
２０１8年 新春キャンペーン 
優 You 

平成30年1月1日～平成30年3月31日まで 



　
お施主様
チェック

欄

① (1セット)

② (1ヶ所)

③ (2ヶ所)

※ (1ヶ所)

① (1セット)

② (1セット)

③ (2ヶ所)

お施主様
チェック

欄

① (1セット)

② 「フラットスリムレンジフード」　へグレードＵＰ (1セット)

Ｂ
タカラスタンダード

「オフェリア」
（3個）

① (1セット)

② (1セット)

③ (1セット)

④ (1セット)

クロス トキワ (トイレ部分)

キッチン

天井・壁　「マッスルウォール」サイクル消臭タイプや撥水タイプにグレードUP

※当社商品の仕様変更によりキャンペーン対応出来ない場合が御座います。

建材 C 大建工業
4点のうち

１点

2メーカーのうち
１メーカー

Ａ
クリナップ

「ＫＴ」
２点共

「システムマグネット収納」（どこでもラック）13アイテムの中から3個

2018年　新春キャンペン一覧（優　You）

サッシ

手動シャッターから電動シャッターへグレードアップ（リモコン電動仕様）

玄関ドア　次世代ドアキーシステム「ポケットキー」へグレードＵＰ

A LIXIL 5棟

3点のうち
１点

玄関ドア　エントリーシステム「カザスプラス」　へグレードＵＰ

手動シャッターから「電動シャッター」へグレードアップ（リモコン電動仕様）

壁厚収納「カベピタ」格納イス　　※プラン・構造計算によっては取付出来ない場合がございます。

２メーカーのうち
１メーカー

サッシを防火戸「ＦＧ-Ｈ」へグレードＵＰ

更に、ＬＩＸＩＬ建材も採用された場合は「姿見ミラー」（Ｗ600*Ｈ1800まで）をプレゼント

B YKKap 3点のうち
1点

玄関ドア　高断熱仕様「Ｉｎｎｏ Ｂｅｓｔ　Ｄ50」防火ドアへグレードＵＰ

「浄水器一体型水栓」へグレードＵＰ

室内物干し「物干し上手」　天井直付・手動昇降タイプ

室内物干し「物干し上手」　天井直付・薄型簡易タイプ（ポール2本）

シェルフ付物干しカウンター　衣類を掛けたり小物が置ける多目的シェルフです

実施図面決定までに選択していただきます。 

仕上げ打合せ時に選択していただきます。 



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

当社従来品
（非防火）

49.5㎜

防火戸FG-H

26.5㎜

リビング建材もＬＩＸＩＬで
ご採用の場合
リビング建材もＬＩＸＩＬで
ご採用の場合

③防火戸 FG-H③防火戸 FG-H②電動シャッター②電動シャッター①カザスプラス①カザスプラス

２０１８年 新春キャンペーン 限定５棟

外出時に身だしなみを整える、
姿見として最適です。

１ヶ所

１ヶ所

リビング
２ヶ所まで

※１ヶ所 W600×H1800まで（関東ハウジング様施工）

LIXIL製品（サッシ１棟分・玄関ドア）
ご採用で下記３点より１点プレゼント！

１台のシャッターをお部屋の

どこからでもスイッチひとつで

操作できます。スイッチは

「開」「停止」「閉」の簡単操作

です。

■ １チャンネルリモコン

リモコン
電動

障害物に当たると停止・反転する安全機能付き。

画像はイメージです。

カードやケータイでピッとカギを開ける。

万一の停電時にも、

手動で開閉

ケータイでも！

Ｅdy 対応カードでも！

カードキーでも！

駅の改札は、

カードやケータイで

ピッと通れる。

そんならくらくなスタイルを

わが家の玄関に!

まるで窓が存在しないかのような
シンプルで美しいデザインを追求しました。

フレームを約５０％スリム化

室内からフレームがほとんど見えず、まるで窓

が存在していないかのようなシンプルで美しい

フォルム。

外と内がつながる

心地よい窓辺を実現します。

※縦すべり出し窓（オペレーター）での比較

（サーモス L） （サーモスⅡ-H）

特別
特典

PRPSC0-171206-029



２０１８年 新春キャンペーン

※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。

断熱 ２ロック

脱着

サムターン
鎌錠

玄関から断熱性能を向上させ、

快適な住環境で健康に暮らす。

手動錠

□ストレートハンドル □クラシックハンドル

■基本性能

104 105 107 108 110

■デザイン

■枠バリエーション

■カラーバリエーション ※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログでご確認ください。

ＡＲ ＡＳ Ｗ７

バニラ

ウォールナット

シナモンオーク ハニーチェリー

ＹＦ ＫＸ

キャラメルチーク ラスティックウッド

Ｚ９ Ｗ６

ショコラウォールナット 桑炭

片開き

熱貫流率と

日射熱取得率

■日射熱取得率

国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」より、「戸等の大部分がガラスで構成されない開口部」として、開口部の熱

貫流率に0.034を乗じた値となります。

■熱貫流率

国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」の建具の仕様に合致しないもの

・上記の熱貫流率は、JISA4710に基づく試験により測定された代表試験体の熱貫流率の値、またはJISA2102-1に基づいて一般社団法人リビングアメニティ協会が運用するWindEye（窓の総合熱性能評価プログラム）により

計算された代表試験体の熱貫流率の値です。記載の内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。

※1採光無…該当デザイン：102、105、110、904デザイン※2採光付…該当デザイン：※1採光無を除く全デザイン

※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。

※【平成28年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

防火：遮炎性能を有する防火設備（遮炎時間２０分間） ※建築基準法第２条九号の二／ロ
耐風圧性：S-３ 気密性：A-４ 水密性：W-２

遮音性：住宅性能表示音環境透過損失等級

（外壁開口部）等級２

熱貫流率

■ハンドル



２０１８年 新春キャンペーン

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアＧシリーズ



２０１８年 新春キャンペーン

リモコンシャッター

※キャンペーン対応サイズはＷ６尺用までの２台となります。



PLAN  GUIDE L=2550

(W)

)

)

70

COLOR VARIATION 25

SWEET  STYLE

W650×D485×H183WU

ZGFNK6R14NKE-T

ZSMJT426R14AH-T

ZRS90ABM14FS(R/L)-T

LED

Y o u ( 2 0 1 8 )



　① 　　② 　　③ 　　　④ 　　　⑤ 　　　　⑥ 　　　　　⑦

⑧ ⑨ 　⑩ 　⑪ 　⑫ 　　　　⑬

２０１８年　新春キャンペーン　優　Ｙou

壁がどこでも、収納スペースに。

マグネットだから
取付けカンタン！

移動や追加も自由自在。
手が届きやすい位置に
ピタッと収納！

どこでもラック

磁石でつけるだけのカンタン
設置だから、移動や追加も気
軽にできます。

□フキン掛け
MGSKｳｴﾌｷﾝｶｹ
(上面取付けタイプ）

□小物置きS
MGAKｺﾓﾉﾄﾚｰ15

□レードル掛け
MGSKﾚｰﾄﾞﾙｶｹ

□フキン掛け
MGSKﾌｷﾝｶｹ

□ペーパーホルダー
MGSKﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞ

□タオルハンガーS
MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰS

□タオルハンガーL
MGSKﾀｵﾙﾊﾝｶﾞｰL

□鍋ふたホルダー
MGSKﾅﾍﾞﾌﾀﾎﾙﾀﾞ

□フリーラック
MGSKﾌﾘｰﾗｯｸ

□小物置きL
MGAKｺﾓﾉﾄﾚｰ35

□まな板立て
MGSKﾏﾅｲﾀﾀﾃ

□レシピ立て
MGSKﾚｼﾋﾟﾀﾃ

□マルチラック
MGSKｺﾓﾉｲﾚ



2017.08.28

■キャンペーン得点内容：大建工業の床・建具・収納等をご注文いただいたお施主様に、下記のいずれかプレゼント！ 

室内物干し ものほし上手 天井直付タイプ 

生活のジャマにならない、天井面を利用 

する物干しユニット。雨の日や、外に干し 

づらい季節や環境でも室内なら安心です。 

外に干しづらい季節や環境に 
 

冬の季節や雨の日、外に干すと汚れて 

しまうような環境におすすめです。また 

ひとり暮らしの女性など、日中外に干し 

づらい環境でもプライバシーを守ります。 

場所を取りません 
 

天井に近いスペースに 

干しておけるので 

邪魔になりません。 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

３ 

操作棒で昇降 
竿は操作棒（着脱式）を回せば楽に昇降でき 

使わないときは天井面に収納します。 

 

天井面から1000㎜降ります。 
天井高2400㎜の場合、1400㎜高まで降りるため、ラクに干す事ができます。 

重量目安ガイド。 
重量目安ガイド付きで、8㎏まで洗濯物が干せます。 

ものほし上手  

ショート 天井直付昇降（1340タイプ） 

FQ0402-2N ￥48,400 

 

シェルフ付き物干し 

便利で手軽な物干しは、 

衣類を掛けたり小物が置ける 

多目的シェルフです。 

ランドリースペースを有効活用 
 

洗濯機の上のスペースを活用して 

室内物干しとして使用可能です。 

洗剤などの小物も置けます。 

シェルフ付き物干し  

FQ0415-4 ￥23,600 

 

取付け時、少し斜め上になるような 

仕様です。※荷重時に水平を保つ為 

取付け時には少し斜め上になります。 子ども部屋の小物収納棚 リビングの飾り棚 

こんな使い方もオススメ！ 

壁厚収納カベピタ 格納イス 

壁内に格納できる補助イスとして、玄関・洗面室での動きをサポートします。 

耐荷重100㎏ 

締めた状態 

開けた状態 

格納イスSS 
FQ0901-11 ¥49,200／梱   

 

※格納イスは、壁面になじむ 

 ホワイト色のみになります。 

 

 

 

 

 

寸法図 

室内物干し ものほし上手 薄型簡易タイプ 

もの干し上手  

薄型簡易タイプ（2本入り） 

FQ0413-1 ￥23,300 

 

※竿は市販品をご使用下さい。 
※天井保護のため、8㎏以上の荷重はかけないで下さい。 

（昇降タイプとは異なり、安全装置はありません。） 

生活のジャマにならない、天井面を利用 

する物干しユニット。雨の日や、外に干し 

づらい季節や環境でも室内なら安心です。 

※ポールは取り外しが可能です。 



壁１面、１部分だけを濃色にしたり、

好きなテイストの大きな柄にすることで

お部屋のイメージをつくることです。


