテリア担
当

アフター
担当

工事担当

設計士を中心に、各担当が
サポートする仕組みです。

お客様



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

２．かかるのではなくかけるこだわり

お客様のこだわり理想のお家をつくるには時間がかか
ります。
お客様にとって「理想のお家づくり」とは、お客様が
お家が出来たらこんな生活がしたいと「具体的にイ
メージ」をつかむ事です。

例えば・・・
棚の高さは床から○㎝、
窓の大きさは床から○㎝
左右どちらに窓は開く？コンセントの位置や高さは？
エアコンがつけたい場所につく？排水は？雨樋の位置は？・・・etc

間取り・仕様・金額が決まってからもたくさんの打ち合わせをすることになります。
そこで、あれ!?自分の思っているところに家具が置けない、子供机が、ベッドが・・・それによ
り仕様が変わり金額が上がるなどなど、色んなお話しを耳にします。
当社では間取り・仕様・金額はもちろんのこと、その家に住む事全てが決定しないと契約はし
ません。
という事は、契約するときにはお客様ご自身が理想の生活を全て把握していることになります。
よって時間がかかるのです。

ｽﾃｯﾌﾟ ｽﾃｯﾌﾟ

時間
（ハウスメーカー） （芙蓉ホーム）

契約

説
得

納
得

営業マン

お客様



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

建物に
費やす
お金

建物に費
やすお金

経費
経費

利益

利益

見
積
り
金
額

見
積
り
金
額

ハウスメーカー 芙蓉ホーム

価格を抑える為、色々な
メーカーの案かな見た目
重視の商品を採用

営業マン人件費

展示会出展費・維持費
工務店下請け費

CM・チラシ等広告宣伝費

物件数拡大の為必要利益

お客様こだわりを叶える
重高感設備

木造や2×4ではなしえない
木造+鉄骨造(テクノ)

メンテナンスを十分に考慮した屋根・外壁材

許容応力度計算
(ビル・マンション同等)からなる高品質設計

自社グループ病院敷地にてモデルハウス
設置

広告・宣伝(福岡注文住宅のみ)紹介

設計士が営業を兼任

100％自社直接施工

棟数限定の少数精鋭

お客様にとって必要な物にお金をかけます。

他社ハウスメーカーさんでは、建物の価格の他に工務店経費、諸経費が多く掛かってきます。
当社は構造・設備のグレード高い為、価格は高くなりますが、当社は営業マンを置かず、少数精鋭による人件費
の削減、紹介による営業に注力することで、広告費をほとんど掛けず、自社直営の完全施工を行うことにより諸
経費がほとんど掛かりません。
よってお客様にとって、コストパフォーマンスの高いお家づくりを行っています。



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

３．広げるのではなく、限定するこだわり

・施工可能地域の限定 ・人数の限定（社員）
少数精鋭でチーム力を大事にしています。

・年間棟数15棟限定

お客様のこだわり・理想のお家をつくるに
は、細部にわたって打合せを行うと共に、
信頼を置く現場監督・職人さんが必要不可
欠です。
当社はお客様の信頼・安心の為に、職人さ
んを限定し現場監督も数多くの現場を見る
のではなく、一軒に集中できる様にしてお
ります。
そうすることによって、満足の頂ける現場
づくりとつながっていきます。

・職人さんの限定

長年、芙蓉ホームの大
工をしております。他社
とは違うこだわりのある
仕事をさせて頂きます。

品質・安全を一番
に考えています。

木造では味わえな
いテクノストラク
チャー工法。やり
がいを感じます。

間仕切り配線立会
いなど、実際に現
場で打合せ・確認
をいたします。

北は宗像市周辺

南は筑後市周辺

西
は
糸
島
市
周
辺

東
は
飯
塚
市
周
辺



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

３．作るのではなく、共に創るこだわり

一生に一度のお家づくり。
当社はお客様に安心・信頼はもちろんのこと、お客様の思い出に残る感動の家
創りを行っています。

・現場が着工する前、設計・インテリア・工事担当とお客様の四者で今までの
打ち合わせの総確認、工程スケジュール確認（四者会談）を行います。

・現場監督による週に一度の工程写真、進捗状況をメールで送ります。

初 回 面 談 打 ち 合 わ せ 地 縄 張 り 地 鎮 祭



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

間仕切り配線立会・・・お客様、工事・設計、職人さんを交え
て細部に渡り打合せを行った図面を現場で再度お客様にご
確認して頂き、内壁を張っていきます。

上棟式・・・お客様の記念になるよう協力業者さんと一緒にご飯を食べ、
柱に名前を書いて頂いたりしてます。

引き渡し式・・・記念撮影・お家が完成するまでの スライドショーの鑑賞会等を
行っています。テープカットをして、本鍵をお客様に差していただき、いよいよお引渡
し。



※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

芙蓉ホームの家テクノストラクチャー



太陽光パネル
固定金具

屋根材の
凹凸形状
で通気。

※写真はCGによる
イメージです。

Low-E複層ガラス

断熱タイプ

※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

アルミと樹脂の複合窓 APW330

玄関ドア ヴェナート

玄関ドアデザイン（カラーも選べます）

冬は寒さを寄せつけず、夏は涼しさを逃さないから冷暖房エネルギーを大幅に削減できます！

ネオロック光セラ18/エクセレージ光セラ15 約270種類の中から選べます。光セラ
外壁材

平形屋根スレート コロニアルグラッサ

安心！快適！耐久！高品質で美しい屋根材

住宅用雨とい グランスケアPGR60 熱に強い、衝撃に強い、雪や土砂の重みに強い、紫外線に強い、日本のハードな気象条件に耐える美しいデザインの雨とい

外壁デザイン（カラーも選べます）

芙蓉ホームの家

挿入されたスチー
ル芯が優れた耐衝
撃性を発揮します。

ミルクホワイト パールグレー（しろ） ブラック

しんちゃ モダンベージュ オークブラウン

カ
ラ
ー
セ
レ
ク
ト※パナソニック（株）実験によるデータです（ブラック色）。実験結果は

実暴露の約2～3倍の促進性があります。

防災平板瓦 スーパートライ110機能屋根システム

耐震性
和瓦に比べ、約1/2の軽さ。地震の際にも住まいの耐震性躯体にか
かる負担が小さくて済みます。

防水性・耐風性
屋根材と下葺材の2段階の防水設計や一枚一枚
の屋根材を専用の釘でしっかりと固定する独自の
施工方法により防水性・耐風性をアップ。

耐候性
独自技術である無機系のガラス質コーティング「グラッサコート」が、
色あせの原因となる紫外線から鮮やかな色、つややかな光沢を守り
ます。

和瓦に比べて軽いスレート
屋根は、地震に強く、もしも
のときも安心です。
雨・風にも強く、耐久性が
高いので、ずっと安心して
住むことのできる家を実現
できます。

太陽光発電の搭載を支える機能屋根システム 安心、快適、耐久性能をバランスよく備えた
エコロジーな屋根材です。

下の瓦のハイパーアームが
上の瓦のアンダーロックを

がっちりロック

耐候性向上仕様

高温（1,130℃）で焼き締めた陶
器質のため変色や変質を起こ
しにくい。

赤外線を反射して小屋裏温度の
上昇を防ぎます。
※クールブラウン、クールブラックのみ

防水実験風景

ピタットＫｅｙ
スマートコントロールキー搭載

カギの開け閉めは
LEDの光と音がお知らせ

非常時は非常用シリン
ダーで施解錠

非常用カギ
（ディンプルキー）

５本標準装備

断熱性能 防露性能

熱の逃げにくさは

単板ガラスの約4.5倍
Low-E複層ガラスは室内の熱を逃
がさず、冬場の窓辺の寒さも抑えま
す。

カビ・ダニの原因になる

結露を軽減
高断熱樹脂複合構造で熱が伝わり
にくく、ガラス面やフレームに発生す
る不快な結露を大幅に抑えます。

高品質

単板ガラス Low-E複層ガラス

遮熱タイプ

F01（全13色） N09（全8色）F03（全13色） E０４（全5色）

ネオロック・光セラ18 （各2～6色）

ナチュラルレンガ エクラス ドロワタイル グラフストーン バレルウッド

ホルム カルナック モダンスリット キャストストライプ ハーモレイド

フィオット

プラッシュストーン

ビオリーノ ステイブルタイルファインクレスタ15 和ボーダー15 グリッタ

エクセレージ・光セラ15 （各2～8色） ※寒冷地には対応しておりません

レシフェ

「太陽光パネルをたくさん載せると、重く
なって耐震性が心配」といった不安にも、
機能屋根システムならしっかり対応します。

キューブシュクレ15 キューブモザイク スクラッチクロス

クロット スマッシュライン15 エッジライン プラシード15 ひより15

太陽のチカラで外壁の汚れを分解。
雨のチカラでキレイに洗い流す。

紫外線をガードして、色あせ・日焼けを抑える。

当社標準採用の光触媒コート（無機塗装）の場合

無機質のセラミックコートだから紫外線ではほとんど劣化しま
せん。また、紫外線吸収剤により、着色層を保護しています。

一般的な塗装（有機塗装）の場合

紫外線が有機塗装面を浸食し、
劣化を引き起こします。

高耐久商品でライフサイクルコストを軽減できます

高い断熱性能で、夏涼しく、冬暖かい。
いごこちをつくる窓。

［樹脂］＋［ガス入Low-E複層ガラス］で実現した国内最高レベル
の断熱性能。
冷気や直射日光に負けない、快適な空間が生まれます。

樹脂だから
結露の発生を軽減します。
熱の伝わりはアルミの約1,000分の1

空気層より熱を伝えにくい
アルゴンガス層。
空気に比べ熱伝導を
約３０%抑えます。

APW330 一般サッシ

アクリル積層 耐候性に優れたアクリル積層が、

外観色の経年変化を抑えます。

紫外線アクリル

アクリルは紫外線を透過するので外観色は変化
しません。また光乱反射が
起きないので外観色の色合いを長く保ちます。
（内外ホワイト（ＹＷ色）は除く）

二ティ

オプション OP

C09（全8色）

ｽﾏｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｷｰ

【電子キーの登録リスト】
登録している電子キーのリ
ストを確認できます。電キー
紛失時などには、削除する
ことができます。
【ドアの設定状況リスト】
自動施錠などの各種設定
の状況を確認できます。

■スマートフォンの登録

□ 全部で７台まで登録可能
管理用スマートフォン２台、一般用
スマートフォン５台まで登録可能です。

■スマートコントロールキー専用アプリ
※ダウンロードが必要です
ドアとBluetoothを介してペアリングすることで施解錠は
もちろん、キーの管理、施解錠履歴の確認などを行える
専用アプリです。

タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、
面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。

タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます

タグキー スマートフォン

アプリを使ってリモコン操作 ポケットに入れたままハンドルの
ボタンを押すだけ
※設置環境やスマートフォンの状態によっては
施解錠するまでに最大１２秒掛かる場合があります。

非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

トリニティストーン新深石 ニューリッジウェーブ 寄木調18
ニューレイヤー
レリーフ

シックボーダー

ディレクトーン

カラーバリエーション



内装ドア ＶＥＲＩＴＩＳ

コンポリア フラット扉タイプ ＶＥＲＩＴＩＳ 床材 ベリティスフロアーSハードコート

当社では収納量の多いコンポリアを標準仕様と致しました。

リビングから水まわり・居室まで、お部屋の目的に合ったドアを、豊富なデザインからお選びいただけます。

収納扉 ＶＥＲＩＴＩＳ

システム階段 スタンダードタイプ ＶＥＲＩＴＩＳ
狭くて一直線の階段って危ないですよね！
事故が起こってからでは遅いので、階段の広さ、勾配に当社はこだわりました。

※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

芙蓉ホームの家

家族の空間をトータルコーディネイト 標準内装材の豊富なカラーバリエーションを組み合わせて、
あなたの暮らしに合うスタイルを見つけて下さい。

スタイリッシュモダンスタイル ジャパニーズモダンスタイル ヴィラ・リゾートスタイル モダンクラシックスタイル

カジュアルスタイル ナチュラルスタイル ヴィンテージスタイル フレンチ・シックスタイル

天袋ユニットは
取 っ 手 の な い
扉を採用

天袋ユニット+カウンター 幅1600ｍｍ

棚板は、取り外
して水洗いでき
る樹脂製

棚位置は30mm
ピッチで調整可
能

カラーバリエーション『トータルコーディネート柄』

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄

採光タイプ（リビング１ヶ所）

WA型 WB型 WC型 KC型LD型 LA型 LB型 LC型

パネルタイプ

PA・TA型

シート内部の構成

安全性に配慮した
採光部を採用

半透明合わせガラス（6mm厚） 透明熱処理ガラス（4mm厚） 半透明アクリル板（4mm厚）

普通の
ガラス

ウォールナット柄
重厚な紫褐色、力強く描
き出された濃淡のある
縞柄模様。風格とあた
たかみを兼ね備えた表
情が、落ち着きを感じさ
せます。

チェリー柄
赤みがかったやさしい色
合いが醸し出す、上品な
華やかさ。なめらかな木
肌に描かれた、緻密な木
目が落ち着いた印象を与
えます。

オーク柄
淡い褐色と表情に富ん
だ木目が生み出す豊か
な質感。やさしさを感じ
させる素朴な風合いが、
自然のあたたかみを創
り出します。

メープル柄
軽やかな清潔感を感じさ
せる、明るくやさしい色合
い。ほんのりピンク色を帯
びた、自然な色ムラが多
彩な表情を描き出します。

ホワイトオーク柄
素朴な風合いながらも、
くっきりとした表情。やわ
らかく明るい色調が、空
間にやさしい印象をもた
らせます。

しっくいホワイト柄
漆喰独特の透明感のあ
る、白色の上品な美しさ。
しっとりとした豊かでやさ
しい風合いは、凛とした
力強さも醸し出します。

カラーセレクト

硬化コーティングで耐
傷性と耐汚染性能を高
めた表面仕上げです。
汚れがつきにくく、光沢
も長持ちします。

踏み板の表面は
滑り止めに配慮
したスリップレス
シート仕様です。
さらに滑り止めの
2本U溝加工を施
し安全性に配慮
しています。

手すりがあると安定
感が増し、手足にか
かる負担も減って安
全に昇降出来ます。
切れ目のない連続手
すりだからより安心
です。

蹴込み板を白系の部
材に変更することも可
能モダン空間の演出も
楽しめます。

フリー走行

ピボット固定

クローゼット扉レセンテ（主寝室・子供部屋） 収納開き扉（階段下物入） ３枚シンクロ引戸（押入）

廊 下 の 壁 面 ス
ペースを収納とし
て活用します。掃
除機や脚立 、工
具、買い置き品な
ど、日常的に使う
ものや背が高くて
かさばる物なども
すっきり収納。

開閉スペースを
とらない引戸タ
イプ。３枚の扉
が連動して動く
ことで、スムー
ズ な 開 閉 を 実
現しました。開
口部分が広い
ので、ふとんの
出し入れも楽に
できます。

※収納部材は
オプションです。

ハサマナイズ機構
小さなお子様を指
はさみ事故から守
る、指はさみ防止
機構付きの扉です。
つかまり立ちや伝
い歩きをはじめた
お 子 様 が い ら っ
しゃるご家庭など
にもおすすめです。

カラーセレクト

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ柄 ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄

メープル柄 ホワイト
オーク柄

しっくい
ホワイト柄

当社はお施主様の健康や環境を考えました。低ホルムアルデヒド仕様
商品はあたりまえの時代です。パナソニックのベリティスは業界初、シッ
クハウス症候群対策としてトルエン、キシレンを大幅に抑制しています。
だから！パナソニックのベリティスを標準仕様としました。

※JASに規定された床材・一部の壁材などは、JASに基づく
表示です。

抗菌塗装

建具から階段、床材までトータルコーディネイト

F☆☆☆☆にこだわった建材を使用

ホワイト
アッシュ柄

ホワイトアッシュ柄
清潔感のある白系の色
合いは、コーディネート
がしやすく、上品な雰
囲気漂う空間を演出し
ます。

カラーセレクト

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ
柄

ウォール
ナット柄

チェリー柄 オーク柄 メープル柄

ホワイト
オーク柄

しっくい
ホワイト柄

ホワイト
アッシュ柄

カラーセレクト

ウォール
ナット柄

チェリー柄

オーク柄 メープル柄 ホワイト
オーク柄

しっくい
ホワイト柄※1

ホワイト
アッシュ柄※2

芙蓉ホーム仕様

ハンドル（A1型） 引手（角型）

カラーバリエーション『トレンド柄』

チャコールオーク柄 エイジドチーク柄 インディゴオーク柄 ｴｲｼﾞﾄﾞﾁｪｽﾅｯﾄ柄

ｳｫｯｼｭﾄﾞｵｰｸ柄 ｱｲﾎﾞﾘｰｱｯｼｭ柄ｶｰﾑﾁｪﾘｰ柄

ソフトウォールナット柄
独特な深みのある色
合いとゆらめく縞模様
が魅力のウォール
ナット。細やかな美しい
木目が、やわらかで
気品を感じる空間を
演出します。

ソフトチェリー柄
木肌が美しく、滑らか
でやさしい印象の
チェリー。淡い木目
の緩やかなグラデー
ションが、インテリアに
豊かな表情を届けます。

ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙﾅｯﾄ
柄

ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄ｿﾌﾄﾁｪﾘｰ柄

チ ャ コ ー ル
オーク柄

イ ン デ ィ ゴ
オーク柄

カームチェリー
柄

エイジドチー
ク柄

ｴｲｼﾞﾄﾞﾁｪｽﾅｯ
ﾄ柄

ｳｫｯｼｭﾄﾞｵｰｸ
柄

ｱｲﾎﾞﾘｰｱｯｼｭ
柄

幅木・蹴込み板・
側板のみ

踏み板、上框は除く

幅木・蹴込み板・
側板は無し

カバー蝶番

サテンシルバー色（塗装）

従来のベリティスカラーに7つのトレンド柄を追加した、
合計12色柄をご用意。

※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用
をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2 使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

※標準棚板2枚ずつ計4枚



※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

芙蓉ホームの家

カラーセレクト

キッチン ラクシーナ

扉・取っ手 選べる扉柄は16柄。取っ手も選べます。

収納 使いやすく、容量たっぷりの新・立体収納

オール電化仕様

キッチンから地球環境を考える

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックが キッチンで

一番大切な「料理しやすさ」を考え抜いてつくりました。

CW30
ブルー

CV30
ラインホワイト柄

CJ30
マットホワイト

CS30
エイジドダーク柄

CS30
エイジドライト柄

CW30
ライトベージュ

鏡面

CW30
ホワイト

鏡面 鏡面

CW30
ピンク

鏡面

CW30
イエロー

鏡面

CV30
ラインダーク柄

鏡面

CV30
ラインミディアム柄

鏡面

CV30
ラインライト柄

鏡面 鏡面

CB30
ベリーレッド

鏡面

CB30
マンゴーイエロー

鏡面

CB30
ローズピンク

鏡面

CB30
アクアブルー

鏡面

ハンドル取っ手
HES・HEE

ハンドル取っ手
HAA・HAE

アルミライン取っ手
LCA

Ｔｙｐｅ１

ブラックの木目柄と、シルバー
色のストッカーの組み合わせ
がスタイリッシュな印象のキッ
チンです。セミオープンタイプ
のキッチンは、ダイニングとの
距離をほどよく保ちます。

Ｔｙｐｅ2

空間をひろびろ感じさせる、奥
行きの浅いフラット対面プラン。
背面のカップボードの高さを低
めに設計することで、
手も届きやすく、より圧迫感を
抑えています。

調理スペース下

2段引出し
ストッカー付

コンロ下

コンロ下スライド

シンク下

シンク下スライド

収納パーツを標準装備しています。

手の届きやすい範囲によく
使うモノを置くなど、収納す
るモノの使用頻度や、使う
場所から、最適な収納場
所を考えました。

だから、使いやすく、いつも
きれいに片づきます。

適材適所に収納できるか
ら使いやすい

おそうじラクラク 汚れてもお手入れ簡単

段差が小さく、継ぎ目の隙間がないので、汚れが溜まりにくいシ
ンプルで美しいシンクです。

カウンターとのスキマをなくせば簡単にキレイ スキマレスシンク

お掃除ラクラク、色や質感も多彩にラインアップ。

汚れが付きにくくお手入れ簡単 キッチンボード

プランに合わせて２タイプご用意。
お手入れラクラク レンジフード

スマートフード
（壁付けⅠ型プランの場合）

薄型サイドフード
（フラット対面プランの場合）

おそうじラクラク！
・フラット形状で拭き掃除がし
やすく、掃除箇所にもラクに手
が届きます。

・お掃除しやすいフィルターを
採用。

電気の力を使って、便利さ・快適さを高めながらクリーンに省エネ。当社はエコ
キュートやＩＨクッキングヒーターなどを採用して、理想の暮らしを実現します。

鍋を一瞬トッププ
レートから離して
も、素早い温度
復帰で、火力感
が落ちません。

1人分でも4人分で

も食材量や鍋の大
きさによって温度
の変化を見張って
加熱を コントロー
ル！

トップコートプレー
トは凹凸がないの
で、吹きこぼれて
もさっと拭くだけで
キレイに。

3kW湯沸かし
（左ＩＨ）

たっぷりのお湯も
スピーディーに沸
かせます。

ロースター部

ふだんよく食べる
焼 き 魚 3メ ニ ュ ー
「生・姿焼き」「切身
/干物」「つけ焼き」
は自動調理におま
かせ。

おそうじもラクラク

IHクッキングヒーター 火力センサー付 シルバー色

火がないから安全安心。石目調の美し
い結晶化ガラストップ。フラット天面だ
からお手入れもさっと拭くだけ。鉄・ス
テンレス対応。

光火力センサーと制御プログラ
ムでおいしく調理かしこく省エネ

鍋フリ
OK!

お弁当づくり
に便利！

クッキングコンセント
素早くカンタンに調理家電が使いこなせます

手前にコンセントがあるからカウン
ター上に物が多くてもコードが汚れ
にくく、気にせず使えます。

台所用スポンジ（ナイロン
たわし除く）での摩擦にも、
表面に傷をつけることが
ほとんどありません。（当
社試験データより）

強アルカリ洗剤、ソース、
しょうゆなどを6時間放置後、
表面の変化、変質、腐食な
どがほとんどありません。
（鏡面調3mm厚を除く）
（当社試験データより）

油温度20℃の滴下試験や耐熱試
験の結果、変色、変質がほとんどあ
りません。（当社試験データより）

使い方に合わせて左右へ自由に動かせる便利なスラくる
ネット。洗いものや調理などの作業性がアップします。

端から端まで動かせる スラくるネット

カラーセレクト

ホワイト

木目 木目

ハンドル取っ手+つまみ
取っ手MJD・MJE・MJG

ライトナイーブ柄（メラミン樹脂化粧シート） ネオマーブル柄（メラミン樹脂化粧シート）

ホワイト



芙蓉ホームの家

カラーセレクト

流すたびに、便器をキレイに。全自動おそうじトイレ。

※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

システムバスルーム オフローラ

ゆとりある1600mm×1800mmサイズの広々快適バスルーム。なめらかな人造大理石の浴槽、カウンター、水栓は、

キレイが続く有機ガラス系新素材でお掃除もラクラク。しかも保温浴槽タイプだから温かいお湯で存分にくつろげます。

パナソニックビルダーズグループは、ひとクラス上の満足をお届けします。

保温浴槽Ⅱ

ご飯どきから深夜までお湯が冷めにくく、光熱費もグンとおトク。

洗面化粧台 Cline（シーライン） 3面鏡プラン 900タイプ

全自動おそうじトイレ アラウーノZ160 1F

ミディアムベージュ

ミディアムホワイト

ミディアムグレー

床カラー

ライトホワイト

ライトローズ

ライトベージュ

ライトグリーン

ｱｸｱﾏｰﾌﾞﾙ浴槽Wall［壁］ 壁柄

当社標準仕様の浴室

は、広さが自慢です。

1.25倍
サイズで
広々！

※1216,1316サイ
ズへの対応は、
アーチ浴槽のみ
となります。

光熱費
比較

保温機能なし浴槽 保温浴槽Ⅱ

5,900円

2,000円

1年間で※2

約3,900円もお得！

※2 水道・光熱費算出基準料金（税込）■ガス料金目安単価：１６８円/㎥（東京
ガス32㎥/月 H24.03）、電力料金目安単価：22円/kWh（（社）全国家庭電気製品
公正取引委員会）、上水道/下水道料金目安単価：265円/㎥（東京都水道局換
算式より〈呼び径20mm/使用水量30㎥とする〉） ■家族条件：4人家族 ■お湯
はりして4時間後に追い焚きすると仮定し、その時の湯温低下（６ヶ月間は半分
の湯温低下と仮定した平均値）を、保温浴槽Ⅱ：1.50℃、保温なし浴槽：4.45℃
とする。 ■浴槽水量：７０％深さ（189ℓ）、ガス熱量：45MJ/㎥、給湯効率：0.8とし
て計算。年間のガス使用量（㎥）は、保温浴槽Ⅱ：12、保温なし浴槽：35.7となり
ます。 ＊シミュレーションの計算は2014年1月時点。消費税は5％で計算。パナ
ソニック製FRP保温なし浴槽を単品にてJIS基準に基づき測定。 ＊保温浴槽Ⅱの
場合は循環式浄化温水器（24時間バス）には対応できません。

※1 ［浴槽内の温度変化の実験条件］JIS高断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽）基準 周囲環
境温度：１０℃/浴槽水量：深さ７０％/測定開始湯温：４０℃/風呂フタを閉じた状態で4
時間後の湯温低下が2.5℃以内
湯温低下に関するご注意 浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使

用の条件で湯温低下は異なります。以下の場合は、湯温がカタログ表示値より低下
します。・循環金具を取り付けた場合。・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止
するタイプの追い焚き付き給湯器をご使用の場合。・ジェットバスとの組合せの場合。

保温浴槽Ⅱ -2.5℃※1

浴槽内の温度変化
5時間経っても

2.5℃以内の温度低下

カウンター側の壁1面
にアクセントパネルを
採用し、他3面を周辺
パネルで構成。
斬新で個性豊かな空
間が演出できます。

「ささっとキレイ排水口」 約10年間※汚れはじき効果が続きます。

スゴピカカウンター（スクエア・ラック）

汚れにくく、収納ラック付ですっきり

選べる浴槽２タイプ。ゆったりつかまり

やすいステップ＆アームレスト。

エスライン浴槽
足元側のベンチで半身浴
や親子での入浴も楽しめ
ます。

半身浴ステップ

浴槽内の滑り止め

アーチ浴槽
肩までしっかりお湯につ
かって足を伸ばし易い浴
槽です。

浴槽内の滑り止め

アームレスト

汚れも

さっと洗い
流せる。

捕集した
髪の毛は
さっとゴミ箱へ。

水の流れで
髪の毛を
中央に。

3つの新技術があなたに代わってお掃除します

汚れの原因の水アカをはじく
新素材（有機ガラス系）の便器

ヌメリ、黒ズミの原因は水アカ。水アカのつきに
くい新素材がお掃除の手間を省いてくれます。

2種類の泡洗浄で1回1回
すみずみまでお掃除！
「激落ちバブル」

①ミリバブルの気泡
（直径5mm）で目に見
える大きな汚れを除去。

②洗剤マイクロバブル
（直径60μm）で目に
見えない小さな汚れも
除去。

うずまき状の水流で
ズバッと流す
「スパイラル水流」

水が勢いよく便器を旋回してしつこ
い汚れも一気に流します。

市販の台所用合成洗剤
（中性）をご使用ください。

アラウーノ手洗い

アラウーノと同じ有機ガラス系の素材なので、水あかが
つきにくく、おそうじラクラク。
狭いトイレにも設置しやすいスリムな形状です。

扉柄

ｿﾌﾄｳｫｰﾙ
ﾅｯﾄ柄

ｿｽﾄｵｰｸ
柄

ﾎﾜｲﾄｱｯ
ｼｭ柄

ミラーの裏はたっぷり収納

電気代ゼロ！消し忘れの心配無用！
くもらないミラー

吸水コーティングでお風呂上がりの湯気でも鏡は
全面クリア（センターミラーのみ） ※センターミラーが

くもりシャット仕様
です。

ホワイト ソフトウォールナット柄

アルベロブラック柄

ソフトオーク柄

アルベロホワイト柄

パナソニックの
「おそうじラクラク」ポイント

継ぎ目や隙間がないカウンター
汚れてもささっと拭くだけ

髪の毛などのゴミをささっと
取り除けるヘアキャッチャー

掃除しにくかったフチの
隙間がない排水口

■さっとカンタン「ひとふき形状」

汚れがたまるフチの裏をなくすこと
で、お掃除もさっとひとふきです。

汚れても一気にふき取れます。

■汚れをためない「スキマレス設計」

完全一体成型なので、汚れがたまりやすい
便座と便器のスキマがなく、お手入れらくらく。

拭きやすい、汚れをためないカタチ

トリプル汚れガードでハネ・タレ・モレ汚れを抑えます

片手で湯温・湯量の調整ができるマルチシングルレバー洗面

吐水口部分を引き
出せば、
花瓶などの水入れ
もラクラク

■マルチシングルレバー洗面
（スゴピカ水栓）

ドレッサー感覚で使える
洗練されたフォルムのカウンター

フッ素系特殊コーティングが
汚れをはじいてつきにくく
します。

はっ水性のため、水アカが表面
に固着しません。

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア

進化した「ターントラップ洗浄方式」で大幅節水

１ ハネガード
フチにあたっても

タレガード
座ってしたときは

モレガード

泡のクッションで
受けとめて、

「トビハネヨゴレ」を
おさえる。

フチの立ち上がりが、

外に垂れ出るのを
おさえる。

「便座」と「便器」の巧
みな合わせ技で、
漏れ出すのをおさえる。

タオル掛け握りバー（400mm）

ドア

スキットドア

カウンター/ミラー/水栓

スリムミラー

暖房換気乾燥機

冷え切った浴室を入浴前にあらかじ
め暖房。温度差を小さくして、身体へ
の 負 担 を 軽 減 で き ま す 。 湿 気 も
シャットアウトするからカビが発生し
にくい、浴室暖房乾燥機です。洗濯
物の乾燥もできます。
（写真はイメージです）

ブライト照明

照明

ホワイト ブラックベージュ

スゴピカカウンター（スクエア・ラック）

スゴピカ水栓（ラウンド）

ブラック

ホワイト

シャワースライドバー
（メタル）

W水流シャワー
（メタル）

保温浴槽Ⅱ

アイスラック
ブラウン柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

ガラスタイル
クリア柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

アイスラック
グレー柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

ガラスタイル
ピンク柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

ガラスタイル
ホワイト柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

シャンパン柄（AC）
＋
グレイスホワイト柄

モザイク硝子
ブラウン柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

アンティーク
ブラック柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

ガラスタイル
ブラック柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

サニーベージュ
柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

アンティーク
ブラウン柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

エアリー
ブルー柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

エアリー
ピンク柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

ドラマ
ホワイト柄（AC）＋
パラレルホワイト柄

ダーク
マーブル柄(AC)＋
パラレルホワイト柄

モザイク
ベージュ柄（AC）＋
グレイスホワイト柄

珊瑚石柄（AC）＋
グレイスホワイト柄

クレマストーン
柄（AC）＋
グレイスホワイト柄

ウォールナット
柄（AC）＋
グレイスホワイト柄

チェリー柄（AC）＋
グレイスホワイト柄

メープル柄（AC）＋
グレイスホワイト柄

ブラックランダム
ライン(AC)＋
グレイスホワイト柄

グレーランダム
ライン(AC)＋
グレイスホワイト柄

ベージュランダム
ライン(AC)＋
グレイスホワイト柄

汚れにくいカウンター

ラックは収納量たっぷり

従来の棚の３段分の収納量。
水切りに優れ汚れがたまりにくいワイヤー形状を採用。
取り外しも可能でラクにお掃除ができます。
座ったままでも使いやすい位置なのもポイントです。

水をはじきやすく、汚れが付きにくい素材を採用。
フラットデザインでふき掃除がしやすく、足元も
すっきりして床掃除も簡単に。

ライトグレー

汚れをはじく、
スゴピカ素材

（有機ガラス系）

全自動
お掃除機

能

トリプル
汚れガード

搭載

操作をロック

子育て中のご家族でも安心。チャイルドロック機能搭載。

長押しするだけのカンタンな操作で、
子供に触られたくないボタンの操作を無効に。

いたずら等による誤作動を防ぎます。

ヴィンテージメタル

小洗浄をさらに節水

1回あたり約１３Ｌ※1  →
大洗浄時：

約５．0Ｌ※2

小洗浄時：
約3．8Ｌ(注)
（ハネガード＋約１．２Ｌ）

（注）壁排水タイプの場合は、洗浄性能確保のため約４．５Ｌとなります。
※1 約20年前の当社サイホンゼット式トイレ（CH43）。
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。

当社は1618サイズ

内寸1800mm

内
寸
1
6
0
0
m
m



芙蓉ホームの家

※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

テレビドアホン VL-SVE310KL 相手を確認できる薄型モニターTV付インターホン

当社では、標準仕様にモニターTV付インターホンを標準採用と致しました。最近は、いやな訪問販売や物騒な事件が多発し
ております。住む方の安全と安心を確保するための大切な設備です。

照明器具

住宅用火災警報器連動音声警報

ご利用に関する重要なお知らせ
●本システムでインターネットを経由したサービスをご利用される場合は、別途サービス契約（有料）が必要と
なります。●本サービスご利用にはADSL、CATV、FTTHなどインターネット常時接続サービスへの加入が必要
です。●インターネットサービスのご契約、ルーターの準備・設置はお客様ご自身でお願いします。

デジタルテレビで楽しめる新機能

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番

火災発生!連動式だから住戸全域にお知らせ!“お知ら
せ音”もパナソニックは、はっきり伝えるから、小さな
お子さまにも分かりやすい!

宅内ＬＡＮシステム

デジタルテレビを楽しめる宅内配線システムが標準仕様。
インターネットとテレビの接続で楽しみが広がります。

全てＬＥＤを採用。美しい光と影を空間に届けます。
光熱費・ＣＯ２を大幅に削減します。

給湯機 エコキュート フルオートタイプ 370L（3〜5人用）ボイスリモコン付き

電気の力を使って、便利さ・快適さを高めながらクリーンに省エネ

電気代大幅節約！電気代４８％削減
省エネ性能アップ。節電しながら、しっかり明る
く。

写真はイメージです。一部オプション仕様も含まれています。

1 省エネで電気代が安い

リビング ダイニング①（選択） ダイニング②（選択） キッチン 和室 寝室 子供室 書斎

ウォークイン
クローゼット

トイレ 洗面所 内玄関・ホール 階段 玄関ポーチ 勝手口

ＬＥＤ照明の特徴

※LSEB1028（当社2013年12月発売機種）とHFA8414（当社
2009年度機種）との比較。1日5.5時間点灯（年間約2000時間
点灯）・電力料金目安単価21円／kWh（税込）

長寿命で、ランプ交換不要。※2
面倒なランプ交換の必要もなく※2、メンテ
ナンスがラク。廃棄物を削減し、省資源にも
貢献します。

2 光源寿命 約40,000時間※1

※1：光束維持率70％ ※2：故障時には修理が必要になります。

光の立ち上がりが早いため、最初からパッと
明るく点灯します。気温が低くても、スイッチ
を入れた瞬間に明るくなります。

3 すぐ明るくなります

スイッチのON・OFF操作を頻繁に繰り返しても、性能に影響するこ
とがありません。

4 ＯＮ・ＯＦＦを繰り返しても大丈夫

キッチンやお風呂でお湯
をたっぷり使えます。

空気の熱を利用するエコキュートの仕組み
パナソニック エコキュートは、
空気の熱（大気熱）を利用して
お湯を沸かす
ヒートポンプ給湯機です。

業界初（※）ひとセンサー
（※ヒートポンプ給湯機において2009
年7月10日発売）

ひとセンサーが入室を検知し、設定温
度まで加熱開始。入浴していないとき
のふろ自動保温による、エネルギー消
費を抑えます。

ダブル湯温コントロールで快適
例えばキッチンの給湯とお風呂を
別々の温度に設定しても、同時に違
う温度のお湯が使えるので、さらに
快適。

エコナビ機能付きエコキュート

給湯湯温設定
32・35・38〜47・60℃

風呂湯はり温度設定
36〜48℃

［ 照明一覧 ］

エコキュートとは…
大気熱でお湯を沸かす地球環境への負荷を抑えた自然冷媒（CO2）
ヒートポンプ給湯機です。

自然冷媒（CO2）とは…
一般に自然界に存在する物質で、可燃性、毒性もありません。また
加熱能力に優れているため、外気温が−10℃※と低くても高温での
貯湯が可能で、高温沸き上げに適している冷媒です。（※寒冷地
仕様の場合は−20℃、一体型の場合は−5℃）

当社では、標準仕様にモニ
ターTV付インターホンを標準
採用と致しました。いやな訪問
販売や物騒な事件が多発して
いる中で、住む方の安全と安
心を確保するための大切な設
備です。

見知らぬ来訪者にはドアホンが
応答する「あんしん応答」

ドアホンが音声で応答して
くれるので、応答前に来訪者
の名前、用件が確認できます。

住宅用火災警報器と連動して、
外にも火災警報

接続した住宅用火災警報器
が火災を感知すると､モニタ
ー親機はもちろんカメラ玄関
子機からも警報音と音声､LED
ライトの点滅で外にも通知。

COMBO-LIGHT（宅配ボックス）
との連携で荷受けをお知らせ

宅配業者にドアホンが応答し
て宅配ボックスへの投函を促し
ます。また、COMBO-LIGHTと
の連携でモニター親機が荷受
けをお知らせ。

空断水時には
非常用水になります

非常用取水栓を標準装備しており、
断水時にはタンク内の水を生活用水
として使用できます。

湯温学習制御
お湯の冷め方を学習し、繰り返しの
湯温チェックをカット※３。省エネ性が
向上しました。

エコナビでふろ保温時最大約３５％※1省エネ

通信規格ECHONET Lite（エコーネット ライト）に対応

電気使用量の
『見える化』

どれだけのエネルギーが、
いつ、どこで、何に使用されているかを

モニターなどで確認できます。

電気設備をかしこく
『最適制御』

設備を自動的にコントロールし、
エネルギーを制御して節電します。



全棟耐震住宅工法「テクノストラクチャー」を採用。住まいを強
固に支える木と鉄のハイブリット工法が地震に対する備えとな
ります。

芙蓉ホームの家

※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。



①緊急トラブル対応サービス：〈緊急トラブルサービス共通の注意事項〉※30分を超える作業や部品代は、お客様のご負担となります。※部品交換が必要な作業は、後日作業となります。※緊急の応急処置以外の修理の場合は、無料サービスの対象外となります。※火災、風水害、地震、津波など天変地異、騒乱などが原因の場合はサービスの対象外となります。※上記
以外のパナソニックの住宅設備・建材の修理のご相談は、パナソニック修理ご相談センターで対応いたします。〈 水のトラブルについての注意事項〉※エアコン、温水洗浄便座等の故障、給排水管の凍結は、サービス対象外となります。〈鍵のトラブルについての注意事項〉※玄関の鍵開けは、ピッキング対策用のシリンダーやセキュリティ機能のついた鍵の場合には、開錠で
きないことがあります。〈ガラスのトラブルについての注意事項〉※ガラスの応急対応は、事件性が有る場合は警察への届け出をされてからの状況に応じてのご対応となります。※ガラス交換時の作業料金・特殊作業料金については、お客様のご負担となります。〈 給湯機のトラブルについての注意事項〉※給湯器の修理には即日対応出来ない場合がございます。 ■お手伝
いサービス：※30分を超える作業や吹き抜けなど、高所作業にかかる足場設置費用は、お客様負担となります。※家具の移動は運ぶものの大きさや重さなどによって特殊な用具や人数が必要になる場合は、別途費用が発生する場合があります。※3回目以降の作業のご依頼については別途会員特別価格にてサービスをご提供します。※津波・高潮などの天変地異を原因
として発生した水濡れ被害の室内拭き取り処理はサービスの対象外となります。 ■ご紹介サービス：※会員とパナソニック紹介のメンテナンス業者との直接契約となります。 ＜全サービス共通注意事項＞※会員ご本人、会員と同居のご親族（1親等以内）からのご連絡に対応します。※離島等、一部対応できない地域もあります。

芙蓉ホームの家

※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。



壁又は天井クロスデザイン

※記載内容は令和4年3月現在のものです。 ※商品改良のため、仕様・設備・外観等は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。 ※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

芙蓉ホームオリジナル



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

ご家族様から頂いた声

Ａさん《夫婦２人＋子供１人》

Ｑ：家づくりの要望・こだわりは？

どこにいても家族の気配を感じていたかったので１階は１つの
空間にして下さいとお願いしました。
構造計算もしっかり行ってくれて安心！！
家族みんなが満足しています。

Ｂさん《夫婦２人＋子供２人》

Ｑ：住み心地は？

家族や友達などを招待してまず、１階の開放感に驚きます。
全面開放できる窓を開け放つとリビングとデッキが一体化。
秋や春には仲間を大勢集めてホームパーティーで盛り上がってます。



芙蓉ホーム（芙蓉ディベロップメント株式会社）

Ｅさん《夫婦２人》

Ｑ：どうして芙蓉ホームを選んだのですか？

とても丁寧で、きちんと私たちの意見を参考にいろんな提案をしていただきまし
た。
何よりも、契約を急がず、私たちがすべて納得するまで内観パースや外観
パースなど出してくれました。
あと、オールパナソニックの仕様やテクノストラクチャ―工法も安心で、是非お
すすめしたいです。
大手ハウスメーカーで最初考えていましたが、本当にコストパフォーマンスや
対応など、大手以上の安心とセンスの良い建物ができました。

Ｆさん《夫婦２人＋お母様》

Ｑ：家づくりの要望・こだわりは？

間取りや建具・窓・照明などすべてにこだわり、設計案を出して頂いた時
から施行中まで様々な要望を伝えました。
置きたいインテリアに合わせて設計してくれたのがとても良かったです。


