T E S 標 準 プ ラ ン
ガス温 水 式 床 暖 房

高 効 率 T E S 熱 源 機 エ コジョーズ
○戸建住宅（延床面積120㎡）4人家族のモデル一例。

床からのふく射熱で
お部屋全体が快適になる

ガスを効率よく使うための
ハイクオリティ熱源機
「エコジョーズ」
風呂

1台 3役

床暖房や浴室暖房、お風呂もこの１台でOKの高効率TES

給湯

暖房付
ふろ給湯器

熱源機エコジョーズ。独自の排熱回収システムが、捨てていた

温水
暖房

熱を活用し、給湯の熱効率を約15％アップさせました。
これ

今まで捨てていた熱を利 用して再 加 熱します。
［ 従来型 ］

［ エコジョーズ ］

排気
（約230℃）
ロス20％

排気
（50〜80℃）
ロス5％

バーナー

中和器

空気

暖房熱効率
水

ガス 湯

約80％

ブナの木 47本分

床暖房は床面から暖める
ので、足 元 の 温 度が一 番
高くなります。足元からポ
カポカ暖まるので、ゾクゾ
クするような 床 からの 冷
たさがありません。

床暖房の垂直温度分布
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※東京ガス測定値

○ブナの木一本あたりのCO2吸収量 ：
5.0［kg-CO2/本・年］
（東京ガス調べより）

床暖 房ユーザーからの評価は、
とても高い床暖 房

2時間後

室内の空気をかきまわし、
スーパーアイ
映像で時間経過を観察。
2時間後、
温風
暖房は空気中にほこりが舞っているが、
床暖房はおさまっている。

エアコン

床暖房
出典：東京ガス

従来品と比べて年間

暖かさが
やわらかい

不快な風を
感じなくなった

ランニングコスト

床暖房の部屋に家族が
集まるようになった

約 17,000 円 も おトク！
※1

低温89

約87％ 高温85

■室内に舞うほこりを比較

床暖房は風がないので、ほこ
りを舞い上げることがありま
せん。小さなお子さんのいる
お宅などには、ほこりを舞い
上げずハウスダストの 少 な
い床暖房がおすすめです。

天井
2300

（mm）

独自の排熱（潜熱）回収シス
テムにより、大気中への不要
な熱の放射を低減。これによ
りCO 2 排出量を約13％カッ
トしました。その量はエコジョ
ーズ1 台 あたり、ブナの木約
47本分が吸収するCO 2 量に
相当します。

ランニングコスト
バーナー

約95％

※1

一次熱交換機

給湯熱効率
約80％

空気

CO 2排出量を年間約 13 ％ も削減

クリーンな暖 房

ニ次熱交換機

従来は1回
の熱回収を
2回に！

一次熱交換機

方式。お部屋の中は、まるでここちよい日だ

理想的な暖 房

エコロジー

給 湯・暖 房ともに潜 熱 回 収 用の2 次 熱 交 換 器を搭 載し、
給 湯の熱効率が95％、暖房の熱効率が約87％と大幅に
向上しました。

ふく射 熱でお部 屋を暖める風 の 無 い 暖 房
まり空間に。

により年間ガス使用料金も約17,000円※1も節約できます。

エコジョーズのしくみ

ガス温 水 式 床 暖 房 N O O Kは、床 面からの

水

ガス 湯 ドレン管

※1：最下部、試算条件参照。

YES

YES

97.2％

89.2％
N=734

N=710
出典：東京ガス都市生活研究所

T E S リモ コ ン［ 台 所・浴 室 ］
エネルギー使 用量が「見える！」

8畳1室

1日8時間運転で

約 139円

1ヶ月あたり

YES

66.3％
N=727

ガス温水床暖房

※2

※2

約 4,200 円

ペットボトル
1本分と
ほぼ同じ

※使用状況によりランニングコストは異なります。
（※2：最下部、試算条件参照）

床 暖 房 コ ント ロ ー ラ

エネルギーの 使われ方が見える

「エネルック」台所

2面切替タイプ

リモコン

ボイス

浴室リモコン

台所リモコン

ボイス

今日のガス使用料金

昨日のガス使用料金

現在 の使用量を確認できる

ボイス機能
●
「お風呂が湧きました」

●
「お風呂が湧きました 」
「お風呂が湧きました」

●
「あつく」「ぬるく」

●
「湯はりをします 」
「湯はりをします」

●
「給湯温度が変更できます」

昨日と今日の給湯器で使用した
ガスやお湯、
家中の電気使用量※
や料金、
CO 2 排出量の目安を表
示します。

「エネLive」台所
リモコン

浴室
リモコン

現在使用しているお湯の量や家中の電気
使用量 ※を表示。家族みんなの省エネ行
動を促せます。

2系統切替
画面は台所用
（写真はイメージです）

現在のお湯の使用量

※写真はフタを閉じた状態です。
切 替 ボタンはフタを開 いた中に
あります。

部屋が暖まった後に片面の暖房運転を切る
ことが で き る 床 暖 房 コ ントロ ー ラ で す 。
従 来、1つの居室内の床暖房面を2面に分
け床暖房コントローラを2個設置していた
ケ ー スに つ い て 、床 暖 房 コントロ ー ラを
1 個にすることによりお部屋の壁がスッキリ
とします。
※運転開始時はお部屋を速やかに暖めるために必ずA-B
両面運転になります。

■2系統切替の床暖房制御パターン
（概念図）

同時
A面

B面

B面

A面
A面

B面

※電気使用量の表示には別売の電力ガス量測定ユニットが必要です。

1407-227

※上記写真はイメージです。

※1【試算条件】
当社従来品との比較。戸建（延床面積 120㎡）4人家族のモデル一例。給湯と床暖房を使用した場合。●年間負荷/給湯:14.7GJ、風呂保温:1.6GJ、床暖房:9.0GJ ●ガス料金は家庭用温水床暖房契約、
エコジョーズは加えてエコ割（東京地区等）●電気料金は東京電力の従量電灯B契約。平成26年4月
時点の平均原料・燃料価格に基づく、税込金額（基本料金は含まず）。但し、
ご使用状況によりおトク額は異なります。※2 木造8畳１室、温水マット敷設率74％、外気温5℃、
フローリング仕上げ、立上り＋8時間運転した場合の当社試算例。
ガス料金 家庭用ガス温水床暖房契約+エコ割（東京地区等）、電気料金は東京電
力の従量電灯B契約の平成26年4月時点の平均原料・燃料価格に基づく、税込金額（基本料金は含まず）。但し、使用状況によりランニングコストは異なります。

捨て張り工法・機能フロア

床材

D.フロア

熟成された風合い、経年変化後の味わいなど今までにない

D1 イタリアンウォルナット

意匠にこだわって表現しました。

脱色による「白」や温もりのある木肌の質感を表現。自然な
グラデーションがスタイリッシュな仕上がりに。

天然木に見られる節や入り皮、杢のバラツキや濃淡などを表現したデザインに
なっています。

表面キズやひび割れ、汚れに強い

樹脂シート
【張り分け例】

へこみキズに強い

DX チェスナット

硬質バッカー

LZYD1DF2BJ

NEW

チェスナット（クリ）の灰白色の明るい色調の杢理を生かし、
使い込んだ味わいのグレイッシュなホワイトトーンに。質朴
でノスタルジックな風合いのインテリアに調和する。

環境配慮型合板
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、
性能には影響ありませんので予めご了承ください。

【張り分け例】
色むら、
色違いが少ない

キズに強い

変色、
退色しにくい

耐干割れ

お手入れ
かんたん

LZYDXDF2BJ

ノンワックス

D2 メープル
杢の美しさが際立つメープル材の芯材と辺材を取り混ぜた
ような、個性的な濃色と淡色のミックスを表現。

捨て張り

ホムアルデヒド
対策仕様

耐キャスター

床暖房対応

ホットカーペット
OK

抗菌

上履用

Ｄ.フロア用の床造作材（上り框・付け框）もご用意しております。

【張り分け例】
※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。 130910

LZYD2DF2BJ

捨て張り工法・機能フロア

床材

D.フロア
D3 ライトメープル

D5 ブラックウォルナット

水に含まれるミネラルが黒変沈着した意匠を表現。時が醸
成した重厚な趣とアンティークテイストが魅力。

染色しやすく木理の美しい、ブラックウォルナット。樹皮に近
い白太の部分をモチーフに。表情豊かな空間を創造。

【張り分け例】

DY チェリー

NEW

アメリカンチェリー本来の木味を生かした、野性味のある風
合いが特徴。節やガムスポットの存在が杢理の表情をより
豊かに見せる。自然を身近に感じるナチュラルな空間に。

【張り分け例】

【張り分け例】

LZYD3DF2BJ

DZ ウォルナット

LZYD5DF2BJ

NEW

ウォルナットならではの変化に富んだ表情は、豊かで深みの
ある空間を創り出す。木味である濃淡と紫味を帯びた色を
生かしてグレイッシュトーンに。

LZYDYDF2BJ

【張り分け例】

LZYDZDF2BJ

D4 ペア

D6 オーク

穏やかで細やかな木肌や、ステイン仕上げの独特なツヤ感
を表現。重厚でエレガンス漂う上質な空間づくりに。

水のカルシウム分がオーク導管に沈着した意匠を表現。ナ
チュラルでありながらモダンが薫る新鮮な空間が生まれる。

【張り分け例】
※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。 130910

LZYD4DF2BJ

【張り分け例】

LZYD6DF2BJ

ＮＥＷ ジョイハードフロアーＡ
Ｂ仕様
木を目指したのではない。
木を超えることを目指しました。

極上の木味感。

木目

木肌

照り

艶

色彩

カラーバリエーション

１本溝デザイン。コーディネートできる６柄をラインアップ。

スモークオーク柄（シート）

ウォールナット柄（シート）

チェリー柄（シート）

オーク柄（シート）

メープル柄（シート）

ホワイトオーク柄（シート）

仕様

※イメージ写真のため実際とは異なる場合がございます。

※ 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 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

ベリティスシリーズカラーでコーディネートできる６柄をラインアップしています。

※3 床面（塗装面）に接したアレル物質のみ効果を発揮します。
※4 アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標で

２０１４０３２４

シティートータルプラン様 ご提案建材

ベリティスカラー６柄は、木の表情が
引き立つ１本溝デザインです。

傷に強く、車椅子の使用にも耐えられます。
しかも汚れがつきにくい床材です。

ワックスがけ をしなくても、
美しさ長持ち。 ※

油汚れも拭き取りやすく、
おそうじ簡単 。

幅が広い１本溝なので木の風合いが際立ちます。
ドアなどの建具と色調がそろった統一感のある
コーディネイトができます。

床の傷や汚れを気にせず自由に室内の移動が
できます。（ただし、車椅子の材質や使用条件に
よっては床表面に傷や汚れがつくことがあります。）

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。
汚れや傷がつきにくい表面仕上げ。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやす
い床材。油汚れや食べこぼしなども
さっと拭くだけ。

※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

熱に強い基材を採用しているので、
床暖房の仕上げ材に適しています。


Panasonic Corporation

システム階段 ベリティス スリップレスタイプ
Ｂ仕様
踏み板 デザイン

スリップレスタイプ

すべり止め樹脂

カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

※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。

スモークオーク柄

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

踏み板は滑りにくさに配慮。
表面に微細な凹凸を施し、摩擦抵抗を高めて滑りにくい仕様にしています。
また、汚れやすり傷がつきにくく、光沢も長持ちします。

硬化コーティング仕様
硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を
高めた表面仕上げ。汚れやすり傷がつきにくく、
光沢も長持ちします。

２０１４０３２４

シティートータルプラン様 ご提案建材

側板・蹴込み板・幅木・桁には、
しっくいホワイト柄もご用意。



Panasonic Corporation

住宅用アルミサッシ
住宅用アルミサッシ
【防火地域専用】
防火地域専用】

そこには、窓がある。
あたかも存在しないかのように。
機能紹介

家族みんなにやさしい
家族みんなにやさしい
ロングライフデザイン。
ロングライフデザイン。

スマート シナジー システム

当社 従来品

ＦＧ-Ｓ

框とガラスを強固に組合わせることを

高い断熱性能を備えながら、窓があることを感じさせない解放感これを実現し
たのが フレームイン構造。サッシ枠のラインと障子を合わせることでフレーム
框を極限までスリム化し、熱伝導率の
ラインを隠し、 ガラス面積の拡大にも成功。

可能にしたトステム独自の新技術。
※実際は網入りガラス
になる事がございます。

「防火戸ＦＧの構造」
※画像はＦＧ-Ｈの断面図です。

低いガラス面積を広げることで、断熱
性能を向上させました。

ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ
あえてデザインし過ぎない。そう見せることが窓に求められるデザイン。ラインナップも、美的調和を重視しシンプルに紋込した。

ＦＧ-Ｓは高い断熱性を

どんなデザインの住宅にもフィットします。

実現する高断熱複層ガラスを標準採用。

高断熱複層ガラス
特殊金属膜と中空層のダブル効果
で冬でも暖か。
室内側ガラス※にコーティングした特
殊金属膜の効果で一般複層ガラスの
約1.5倍の断熱効果を発揮。太陽熱を
取り込みながら、室内の熱を逃がしま
せん。冬の寒さが厳しい地域でも、暖
房効果を高め、室内の快適さを向上
させます。
室外側

横すべり出し窓
（オペレーター）

引違い窓 窓タイプ
上げ下げ窓ＦＳ

縦すべり出し窓
（オペレーター）
採風勝手口ドアＦＳ

特殊金属膜
（Low-E膜）

室内側

※ 構成により室外側となることがあります。

シャッター付 引違い窓

引違い窓 テラスタイプ

面格子付引違い窓

面格子付上げ下げ窓
ＦＳ

ＣＯＬＡＲ ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ

Exterior Color

ブラック (T)

開き窓テラス

キッズデザイン

外観とのコーディネート性に優れた外観5色

オータムブラウン (G)

FIX窓

シャイングレー (K)

外観5色
外観 色

ナチュラルシルバー (D)

ホワイト (W)

家族みんなが
家族みんなが使
みんなが使いやすい操作性
いやすい操作性
お年寄りからお子様まで、家族みんなが使いやすい操作性を追求しました。見ただけで操作
方法が直感的にわかる形状やデザイン、身体への負担が少なく楽に開閉できる把手の大きさ
や位置、障子の重さなど、様々な面から操作性の向上を実現しました。
インナーピボット構造
内蔵式オペレーター
室外側
ピボットヒンジを框の中に隠
誰でも使いやすい大きなハ
すことで、吊元側の隙間が小
ンドル形状。握ってくるくる
さくなり、小さなお子様でも指
回すだけで開閉できます。
室内側
をはさみにくい構造です。
（縦すべり出し窓・横すべり出し窓)

（テラスドア）

これまでのアルミ複層ガラスサッシの性能に防露性もプラス。
樹脂アングルの採用により窓まわりのイヤな結露を抑えます。

基本構造

断熱・防露に優れた

◎複層ガラス

標準枠 ＋ 複層障子

２枚のガラス間に乾燥空気層を
つくる事で熱の移動を防ぎます。
夏は外部の暑い空気が室内へ
伝わりにくく、冬は室内の暖房効
果を高めます。

枠まわりの結露発生を低減させる

◎樹脂アングル
｢マディオＰ｣では、室内アングル部
を樹脂形材にすることで、温室度条
件などにより発生する結露を抑えます。

内外レールの高さが同一でも高水密

◎水密対策

《結露比較》

●アルミアングル

下枠ホロー部の面積拡大や、
これまで同様、数々の水密対策
を施し内外レールの高さが同一でも
Ｗ－４(３５)等級の水密性を保持しています。

●樹脂アングル

防犯性向上！

トリガー
カギがかかる場合

施錠のうっかりミスを防ぐ

COLOR Select
豊富なカラーバリエーション

全６色をご用意しています

カギがかからない場合

空かけ防止機能付クレセント

クレセント受けにしっかりかかると
クレセントが回る構造になってい
ます。

引違い障子が確実に閉まっていないとクレセントが
回らない機能付クレセントを標準装備！
施錠状態が視覚的に確認できるクレセント形状で
うっかりミスを防ぎます。(ダブルロック機能付)

障子が少しでも開いていて、
クレセント受けにかからないと
クレセントが回らない構造と
しています。

←施錠時(ダブルロック状態)

←障子が開いた状態
(クレセントは回りません)

窓の防犯性を強化する

ワンタッチ式サブロック

UC

シャンパングレイ

BKC

ホットブラウン

KC
ブラック

BR

ブロンズ

WH
ホワイト

SLC

サンシルバー

障子下部に、指で押すだけで簡単に施錠できるワン
タッチ式サブロックを標準装備。侵入までの時間を
かせぎ、防犯性をさらに高めます。

ご注意 サブロックだけでの施錠はおやめください。
クレセントとの併用によって効果を発揮します。

サッシ色／シャンパングレイ(UC)

サッシ色／ホットブラウン(BKC)
ブロンズ(BR)、ブラック(KC)

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

サッシ色／ホワイト(WH)

