
敷地条件やプランにより、等級が変わる場合があります。性能評価には別途申請諸費用が必要となります。地震保険で割引優遇を受けるには性能評価が必要です。令和2年1月現在

0120-434-008 〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見7782-2

角大工務店｜ホームページも
ご覧ください

kakudai@po19.lcv.ne.jp0266-62-4119TEL 0266-62-5880FAX MAIL

一級建築士事務所 長野県知事 C第54151号宅建免許（県）（3）第4941号  建設業免許（県）（般-28）第6870号

有限会社角大工務店
か く  だ い

茅野市 神之原 新体感型ZEH住宅

見学会開催
1 /16 ・17
am10：00～pm4：00

（雨天決行）

N

神の原

小泉山

JA虹のホール
たまがわ様

諏訪中央病院

Aコープファーマーズ
サンライフ店様

新体感型ZEH住宅会場
茅野市神之原

神の原南 玉川小西

188

ENEOS
玉川SS様

麺屋
蔵人様

玉川
小学校

コメリ様

フジ精機
製作所様

至栗沢橋

新型コロナ対策のため、当日は完全予約制とさせていただきます。
当日お越しになれない方でも、都合の良い時間でご対応いたします。

フリーダイヤル、0120-434-0088までお問い合わせください。

あったかい家、完成しました。

●ご来場の際にはマスクの着用など、
　感染対策のご理解・ご協力を何卒よろしく
　お願いいたします。

コロナウイルス
感染対策を
行っています

マスク着用 換気 アルコール消毒 検温

今年もよろしくお願い申し上げます

●高断熱化
●ゆったり空間
●太陽光発電システム

今回の
見どころ

●収納、WIC、プレイルーム完備
●高効率設備

●高断熱化
●ゆったり空間
●太陽光発電システム

今回の
見どころ

●収納、WIC、プレイルーム完備
●高効率設備

土 日

 Grand Open!
2021

地域の皆様へ

この住宅は、ご希望の方にお譲りします。
ご検討して頂ける方も、是非この機会にご覧ください。

日頃より大変お世話になっております。

茅野市神之原にＯＰＥＮした

【新体感型ZEH住宅】の見学会を開催します。

皆様、是非この機会にご見学ください。



●パナソニックビルダーズグループとはパナソニックとのパートナーシップでよりよい住まいづくりを目指すグループです。●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承下さい。●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。●掲載写真はイメージ写真です。一部標準仕様と異なる場合があります。

新体感型ZEH住宅
新型コロナにて在宅時間が長くなる時期、
光熱費が削減できます。

●パナソニック 商品

夏の暑さだけでなく冬の寒さも快適！フル暖エアコン 電気をつくって、ためて、かしこく自家消費
霜取り運転中でも暖房が止まらない

外気温－1５℃でも吹き出し温度最高約60℃！

ダブル温度気流
からだの表面の温度と周囲の温
度との温度差から、一人ひとりの
温冷感を解析して見分けること
ができ、２つの温度の風を同時に
出します。

すぐでる暖房
寒い朝、運転オンする時間帯を
エアコンが学習し、スイッチを
入れたらすぐに温風スタート。
さらにアプリを使えば帰宅前に
スマホで暖房オンできます。

冷媒加熱ヒーターを新搭載し霜取りパワーを
強化。蓄熱の有効活用とヒーターの加熱で霜取り
運転中もパワフルな暖かさが続きます。
また、お部屋の暖かさを保ちたいとき、ごく弱い
暖房運転が可能になりました。

太陽光により昼間に使う電気を
まかない、夜間は蓄電池にため
た電気を「自家消費」することで
電気代を大幅に節約することが
できます。
また、地震などによる災害により
停電が起きた際にも、太陽光発
電や蓄電システムがあれば昼も
夜もふだんの生活と同じように
電気を使うことができ、心強い
手助けとなります。

お日さまの光で発電し光熱費を節約

電気は「買う」から「つくる」暮らしへ

地震による建物の揺れは、上層ほど大きくなりま
す。テクノストラクチャーの制震システムは建物
の骨組みに制震装置テクノダンパーを組み込む
ことで地震の力を吸収し、建物の揺れを抑制。建
物の2階、3階部分の揺れを抑え、家具の転倒な
どの不安をやわらげます。繰り返しの揺れにも強
く、大地震の衝撃による建物本体への損傷を抑え
地震後の不安を減らします。また、壁紙の破れな
どの被害を軽減し、住宅の資産価値を守ります。 接合部材、筋かいなどで建物の骨組みを強

化して、建物が倒壊するのを防ぎます。地震
対策の基本となる構造です。

パナソニックテクノストラクチャー制震システム テクノダンパー
木の家にさらなる安心をプラス

大切な家族を地震や
災害から守ります

「耐震」+「制震」のダブル対策が標準仕様

◆「耐震」揺れに耐える
建物の骨組みに制震装置を設置し、地震の
力を吸収させて、建物の揺れを抑えます。上
層階の床の揺れの軽減に効果があります。

◆「制震」揺れを吸収する

ZEHとは、快適室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化

と高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、

太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、

一年間で消費する受託のエネルギー量が

正味（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅です。

ヒートポンプユニット貯湯ユニット

幅900㎜のワイドカウンター

「くもりシャット！」ミラー
お風呂上りの湯気でも鏡
はクリア。電気を全く使わ
ないので消し忘れもなく、
省エネ。

パナソニック 洗面化粧台

一体成形なの
で、汚れがたまり
やすい便座と便
器の隙間がなく、
お手入れがラク
ラクです。

約75,900L/年 約25,800L/年
約10年前のトイレ
（サイホンゼット式）

アラウーノS
（ターントラップ洗浄方式）

大約13L
小約13L 大約5.7L

小約4L

カウンタータイプ
の洗面化粧台。ワ
イドキャビネット
＆３面鏡で収納も
充実です。

なにげない
普段の入浴で
キレイを磨く

ささっと
キレイ排水口

大理石の深みや
奥行きのある柄
を再現。汚れが
つきにくい新素
材です。

アクアマーブル
人造大理石浴槽

髪の毛が集まり
やすく捨てやす
い形状のステン
レ ス 製 ヘ ア
キャッチャー。

「エコキュート
フルオートタイプ」

パナソニック 

フルオートタイプでお湯はり・保
温・足し湯までおまかせ。

自動
お湯はり

ボイス
リモコン

低騒音
38dB

ダブル湯温
コントロール

大理石のような流れ模様

光熱費をずっとおトクに。

自然の力を使って
お湯を沸かす給湯機

おそうじもラクラク

私の代わりに
トイレが
自動でお掃除

生活を快適にする
Exterior※手洗いカウンターは、

　標準仕様と異なります。

スタイリッシュなデザイン

新素材が汚れをはじく 泡と水流で洗い流します

汚れをためない「スキマレス設計」 1年間で約34％に節水！

外気温の影響を受けにくい
窓まわりです

YKK AP スマートドア
「ヴェナート」（ピタットKey）

ICチップを内蔵した
カード／シールをハ
ンドルに近づけるだ
けで、２つのカギを１
度に開け閉めでき
ます。

カードを使ってサッと施解錠

料理も片付けも
キッチンと家族が
ママをサポート

家事の負担を軽減する食器洗い乾燥器

優れた断熱効果で、室内外の温度差によ
る結露と、外気の流入を防止。Low-Eガ
ラスにより、ガラス面からの外気温の伝
わりも大幅カット。遮音性にも優れてい
ます。

「オール樹脂サッシ」＋「Low-Eガラス」

オール樹脂サッシ

有機ガラス系新素材が水アカの
固着を防ぎます。

２種類の泡で
しっかり洗浄し
ます。

水が勢いよく旋
回します。

保温浴槽

保温浴槽なら、お湯が冷めに
くく、追い炊きの回数も減ら
せて経済的です。また、CO2
の削減効果もあります。
保温浴槽なら５時間経っても
2℃しか下がりません。

食器洗い乾燥機

家事の所要時間を大幅に軽
減してくれる、洗浄力と節
水・省エネ性を同時に高め
た、スマートな食器洗い乾燥
機です。

汚れをためない「スキマレス設計」

スキマレスシンク

パナソニックは汚れる原因の
スキマそのものを少なくする
ことで汚れにくく、いつも清潔
に保てるシンク廻りを実現しま
した。

手元にコンセントがあれば、い
つでも便利な調理家電がさっと
使えます。

ハンドミキサーやフードプロ
セッサーなどを上手に使って調
理時間を短縮。

時短調理をサポートするコンセント

新素材

水滴
汚れ

新素材

固着せず取れやすい

空気層
12mm以上の
Ｌｏｗ-Ｅ
複層ガラス

Z140


