






「あったらいいな」がいっぱい。SMILE POINT
「こんな住まい、あったいいな」と思うことが、使う人の気持ちに
なってプランニングされているのは、やっぱり凄くうれしいですね。
スマイルタウンには、ママと家族みんなの「あったいいな」が
たくさん詰まっていて大満足です♪ご家族みなさんが

自然に笑顔になる、
そんな極上な快適
空間を演出しました。

家事の忙しさを軽減してくれる工夫に満ちた設計や
仕様設備が数々がそろっているスマイルタウンの標準仕様。

食洗機で家事の時間を大幅削減！！広々ワイドスパンのキッチンスペース

◎オープンキッチン

◎勝手口

◎ウォークインクロゼット

◎小屋裏収納（グルニエ）

◎シューズインクロゼット

◎洗面棚

◎リビング収納

◎パントリー

◎床下収納庫

◎ゆとりのキッチンスペース

◎カップボード

◎リビング階段

◎ママコーナー ◎ビルトイン食洗機

家族みんなの「あったらいいな」ついてます。

収納上手の住まい！
収納スペースが豊富です。

収納上手の住まい！
収納スペースが豊富です。

食後のキッチンシンクのまわりもすっきり！後片付けの手間も大幅に

減らしてくれるからとっても楽チン！。特に冬場の冷たい水にも触れず

にきれいに洗えるから手の荒れも気にならなくなりました。しかも手

洗いよりも経済的で家計にやさしいのも、ママの強い味方ですね。

レンジや炊飯器、ゴミ箱と置くものが多くて困るんですよね。そんな悩みを解消して
くれるのが、このカップボード。見た目はスッキリですが、高い収納力が自慢です。

窓からの熱交換を抑え、エ
アコン等の冷暖房効率を
大きく高めます。

節水の強い味方！シャワー
ヘッドのスイッチで水の入
切ができます。

足元からじんわり・しっかり温めてくれ

るので、ほてりもなく、ホコリも舞いま

せんので衛生的です。

省エネ・高耐久なので、交
換の手間や電力の消費を
抑えます。
（収納部、設備照明は除く）

継ぎ目がないので手入れ
しやすく、排水溝もフチの
隙間がない形状です。

リビングとの一体感はもちろん、お料理をしなが
らでもリビングの様子を見渡せるオープンキッチ
ンは憧れでした。料理しながらでも子どもたちを
見守れる安心感も嬉しいですね。

料理をしながらお皿をだしたり、やることはい
っぱい。だから約１ｍも奥行きがあるキッチン
スペースは動きやすくとても助かっています。

ついつい多くなって置き場に困るゴミも勝手
口から直接外に持ち出せるのでとても重宝し
ます。網戸もついているので、ちょっと換気し

たいときにも便利です。

食材やキッチン用品のストックをたっぷりしま
えます。また万が一の非常用品の収納としても
使えるので、大活躍です。

キッチン用品で比較的出し入れの頻度が少な
いものの置き場として最適です。断熱・防カビ

仕様なので室内環境も損ねません。
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メープル ホワイトオーク ホワイトアッシュ しっくいホワイトウォールナットソフトウォールナット チェリー オーク

サテンシルバー

オフブラック

床面からのムラ
のない暖かさで
、足元からの冷
たさがやわらぐ。
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住宅の“個性”が、これまで以上に問われる時代。
細部の美しさまで磨き上げた玄関ドア。

防犯機能

使いやすい＆充実の防犯機能

破られにくい「2 ロック」で
ピッキング対策

シリンダー自体が不正施錠しづらい構造なので、ピッキング
などによる　「施錠開け」対策に効果的

こじ破りに強い、
 ３つの鎌付デッドボルト。

※ハンドル形状は実際の仕様、号棟によって異なります。

家自体雨風から守る性能はもちろん、外観をいつまでもきれ

いに保つため、雨水で汚れを落とす性能も備わっております

。また、光に関係なく親水性を発揮しますので、家の陽当たり

具合に関係なく性能は発揮されます。

煤煙や排気ガスなどの
汚れを同じように
付着させます。

水が流れ落ちても
汚れは付着したまま
残っています。

マイクロガード処理を
した方は汚れがきれい
に流れ落ちました。

※使用するサイディングデザインは物件・棟ごとに異なります。

※使用する玄関ドアデザインは物件・棟ごとに異なります。

空かけを防止するクレセント

クレセント

補助錠

開錠時 施錠時 補助錠（引き違い窓）

快適

Loｗ-E複層ガラス（遮熱タイプ）

玄関ドア

窓・サッシ
暮らしをまもる 住まいを魅せる

コルモストーン調

スプリットストーン調

アウラストーン調

ポメロストーン調

キャスティングウッド

ケイミュー株式会社

2 ロック

戸先や吊元面にも木目調のラッピング

。一枚板のような木の風合いを再現。

細かいパーツまで高品位なデザイン

を徹底的に追求。

伝統的なスタイルにも、
モダンな佇まいを。

結露を抑え
夏は涼しく
冬は暖かく

省エネ アルミ複層
平成25年エネルギー基準
に適合する断熱性能で冷
暖房費も抑制

十分な基本性能を確保
し、住まい全体の快適性
を支えます。

室内側ガラスをLow-E金属膜で
コーティングし、太陽の熱線を
約60％カット。冷暖房の効率を
高め、西日対策や紫外線による
室内の色あせ防止になります。
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ＭＩＲＡＩＥは地震の揺れを吸収、低減するので住まいの
損傷を軽減し、補修費発生リスクを低減することができます。

地震は減らせませんが
揺れは確実に減らせます！

地震の揺れを最大で

低減％95
※１：２０１７年１月京都大学防災研究所での実大振動台実験。加振２回目（前震級+本震級）の結果による
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建築工事前に、第三者機関（ハウスジーメン）による地盤調査を実施。
建物の建築に適合した地盤であることを確認し、２０年間の保証を
お付けしております。

住宅瑕疵担保李工法に基づき、国土交通大臣指定の第三者機関に
よる住宅瑕疵担保責任保険に加入し、10年間の保証をお付けいた
しております。



「何も電話してまで頼むほどでは・・・」といった

お住まいの不具合や環境の困りごとなどにも

対応できるよう、巡回しております。

お客様専用のお住まいカルテを
管理。これまでとこれからを、しっ
かり記録し今後のメンテナンスに
役立てます。
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