
海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

日付：2019/10/20

担当：金子
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上層サイディング

上層サイディング

上層サイディング

上層サイディング

下層サイディング
下層サイディング

下層サイディング

下層サイディング

（バルコニー内側含む）

アクセントサイディング
※入隅にて張り分け

中間水切り（下層サイディング近似色）

オーバーハング金物

※オーバーハング金物上端と中間水切り上端を合わせる
※1,2階の軒天カラーは異なります。

出隅材：下層サイディング

図面名製図年月日
変更年月日 外壁張り分け図

用途地域/建蔽率/容積率

Ver.2019 快適な住まい、ゆとりある暮らし。
1 1 4 6 0 3 　 海 老 名 大 谷 北 4 丁 目 Ⅱ 　 C 号 棟

株 式 会 社 　 秀 建

準防火地域

第一種住居地域/ 6 0 / 2 0 0

東 側立面図　 S： 1 / 1 0 0 南側立面図　 S： 1 / 1 0 0

西側立面図　 S： 1 / 1 0 0北側立面図　 S： 1 / 1 0 0

20 1 9 / 1 0 / 2 0



外壁：部分張り/上下張り
上層[横張り]＜KMEW＞セラディール・親水14 板木目14

下層[横張り]＜KMEW＞エクセレージ・親水14 レベレント

アクセント[横張り]＜KMEW＞ネオロック・光セラ16 セラトピア レマーレⅡ

114603 海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

外 観

ホワイト/W

玄関ドア
＜LIXIL＞ジエスタ２防火戸（K２仕様）

ポーチ・玄関タイル
＜アイコットリョーワ＞
マディソン300角
（施釉B1・磁器質タイル）

サッシ＜LIXIL＞防火戸FG-H

雨樋＜Panasonic＞
グランスケアＰＧＲ６０型
（たて樋：丸型φ60）

室外側 室内側

ＭＤ－３００M/８１

室外側：
ホワイト/W

室内側：
クリエペールP/P

イメージ写真

シルバー色のみ

イメージ写真

オーバーフローキャップ
＜アイユ＞
オーバーフロー管カバー
SOC-1
（ステンレス製）

パース・画像は印刷の特性上実物と多少異なる場合が
あります。またパースの外構や雨樋など反映されない
箇所があります。承認図面と異なる箇所は、承認図面を
優先致します。

MWボワグリーン/CW1832GC

親水コート付

QFレマーレ チタン ブラウンN/NH4802A

Ver.2019
IC 担当ICチェック設計担当工 事 課 ICチェック作成日 2019/10/20

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

屋根＜ＫＭＥＷ＞コロニアルクァッド 物干し＜LIXIL＞
壁付物干金物(可動式)

イメージ写真

※バルコニー笠木はサッシ色と
同色となります。

破風＜ニチハ＞
アウティGLシリーズ
（塗装品）
破風210㎜/鼻隠し180㎜

ラフティホワイト
/JA1*721

イメージ写真

換気フード＜Panasonic＞

イメージ写真

■バルコニー内側：上層サイディング ■中間水切り：下層サイディング近似色 イメージ写真

イメージ写真

～外壁性能～

グラス・ブラウン/CC291AW

※アクセントサイディングは上記内容と
色褪せしにくい機能が付いたコートに
なっています。

光触媒コート付
土台水切り＜Jｏｔｏ＞
防鼠付通気水切り

（鋼板製）

オーバーハング金物＜Jｏｔｏ＞
オーバーハング（穴ありタイプ）

イメージ写真

軒裏換気金物＜日本化学産業＞
ステンレス製軒天換気金物

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

2階部分 標準色
シェルホワイト/YL121

ホワイト/WH

軒天＜ニチハ＞軒天12
スチップル調/木目調
（無孔版） 12㎜ 塗装品

F1C型ﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ

QWマックスホワイト/EW2341H

親水コート付

ホワイト/ＷＴ

ホワイト/ＷＴ

ポーチ上部のみティンバーベージュ/YL141

P20型
オーク(浮造り調)/HＤ

ﾌﾞﾗｽﾄ /ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
ｼﾙﾊﾞｰ （木目調）

ミルクホワイト
/MQG0130

キッチン以外
FY-MFX043
Φ100

キッチンのみ
FY-MFAA063
Φ150

防火仕様：深型パイプフード
（防火ダンパー付）



玄関 リビング 洋室Ｂ,Ｃ 洋室A 1階トイレ 洗面脱衣/2階トイレ 各収納
LD～廊下 パントリー～洗面脱衣

カラーは建具詳細箇所をご確認下さい。
イメージ写真と実物は異なる場合がございます。各扉サイズは承認図面をご確認下さい。

建具デザイン ※各イメージ写真

フラットドアストッパー
＜Panasonic＞

巾木材
＜Panasonic＞
ベリティス

イメージ写真

イメージ写真

イメージ写真

キッチン,階段 笠木材
＜セブン工業＞ゴム集成材

イメージ写真

明かり窓付

窓枠材＜Panasonic＞
ベリティス

キッチン笠木 イメージ写真

床下点検口 樹脂枠＜Joto＞

イメージ写真

※サイズは実際と異なります

IC 担当ICチェック設計担当工 事 課 ICチェック

変更日 2020/02/18 変更日 2020/**/**

変更日 2020/**/** 変更日 2020/**/**

変更日 2020/**/** 変更日 2020/**/**

内 装

天井点検口＜Ｊｏｔｏ＞
高気密型天井点検口

オフホワイトのみ

イメージ写真

床＜Panasonic＞
ベリティスフロアーS eタイプ

建具＜Panasonic＞
ベリティス スタンダードタイプ

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

■注意事項■

LD収納内 床下点検口

洗面脱衣 床下点検口

アイボリー/IV

カラー

デザイン

カラー

カラー

カラー
カラー

カラー

＊集成材の特徴＊

節や色にバラつき
があります。

Ver.2019

傷や汚れに強いベリティスシート

汚れを寄せ付けない硬化コーティングをプラス。
傷への強さも併せて実現しています。

汚れに強い 傷に強い

マジックの汚れも
染み込みにくく、

サッと落とせます。

スチールウールで
こすってもほとんど

傷つきません。

デザイン

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾄﾞｱ：WBデザイン
その他：PA・TAデザイン
玄関収納：W=1200 セパレートタイプ

カラー

床側：ライトブラウン

扉側：ライトブラウン

階段＜Panasonic＞ベリティス
スタンダードタイプ/ストロングバー

ホワイトアッシュ柄/GY

踏み板:カームチェリー柄/CT
蹴込み板･側板

:ホワイトアッシュ柄/GY

オーク柄/EY

オーク柄近似色

収納棚
＜藤山＞
フィットラック
【TSセット】

棚・金具：ホワイト

カラー

W=1２00 セパレートタイプ

114603 海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

作成日 2019/10/20

ｶﾗｰｲﾒｰｼﾞ写真
[間取り・形状は異なります]

ハンドル･丁番･引手
オフブラック/BK

イメージ写真

LDカウンター
＜セブン工業＞ゴム集成材

カラー

＊集成材の特徴＊

節や色にバラつき
があります。

オーク柄近似色

カームチェリー柄/CT

ミディアム
ブラウン/MB

手すり:オーク柄/EY
金具:オフブラック色/BK

オーク柄/EY

明かり窓付

オーク柄 オーク柄 オーク柄

イメージ写真

2020/02/18 図面差替え



カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

トイレ（１,２階共通）

キ ッ チ ン

内部 吹出グリル

IC 担当ICチェック設計担当工 事 課 ICチェック

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

設 備

＜Panasonic＞
24時間換気

■注意事項■

シ ス テ ム バ ス

洗 面 化 粧 台

天井面
FY-GPP023

床面
FY-GWF023

ホワイト ライトブラウン

備 考 欄

Ver.2019

ペールブルー
（ほっカラリ床/タイル調)

＜TOTO＞サザナ Pタイプ

イメージ写真

ホワイト

ホワイト

プリエホワイト セイラン

ホワイト

シーリング照明
(LED・電球色)

エアインクリックシャワー(メタル調)
+２ＷＡＹタッチ水栓

クレイドル浴槽

美しいカーブと全身を包み込むような柔らかさが、
心地よい入浴感をもたらします。

ゆりかごに包まれる
ような新感覚

お湯の出し止めが、
立っても座ってもワンタッチ操作

大幅節水でも量感たっぷり。
秘密は空気を含んだ大粒の水。

お掃除ラクラクで
清潔に保つ工夫がいっぱい！

カビの原因となるゴムパッキンを
無くしたドア。お手入れ簡単。

らくポイヘアキャッチャー

お掃除ラクラク排水口

すっきり形状の排水口

光沢＆マット

アクセントパネル：
鏡側壁面

壁：ベース 壁：アクセント

アクセントパネル：鏡側壁面

※開き戸三方枠（洗面側）
＜Jｏｔｏ＞樹脂製枠材：ホワイトのみ

床

エプロン

浴 槽

ｶｳﾝﾀｰ/収納棚/ｶﾊﾞｰ水栓

照 明

４時間後の温度低下を2.5℃以内に抑えます。

スッキリドア

断熱構造でずっとあったか 浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

＜TOTO＞オクターブ

イメージ写真

パナシェホワイト
(鏡面) ホワイト※取っ手はタオル掛け

併用となります。

扉 カウンター

スマート棚

手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの
一時置きスペースとして使えます。

たっぷり収納

抜群の収納スペースを
誇り、大きな物も余裕で
収まります。

排水管を奥側に納めた
ので、収納スペースを
広く確保！

収納量が大幅に
アップした新開発の
大容量キャビネット

まいにちキレイ

水がコーナーの
排水口へまっし
ぐらに流れる

泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流す
ので、使うたびキレイになります。
薄く端正なフォルムに仕上げた、スリムフォ
ルムカウンターでシャープな印象に。

ラクラクスマート水栓

様々な機能をスマートな直線形状の
水栓に集約しました。
エアインシャワー・エコシングル水栓で、
エコと節約に貢献します。

一時置きエリア水ためエリア

ソフト
（泡まつ）シャワーハンドシャワー

ヒーターなしでもくもりにくい

ベーシックLED照明エコミラー

省エネだから安心。
ＬＥＤは長寿妙なので経済的。

鏡裏はすべて収納スペース

鏡裏収納部には充電に便利な
コンセントを設置しています。

エコミラーは、くもり
止めコートをほどこ
し、電気を不要にし
たエコ仕様。
点けたり消したりす
る手間も省けます。

CO2 年間 約14kg 削減

電気代 年間 約829円 お特

114603 海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

作成日 2019/10/20

ペアウッドアッシュ

ロングバー取手
（ブラック） サンドホワイト

＜クリナップ＞STEDIA(ステディア)

扉

取っ手 ワークトップ

キッチンパネル

モザイクホワイト

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

全口センサ－付コンロ
ZGFNK6R14QSE-T
【水無し片面焼き】
キズに強いホ－ロ－製の
ベ－シックタイプ。

見えない部分まで上質ステンレス。
だから、清潔、長寿命、エコロジー。

レール受けも
ステンレス

側板も
ステンレス

構造自体が
ステンレス

底板も
ステンレス

引出し収納と足もと収納で
たっぷりストック、すっきりキレイに。

フラットスリムレンジフード

凹凸を減らしたシンプルでスリム
なデザイン。省エネ性の高いLED
照明を搭載しました。

お手入れしやすい
内面形状

85cm：
カウンターの高さは
85cmです。

※引き出しの底板には、お手入れのしやすいメラ

ミン化粧板を使用しています。

排水口

クリンラック

ステンレスシンクは、汚れを素早く落とし、美しさが
長持ちします。
人工大理石のキッチンカウンタ－もステンレスシン
クとのマッチングでシャ－プなデザインです。

引出し：底板メラミン

WＧシンク食器洗い器
ZWPP45R14LDS-T

浄水器一体型水栓
JA497MN
水栓にシャワーホースと
浄水器をスリムに内蔵。
節湯Ｃ１

浅型（下部収納あり）

＜TOTO＞ウォシュレット一体形便器 ZJ2

イメージ写真

紙巻器 タオル
掛け

１階 ２階

※キャップカラー
[ライトグレー/パステルピンク/ベージュ]付属

ホワイト

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

プレミスト

＜洗浄後＞
従来陶器
（セフィオンテクト加工なし）

＜洗浄後＞
「セフィオンテクト」

陶器表面の凹凸を
１００万分の１mmのナノレベ
ルでなめらかに仕上げました。
カビや汚れを寄せ付けない
ので、お掃除がぐっと
ラクになります。

自動で便器にミスト（水）を
ふきかけて、水のクッションを
作ります。便器表面をツルツルに
する「セフィオンテクト※」との
相乗効果で、便器を汚れから
守ります。

※イメージです。※詳細はカタログ参照ください

しっかり洗浄、お掃除しやすい
①フチなし形状「スゴフチ」 ②お掃除リフト

③トルネード洗浄

ホワイト



＜パナソニック＞テレビドアホン 1-1タイプ
ＶＬ-ＳＥ３０ＸＬ

留守中の来訪者画像を、30件まで
静止画で自動録画します。

ハンズフリー 手がふさがっている時などにボタンワンタッチで
応答。モニターに向かって手放しでお客様とお話し
できます。

モニター機能 玄関先の様子を音と映像で確認できます。
（室内の音は聞こえません。）

録画機能

ＬＥＤライト
夜の来客でも見やすいライト搭載。
（カメラレンズの向きによっては

ライトが届かず顔の認識が
しにくくなります。）

洋室C

洋室B

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

IC 担当ICチェック設計担当工 事 課 ICチェック

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

照 明
■注意事項■

Ver.2019

キッチン 階段玄関ポーチ 洋室Ａ

リビング/ダイニング
洋室B,C

オプションになります。

LDカウンター上部/SIC
パントリー/廊下/トイレ
キッチン手元灯/洗面脱衣玄関・ホール

洋室A

L品番：Panasonic A品番：KOIZUMI

114603 海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

作成日 2019/10/20

イメージ写真イメージ写真

※人感センサー付



ク ロ ス

IC 担当ICチェック設計担当工 事 課 ICチェック

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

クロス
■注意事項■

Ver.2019 114603 海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

作成日 2019/10/20

天井 壁

玄関・ホール
（収納含む）

ﾍﾞｰｽ:861
ｱｸｾﾝﾄ:898

ﾍﾞｰｽ:861
ｱｸｾﾝﾄ①:BB1250

ｱｸｾﾝﾄ②:895LDK・廊下・階段
（収納/パントリー含む）

洋室A（収納含む） 843
ﾍﾞｰｽ:884

ｱｸｾﾝﾄ:840

洋室B（収納含む）

817
ﾍﾞｰｽ:817

ｱｸｾﾝﾄ:891
洋室C（収納含む）

天井 壁 床

洗面脱衣

898
ﾍﾞｰｽ:886

ｱｸｾﾝﾄ:896
21321階トイレ

2階トイレ

ＭＥＭＯ

クロスボード依頼

2019年 月 日までにお願い致します。

株式会社 秀建 担当：金子

天井・壁：SLP＜シンコール＞
SL+PLUS

壁：BB＜シンコール＞
BEST2019-2021

床：クッションフロア＜シンコール＞
Ponleum 2019-2020

シンコール株式会社 寺田 様



ク ロ ス

クロス
張り分け図

クロス張り分け用の図面となります。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

IC 担当ICチェック設計担当工 事 課 ICチェック

変更日 2020/02/18 変更日 2020/**/**

変更日 2020/**/** 変更日 2020/**/**

変更日 2020/**/** 変更日 2020/**/**

■注意事項■

Ver.2019

アクセント②クロス

赤：アクセントクロス/アクセント①クロス
緑：アクセント②クロス
青矢印：天井柄（ロール）方向
橙：天井アクセントクロス

アクセント①クロス
※カウンター上下共

アクセント①クロス

114603 海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

作成日 2019/10/20

アクセント②クロス

アクセント①クロス

2020/02/18 図面差替え



・外フタ・内フタの2重構造2重のフタが内部への水の浸入を
ふせぎます。

・2つのソフトアブソーバー外フタ、内フタのアブソーバーで
ゆっくり静かにフタが閉じます。

・ダイヤル錠は3桁の暗証番号を自由に設定できます
外水栓＜トーシンコーポレーション＞コルネット

イメージ写真

水栓柱：コルネット
（ステン色）

蛇口：万能ホーム双口水栓
（メッキ色）

ガーデンパン：丸(アイボリー）

外 構

土間コンクリート：刷毛引き仕上げ

イメージ写真

草目地 W=100：タマリュウ

イメージ写真

カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

IC 担当ICチェック設計担当工 事 課 ICチェック

変更日 2020/12/24 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

変更日 2019/**/** 変更日 2019/**/**

外 構
■注意事項■

プラチナステン

フェンス＜ＹＫＫａｐ＞イーネットフェンス３Ｆ型（※水平地用） Ｔ80（高さ80ｃｍ）

イメージ写真

※CBブロックはイメージと異なります【化粧なし】

Ver.2019 114603 海老名大谷北4丁目Ⅱ C号棟

作成日 2019/10/20

壁付けポスト＜トーシンコーポレーション＞ルーチェ
【上入れ上取出し/ダイヤル錠付】

イメージ写真
※表札は付きません。

仕様

LUCE-BU/ブルー

イメージ写真

白砕石 W=100

イメージ写真

目隠しフェンス＜LIXIL＞フェンスAB YT1型 T-12

カラ－：ナチュラルシルバー

イメージ写真（施工場所はCBブロックとなります。）

防草シート+人工芝＜PAEグローバル＞クローバーターフ レギュラータイプ

イメージ写真

2020/12/24 防草シート+人工芝,目隠しフェンス追加/表札表記変更




