


※施工事例

レンガ１００㎡福袋パッケージ

グレードアップ福袋パッケージ①

下記の4色からお選びください。
＜スクエアタイプ＞
①ペッパー
②ワガ
③ミントー
④オーカ



外装福袋パッケージA

グレードアップ福袋パッケージ②

※外装品施工イメージ
○窓装飾トリム
○飾り雨戸

コンポジットデッキ（８㎡）
階段２段含む
カラー：レッドウッド、グレー

※外装品施工イメージ

○玄関装飾トリム
W＝1235ｍｍ

ファサード面、下記サッシを想定（参考詳細図をご参照ください）
C1サッシ：2ヶ所
C2サッシ：1ヶ所
FC7サッシ：1ヶ所
P5サッシ：1ヶ所



外装福袋パッケージA

グレードアップ福袋パッケージ②

＜参考詳細図＞

玄関装飾トリム

クロスヘッド WCH80X6
キーストン K6M
ピラスター PIL5X108

窓装飾トリム
（C1サッシタイプ）

クロスヘッド WCH80X6
キーストン K6M
飾り雨戸 H=1219

窓装飾トリム
（C2サッシタイプ）

クロスヘッド WCH60X6
キーストン K6M
飾り雨戸 H=1219

クロスヘッド WCH80X6
キーストン K6M
飾り雨戸 H=2032

クロスヘッド WCH80X6
キーストン K6M
飾り雨戸 H=1219

窓装飾トリム
（P5サッシタイプ）

窓装飾トリム
（FC7サッシタイプ）



外装福袋パッケージB

グレードアップ福袋パッケージ③

※施工イメージ

○装飾手すり（ユニット式） 2本
W＝1680ｍｍ
H＝970ｍｍ

※施工イメージ

○プレーンコラム 2本
H＝2743ｍｍ



木製物置
（本体：天然木）
W＝860ｍｍ
D＝470ｍｍ
H＝1590ｍｍ
※現地組立式です。

オーニング
W=２７００ D=１５００
生地：彩シリーズ 全31色
※別紙生地サンプルをご参照ください。

便利・防災福袋パッケージ

※施工イメージ

グレードアップ福袋パッケージ④

高圧洗浄機 避難リュックセット（30点）LEDスティックライト

コンポジットデッキ（８㎡）
階段２段含む
カラー：レッドウッド、グレー



オーニング生地サンプル一覧①
彩シリーズ 全31色

便利・防災福袋パッケージ

グレードアップ福袋パッケージ④



便利・防災福袋パッケージ

グレードアップ福袋パッケージ④

オーニング生地サンプル一覧②
彩シリーズ 全31色（品番、色名称）



浴室ＴＶ１２型
※カラーは1タイプのみです。

アクアジェット２穴

プラズマクラスター浴室乾燥機

サーモバスＳ

水廻り福袋パッケージA

グレードアップ福袋パッケージ⑤

※品番及び形が変更になる場合がございます。



オリジナル食器棚
セパレートタイプ
W=１３５０ D=４５０
天板：スクエアタイプ 全4色

ラウンドタイプ 全5色

オリジナル洗面化粧台
※鏡・収納は別途

W=９００グラニット
または
W=８００グラニット
カウンターとボウルは同一色
カラー：全6色

オリジナルトイレ収納キャビネット
W=３７５（片開き） D=１６５上下セット
※参考詳細図②にてご確認ください。

※施工例※施工例

水廻り福袋パッケージB

グレードアップ福袋パッケージ⑥

セルコホームオリジナルホワイト仕様



グレードアップ福袋パッケージ⑥

水廻り福袋パッケージB

＜参考詳細図①＞

オリジナル洗面化粧台 W=900

オリジナル洗面化粧台 W=800

オリジナル食器棚 W=１３５０ D=４５０



グレードアップ福袋パッケージ⑥

水廻り福袋パッケージB

＜参考詳細図②＞

上部キャビネット（壁埋め込み型）
W=３７５ H=７２０ D=１６５

下部キャビネット（置き型）
W=３７５ H=６８０ D=１６５

片開き左吊り元タイプ
片開き右吊り元タイプ
※吊り元タイプをお選びください。

オリジナルトイレ収納キャビネット
上：壁埋め込み型、下：床置き型のセットです。



パナソニック
加湿空気清浄器

※家電製品は品番及び形が変更になる場合がございます。

パナソニック エアコン UXシリーズ 2.8ｋｗ 2台

リンナイ
食器洗乾燥機
（約6人用）

LIXIL
キッチン用タッチレス水栓
（浄水器付）

キッチン・家電福袋パッケージ

グレードアップ福袋パッケージ⑦



アルダー特別仕様

インテリア福袋パッケージA

グレードアップ福袋パッケージ⑧

仕上げ変更
フローリング 20㎡
室内トリム
（C1、C2サッシ各1ヶ所、内部ドア１ヶ所想定）

内部ドア
スイングドア
アーチトップ2パネル AS30

※施工例



リビングセット①

インテリア福袋パッケージB-①

グレードアップ福袋パッケージ⑨

2人掛けソファ 1台
W=1600×D=750×H=740ｍｍ
カラー：生地は4色、脚は2色から

お選びいただけます。

1人掛けソファ 1台
W=770×D=750×H=740ｍｍ
カラー：生地は4色、脚は2色から

お選びいただけます。

※イメージ写真

ソファ用脚
H=80ｍｍ

ナチュラル ウォルナット

ソファ 生地

サブリエ BR サブリエ IV サブリエ OR サブリエ SB

センターテーブル ウォルナット
W=900×D=600×H=400ｍｍ



リビングセット①

インテリア福袋パッケージB-①

グレードアップ福袋パッケージ⑨

デザイン照明（LED対応）
ペンダント型 1台

デザイン照明用
LEDランプ

※イメージ写真

デザイン照明（LED対応）
スタンド型（H=1620ｍｍ） 1台

TVボード ウォルナット
W=1500×D=390×H=350ｍｍ

※上記テレビは含まれません



リビングセット②

インテリア福袋パッケージB-②

グレードアップ福袋パッケージ⑩

2人掛けソファ 1台
W=1600×D=750×H=740ｍｍ
カラー：生地は4色、脚は2色から

お選びいただけます。

1人掛けソファ 1台
W=770×D=750×H=740ｍｍ
カラー：生地は4色、脚は2色から

お選びいただけます。

※イメージ写真

ソファ用脚
H=80ｍｍ

ナチュラル ウォルナット

ソファ 生地

サブリエ BR サブリエ IV サブリエ OR サブリエ SB

センターテーブル ホワイトオーク
W=900×D=600×H=400ｍｍ



リビングセット②

インテリア福袋パッケージB-②

グレードアップ福袋パッケージ⑩

デザイン照明（LED対応）
ペンダント型 1台

デザイン照明用
LEDランプ

※イメージ写真

デザイン照明（LED対応）
スタンド型（H=1620ｍｍ） 1台

TVボード ナチュラル
W=1500×D=390×H=350ｍｍ

※上記テレビは含まれません



リビングセット③

インテリア福袋パッケージB-③

グレードアップ福袋パッケージ⑪

2.5人掛けソファ（細肘100ｍｍ） 1台
W=1800×D=870×H=820ｍｍ

※写真はハイバック（H=960ｍｍ）、太肘（200ｍｍ）タイプです。

※イメージ写真

※ロウバックタイプ（H=820ｍｍ）イメージです。

センターテーブル ウォルナット
W=1200×D=600×H=400ｍｍ

1人掛けソファ（細肘100ｍｍ） 1台
W=900×D=870×H=820ｍｍ

ソファカラー：生地は6色からお選びいただけます。
脚は１色のみです。



リビングセット③

インテリア福袋パッケージB-③

グレードアップ福袋パッケージ⑪

※イメージ写真

ソファ 生地

アッショマ 101 アッショマ 102 アッショマ 109

アッショマ 112 アッショマ 114 アッショマ 118


