


小さなお子様も安心して暮らせる、木のぬくもりがやさしい家。

奥様の家事・育児導線にこだわったプラン。

そんなこだわりを研究し、メーカー・代理店の協力も図りながら

カタチにしました。

高品質・高性能でありながら、

お客様のお求めやすい適正価格でご提供することを実現した商品です。

天然木の持つあたたかさに触れながら生活したい。

「気持ちの良い家」とお考えのお客様におすすめです。

Concept

 
それぞれのライフスタイルに合わせて 
 
天然木の暖かさを生かし 
 
安心で快適な住まいを 
 
お客様と一緒に創っていく。 
 
それが木建ホームです。 



●オール電化仕様　【ＩＨクッキングヒーター・エコキュート　３７０L　フルオート】

●照明器具・ＴＶモニター付インターホン ●カーテン

●天然木の自然素材 ●エアコン　２台（ＬＤＫ　・　主寝室)

・・・などなど　　すべてついての価格！

５０　坪 ４１．８　万円 2,090　万円

４８　坪 ４２．５　万円 2,040　万円

＊敷地形態・建物形状・部屋数・立地条件により別途費用が必要となる場合があります。
＊給排水引込工事・解体工事・地盤補強工事・外構工事などは含まれません。

６０　坪 ３９．７　万円 2,382　万円

＊価格は当社が規定した標準仕様を基準にした目安です。

４６　坪 ４３．０　万円 1,978　万円

４２　坪 ４４．５　万円 1,869　万円

Fair Price Spec

３８　坪 ４５．８　万円 1,740　万円

３５　坪 ４７．０　万円 1,645　万円

坪　数 坪単価（約） 総額（税別）

３０　坪 ５０．３　万円 1,509　万円

４０　坪 ４５．０　万円 1,800　万円

ＢＡＳＩＣ 価格表 

＋プラス 



■外部仕上 ■主要構造材
基礎 土台

断熱材 柱
通し柱

外壁 隅柱
屋根 梁
軒天
破風 ■付帯設備

雨樋　 ｷｯﾁﾝ
ﾎﾟｰﾁ床
玄関ﾄﾞｱ 浴室

外部建具 洗面
給湯器

防蟻工事 便所

■内部仕上 ■電気設備
床 壁 天井 備考 ｽｲｯﾁ ﾜｲﾄﾞﾎﾀﾙｽｲｯﾁ

玄関 300角ﾀｲﾙ 塗り壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 3路ｽｲｯﾁ ﾜｲﾄﾞ3路ﾎﾀﾙｽｲｯﾁ　階段室
ﾎｰﾙ・廊下 竹ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm 塗り壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ｺﾝｾﾝﾄ 居室

階段 木製ﾕﾆｯﾄ階段 連続木製手摺 防水ｺﾝｾﾝﾄ 給湯器
和室 畳55mm ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ 洗濯機・便器
洋室 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ TV配線 UHF・VHF混合

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 竹ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm 塗り壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ TEL配管 配管のみ
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 竹ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ｲﾝﾀｰﾎﾝ 親機・子機
ｷｯﾁﾝ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 流し前ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ 分電盤 60A　20回路

洗面所 合板１２mm2重+CF1.8mm ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 計画換気 第三種換気　　1階便所・洗面所、2階廊下：強制排気ﾌｧﾝ
ﾄｲﾚ 合板１２mm+CF1.8mm ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 照明器具 １７台
浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ１６１６ 火災警報器 各寝室、階段最上部
押入 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm ﾍﾞﾆｱ4.0mm ﾍﾞﾆｱ3.0mm 中段
物入 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12mm ﾍﾞﾆｱ4.0mm ﾍﾞﾆｱ3.0mm ﾊﾟｲﾌﾟ枕棚・中段

天井高   1階：2425mm　2階：2425mm

■内部建具 ■給排水
洋室 片引き　ﾌﾗｯﾄ　Ｈ2000 給水配管 ｷｯﾁﾝ・洗面・浴室・便器・洗濯機・給湯器
ﾄｲﾚ 片開き・片開き　ﾌﾗｯﾄ　Ｈ2000　ﾛｯｸ付 給湯配管 ｷｯﾁﾝ・洗面・浴室

和-洋室 片引き ・片開き　戸襖　H2000 排水配管 ｷｯﾁﾝ・洗面・浴室・便器・洗濯機
押入 引き違い 　和襖　H2000
物入 折戸　ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ　H８尺

ｱﾙﾐ製　断熱ﾀｲﾌﾟ　　LIXIL  GIESTA UB1616　ｼｬﾜｰ水栓　ﾐﾗｰ　収納棚　片引戸　換気乾燥暖房機 　タカラ：ルーノ

ｹｲｶﾙ板　厚５　EP塗り
ｾﾒﾝﾄ系押出成形板　厚18　塗装品
軒樋：塩ﾋﾞ角型　堅樋：塩ﾋﾞ　角型 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ　I型2550　ｼﾞｬﾝﾎﾞｼﾝｸ　吊戸棚　浄水器付水栓　

大引並びに地盤面より１ｍ部分 洋式便器　ｼｬﾜｰﾄｲﾚ　ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ　紙巻器　   LIXIL：サティスS6

桧　150×150
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ15ｍｍ　塗装品　通気工法 　　KMEW：エクセレージ親水セラ１５ 桧　120×120
平板瓦　寄棟・切妻４．５寸勾配 米松　120×120以上

１階床：ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ30mm　　２階天井：CW断熱　

300角ﾀｲﾙ クリナップ：クリンレディ　   床下収納庫　600×600

コフレルスリム手洗器

ｱﾙﾐ製　(単体半外付 ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 引違い 上下ﾀｲﾌﾟ FIXﾀｲﾌﾟ) 洗面化粧台　W９００　洗髪ｼｬﾜｰ水栓　曇り止めﾋｰﾀｰ付　  タカラ：ファミーユ
ｼｬｯﾀｰｻｯｼ（16511・16518）　全窓網戸付　1階ﾀﾃ面格子付　シンフォニー エコキュート３７０ｌ　追炊きフルオート

Standard Spec

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  ﾍﾞﾀ基礎  基礎ﾊﾟｯｷﾝ工法 桧防腐防蟻材　120×120
外気廻り：床・壁CW断熱　　 桧　120×120

ＢＡＳＩＣ  標準仕様 

＋プラス 



 Kitchen Spec
Color

上記以外にも６色有ります！

キッチン 

オプション 

オプション 



Bathroom  Spec
標準仕様

   おすすめオプション

浴 室 



狭いトイレにすっきり納まる手洗いキャビネット

Vanity & Toilet Spec

シンプルな空間に映えるコンパクトデザイン洗面化粧台 トイレ 

手洗器 



AII-electric design
追い焚き　フルｵｰﾄ　３７０Ｌ

ＩＨクッキングヒーターは、火を使わず、ドーナツ状のコイルによって 

鍋のそこに「うず電流」を発生させ、電気抵抗によって 

鍋そのものが熱くなり、鍋の中身に熱が伝わる仕組みです。 
高火力からトロ火まで、どんな料理にも対応できます。 

ＩＨクッキングヒーターでは、鍋の材質が鉄かステンレスであれば 
使用できます。 

最近ではアルミや銅の鍋が使用できる機種も登場しています。 
お求めになる場合はメーカー推奨品や「ＳＧマーク付クッキングヒー
ター鍋」をおすすめします。 

ヒートポンプにより空気中の熱を上手に汲み上げ、使用する電気エネルギーの 

３倍以上の熱エネルギーをつくる省エネ給湯器。 

熱を運び伝える役目の「冷媒」には、自然冷媒ＣＯ２を使用。 

オゾン層破壊や地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を大幅に 
削減できます。 
ヒートポンプユニット（室外機）で取り込んだ空気の熱は自然冷媒ＣＯ２に 

吸収され、コンプレッサーへと送られます。 
熱をもった冷媒はコンプレッサーで圧縮されて、さらに高温になります。 
高温になった冷媒が、水に熱を伝えてお湯を沸かします。 

熱を失った冷媒は膨張弁へ送られ、再び空気熱を取り込むというサイクルを 
繰り返して、お湯を沸かすシステムです。 

ＩＨクッキングヒーター エコキュート 



●スタンダード仕様　　　平板瓦 おすすめオプション ●　Ｓ瓦

Roof tile Spec

屋根瓦 



彩積１５

プレーンストライプ１５

External　Wall　material

エクセレージ親水セラ１５

シルバスタイル１５

外 壁 

他の１１柄からも 
選べます！ 



External　Wall　material

外 壁 



　　　オプション

Exterior decorative Gutter  Spec

雨 樋 



Front Door Spec
A13型 A1５型

A1８型 D11型 F12型

玄関ドア 



Window Spec

窓サッシ 

オプション 



エスタコウォールの特徴

・調湿機能

・化学物質を吸着・分解

・殺菌効果

　３００角：標準仕様
　豊富なカラーから選べます。

Floor tile Spec

上質なイタリア製タイルがご家庭を飾ります。

　天然無機質１００％の素材

床ﾀｲﾙ ＥＳＴＵＣＯ  ＷＡＬＬ  
 エスタコ        ウォール 

玄関・ホール・

外装材としても   
使用できます！ 



Insulator Spec

断熱材 



主寝室・洋室は・・・

縁有り 縁なし（琉球畳）

色：
　　　ブラウン（左）炭化加工　熱処理をして色を出したもの
　　　ナチュラル（右）竹本来の色　自然色

Floor material Spec
LDK・廊下は、なんと・・・

平積層・・・・竹の風合い、節目をそのまま生かしており、
　　　　　　　　質感を楽しめます。

縦積層・・・・竹の節目を押さえたまさに柾目調です。
　　　　　　　　縦方向に寄層集積したものです。
　　　　　　　　平積集成よりも強度が有り、最重量床に最適です。

フローリング床材 

■表面仕上げ：高級家具調塗装 
人口銘木 ウォールナット 
       メイプル 

竹フローリング床材 

和室 タタミオプション 



ＣＦＡタイプ

Interior Door &Stairs Spec

スタンダード仕様

ＣＦ１タイプ
ＬＩＸＩＬ　Ｗｏｏｄｙ　Ｌｉｎｅ

ＬＩＸＩＬ　Ｗｏｏｄｙ　Ｌｉｎｅ

ﾄﾞｱ建材 
木の温もり クリエカラー 

 

ナチュラルで優しい風合いのクリエカ

ラーはどのような組み合わせでも洗練

されたコーディネートが可能な5色。 

ライフスタイルやお好みに合わせてお

選びいただけます。 

クローゼット扉 



Lighting equipment Spec

照明器具 



人と建物の健康には換気扇が不可欠です

パイロット・ほたるダブルスイッチ

スイッチＢ（片切）

Ventilation pipe fire alarm switch Spec

カメラ付インターホンで ずっと見守る。すぐ知らせる。

　　　　セキュリティーもバッチリ。 住宅用火災警報器。けむり当番

ﾄﾞｱホン 

スイッチ 

シンプルなスリムボディのﾄﾞｱホンは 

広角レンズのカラーカメラ付ﾄﾞｱホンにより、 
撮像範囲が大幅にアップ。小さなお子様や 

複数での来訪も、モニターでしっかり確認できます。 

玄関にはカメラ付インターホンを 
標準装備で設置いたします。 

点灯を赤色、消灯を緑色のランプでお知らせ。 
暗闇でもスイッチの位置がわかります。 

大きな操作面で押しやすく、 
美しいデザインのスイッチです。 

住宅用火災警報器 

標準仕様で各寝室と階段最上部に設置します。 

住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、 

平成１８年より全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。 
 
 

換気扇 
換気システム計画は標準仕様です。 

ほこりが室内に 

逆流するのを抑え、 
お部屋の壁面 
汚れを防ぎます。 

気密性の高い住宅や計画喚起の 

給気口。給気洗浄フィルターで 

花粉などの粉塵を除去し、きれい 
な外気を取り入れます。 
 

ルーバーに付いているフィルターが 

本体内部の汚れを軽減、フィルターに 

付いたホコリなどはルーバーを外さな 
くても掃除機でおそうじができます。 
 



業　務　内　容 新築・増改築・リフォーム・介護保険住宅改修・塗装・外構工事

定　休　日 日曜日

営　業　時　間 ８：００～１９：００

代　表　者　名 森本　一弘

電　話　番　号 ０７９５－３０－２７７７

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号 ０７９５－３２－２８０９

About Us

会　社　名 (有)モリモト　木建ホーム・リフォームパートナー

　　　　　住　所 〒６７９－１１２２　兵庫県多可郡多可町中区中安田４８０

Ｅ－ｍａｉｌ info@reformpartner.com

会社概要 お客様との出会いを大切に、安心で快適な

住まいをご提案できるように日々頑張って

います。お見積りは無料ですので、お気軽

にお問い合わせ下さい。 

mailto:info@reformpartner.com


未来の子供たちの笑顔のために・・・。

子供たちへのやさしさと木のぬくもりが溢れる

身も心もあたたまる家

そんな“幸せの家づくり”をしませんか？

Thanks for meeting

天然木の家 
 

木建ホーム 
 

 


