


CONCEPT

もっと上の住み心地と安心を目指して
住まいづくりの飽くなき追求が、ここに。

大好きな人たちと豊かな時間を過ごし、

世界でいちばん心が落ち着く場所、それが住まいです。

そこで展開する家族の団らんを、仲間が集まる気兼ねない時間を、
一人で物思いにふけるひとときを「美しさ」「温かさ」「心地よさ」で演出する。
それが、インベイックスが追求するすまいづくりの形です。

開放的で心地良い空間を生み出すデザインや設計、そこに強さを付加する
構造計算や建材選びをベースに、さらに地震に対する揺るぎない安心・安全と、
快適で健康的な生活を実現するこだわりの設備をプラス。

住む人をワンランク上の安らぎで包む住環境を提供します。

novopan

※１

※1 当該物件はオプションです。

Location & Life information

JR 五日市線
熊川駅
　　徒歩  4 分

JR 青 梅 線
拝島駅
　  徒歩 12 分

マルフジ南田園店

福生市立福生第二小学校 福生市立福生第一中学校 福生熊川郵便局

ファミリーマート 東京西徳洲会病院　　　　

【教育施設】
福生市立福生第二小学校…約 380ｍ（徒歩約 5 分）
福生市立福生第一中学校…約 400ｍ（徒歩約 5 分）

【買物施設】
マルフジ南田園………約 650ｍ（徒歩約 8 分）
ファミリーマート……約 400ｍ（徒歩約 5 分）
スーパーバリュー……約 730ｍ（徒歩約 9 分）

【公共施設】
福生警察内出交番……約 300ｍ（徒歩約 4 分）
福生熊川郵便局………約 250ｍ（徒歩約 3 分）

【公園、その他】
みずくらいど公園……約 130ｍ（徒歩約 2 分）
熊川保育園……………約 180ｍ（徒歩約 2 分）
東京西徳洲会病院……約 1800ｍ( 徒歩約 22 分）　
　　　　　　

※所要分数は地図上計算で、
　徒歩 80ｍ/ 分で算出しています。

周辺環境

カーナビ：「福生市熊川804-30」付近

● コスモ石油



Landscape & Outline 

福生市熊川 第 3 期 -1 号棟
フレックスウォール + パントリー +1 階ホール収納
◆敷地面積 /119.24 ㎡（約 36.07 坪）　◆1 階床面積 /47.54 ㎡（約 14.38 坪）　
◆延床面積 / 94.87 ㎡（約 28.70 坪）　◆2 階床面積 /47.33 ㎡（約 14.31 坪）　
◆建築確認番号 / 第 KBI-TKN18-10-1023 号　平成 30 年 10 月 15 日取得

 ❶フレックスウォール
ライフスタイルに合わせてお部屋を間仕切ることが
出来るので便利。お子様が大きくなったら個室へ。
多様にご対応いただけます。

❸パントリー
キッチン横の収納スペースは調理器具やペットボトル
乾物、缶詰などの食品のストックに活用できます。

配置図・物件概要 Plan間取り
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❷1 階ホール収納
掃除道具や季節家電の収納など、様々な用途で
ご活用いただけます。

❹ステップストレージ
固定階段付きで、荷物の出し入れが楽なステップスト
レージ。重い物やかさばる物も、スムーズにたっぷり
収納できます。
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◆所在地／東京都福生市大字熊川 804 番 29.（地番）　　　　　　 
◆交通／ JR 青梅線「拝島」駅徒歩 12 分　　　　　　　　　　　　　
　　　　 JR 五日市線「熊川」駅徒歩 4 分　　　　　　　　　　　　 
◆土地権利／所有権　◆地目／宅地
◆都市計画／市街化区域　
◆用途地域／第 1 種低層住居専用地域
◆建ぺい率／ 40％　◆容積率／ 80％　
◆接道状況／北西側 6M 公道　
◆現況／建築中　◆完成予定／平成 31 年 4 月中旬　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◆引渡／平成 31 年 4 月下旬　　　　　　　　　　　　　  
◆その他法令上の制限／準防火地域、航空法　　　　　　　　　　　　　　
◆設備／東京電力・公営水道・本下水・プロパンガス
※図面と現況に相違がある場合は
　現況優先にてご了承お願います。
※売買金額の別に保証費用が掛かります。
　20 年住宅長期保証・20 万円（税別）
　免震保証・20 万円（税別）

【物件概要】

Rendering images完成予想イメージ

家族をつなげる家。
福生で取り戻すべき、日常。福生を愉しむ。



軽くて強い
地震に強い
軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。

住宅の耐震性を高めるために、軽量な屋根材を選ぶ。
日本では今や常識となりつつある屋根の選び方です。カラーベストは全商品、
一般的な陶器平板瓦の約 1/2 の軽量さ。屋根を軽くし、建物の重量を軽く、
重心を低くすることによる「軽い屋根の減震効果」が期待できます。

※1 モニター親機とワイヤレスモニター子機の間に障害物がない場合、約約 100m 以内の距離以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっ
ては、電波の届く距離が短くなります。例えば、金属製のドアや雨戸、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層ガラ
スの窓、壁を何枚もへだてたところ、モニター親機と別の階や家屋などで使うとき、プツプツ音・通話の途切れ・映像の乱れ・更新の遅れが生じて
使用できない場合があります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのＯＡ機器、エアコン、給湯器リモコン

（インターホン機能付き）、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。誤動作の原因になります。

屋外装飾 Exterior

色あせがしにくい「耐候性」、下地の
ひび割れに追従する「可とう性」、汚
れが付きにくい「低汚染性」、不燃材
料認定を取得している「不燃性」など
多彩な機能とバリエーションを展開。
壁面の長期の耐久性と美観維持を実現
し、建物の資産価値を保ちます。

ジョリパットは、ホルムアルデヒドの放
散量がもっとも少ない等級F☆☆☆☆
を取得しています。さらにホルムアル
デヒドの吸着・分解や、調湿性能を有
するジョリパットシルキーパレット、消
臭・抗菌効果を付与したジョリパット消
臭・抗菌など健康に配慮した商品も充
実しています。

扉本体や枠などに冷気・暖気の
侵入と流出を抑える工夫を施し、
気密性にも配慮した玄関ドアです。

採光

暗くなりがちな玄関も、
ドア次第でしっかり明るく

カードやケータイで
ピッとカギを開ける。

ドアのボタンを押してカード
をかざすだけで解錠するツー
アクションスタイル。

防犯機能

破られにくい「2ロック」で
ピッキング対策も万全
2 ロックを標準装備。シリンダー
自体が不正解錠しづらい構造なの
で、ピッキングなどによる「施錠
開け」対策に効果的です。また 3
つの鎌付デッドボルトを採用する
ことでこじ破りに対する抵抗力も
高めています。

◆広角レンズ登載。来訪者をSDカードに
　動画録画できる。

◆持ち運び自由なワイヤレスモニター子機。

◆夜でもカラーで来客確認できます。

outerwall外壁

roofing　　　　　　屋根

ドアホン intercom

ネオ・ブラック

P11 型トリノパイン

気密性を重視した断熱玄関ドア

1 号棟ベース
リシン
　　　　　　　　　

1 号棟アクセント①
割肌

玄関 entrance door

1 号棟アクセント②
アートクリフ



キッチン Kitchen

洗面

トイレ

Lavatory

Rest Room

お風呂 Bath Room

乾きやすいから、カビにくくお手入
れがラク。タテヨコに規則正しく刻
まれたパターンで、表面の水を誘導。
翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま
入っても大丈夫。ブラシの通りもよ
くお掃除ラクラクです。

汚れをつきにくくする「プレミスト」
便座とノズルに防汚効果の高い樹脂素材を採
用。汚れををはじくからひとふきでお手入れ
完了︕

お掃除しやすさを究めた
TOTO独自のフチ形状「スゴ
フチ」。奥までぐるーっとフチ
なしだから、お手入れカンタン。

汚れがかくれる場所がない

カウンター下収納

カフェスタイ
ルキッチンカ
ウンター下の
スペースを有
効利用した収
納です。

とってもクリンフード

フィルターをス
テンレス製のプ
レートにするこ
とで、お手入れ
がとても簡単に
なりました。

スライド収納

水はね音など
が抑えられる、
静音シンクで
す。

スタイリッシュ水栓　
Efine

優美な丸みと
直線的なシェ
イプを併せ
持ったスマー
トな L型の水
栓金具。

食器洗い乾燥機

スッキリとした
デザインで、
キッチン扉の表
情を美しく保ち
ます。

ワイド LED照明
鏡の端から端ま
で LED照明を搭
載。鏡まわり全
体を均一に美し
く照らします。
広い範囲を明る
く照らしても、
省エネだから安
心。LEDは長寿
命なので、経済
的です。

一連の動作がスムーズに行える「ラクスマート水栓」

扉と引き出しの組み合わせで、効率よく物が入る
出し入れしやすい引き出しと、大きな物が入る広い
スペースの扉タイプの組み合わせ。

プレミストとセフィオンテクトの相乗効果で
汚れがつきにくく、落ちやすくなりました。写真はイメージです

奥ひろ収納「奥ひろし」

汚れが隠れる場所がない「スゴフチ」

クリーン便座 /クリーンノズル

ほっカラリ床
節水しながら、たっぷりの浴び心地
が体感できる。そんなエコと快適性
の両立をめざしたのが、今までにな
い新しいシャワーの提案です。水に
空気を含ませることで、水の一粒一
粒を大粒化。従来のシャワーと比較
して約 35％（当社比）節水、快適な
浴び心地を実現しました。

浴槽断熱材と高断熱のふろふたによ
る断熱構造で、抜群の保温力を発揮。
お湯はり後、4時間以上たっても温
かい。パパの帰りを “ほっ” と迎え
ます。

排水口のお掃除が簡単。
洗いやすいカタチと、抗菌・防カビ効果
でサッとすみずみまできれい。

炭素の膜で、水アカのこびり付きを抑え、
面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり。

はっ水・はつ油技術で水も皮脂も弾
き汚れがついてもお掃除簡単。

スペースを有
効に使えるス
ライド式。
締まる時には
ゆっくり引き
込まれる仕様
です。

人工大理石シンク

写真はイメージです 

お掃除ラクラク　鏡 お掃除ラクラク　排水溝

お掃除ラクラク　人大浴槽 エアインシャワー 魔法びん浴槽

写真はイメージです



novopan
STP

地震・台風に強い安全な家に！

冷暖房効率の高い省エネ住宅に！

Interior
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※弊社推奨オプション
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