
■ １ＬＤＫタイプ Standard  ■ 

朝日建設の高性能・省エネ 賃貸マンション 仕様書 

ＬＤＫ Ｌｉｖｉｎｇ－Ｄｉｎｉｎｇ－Ｋｉｔｃｈｅｎ ＋ 洋 室 Ｒｏｏｍ 

玄  関 Ｅｎｔｒａｎｃｅ 
室名＼部位 床 巾木 壁 天井 その他 

玄関 200角タイル貼 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
下駄箱 

防犯サムターン 

台所 フローリング 木巾木 
ビニールクロス 

キッチンパネル 
ビニールクロス 

システムキッチン 

ガスコンロ2口 

洗面室 ＣＦシート ソフト巾木 
ビニールクロス 

不燃化粧版 
ビニールクロス 

洗面台・洗濯パン・ 

タオル掛け 

トイレ ＣＦシート ソフト巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
温水洗浄便座・紙巻器 

タオル掛け・吊戸棚 

浴室 ＦＲＰ なし 化粧鋼板 化粧鋼板 浴室乾燥換気暖房機 

ＬＤ フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 

インターホン 

カーテンレール 

長押 

洋室 フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
カーテンレール 

長押 

クローゼット フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 上棚・ハンガーパイプ 

バルコニー 
ノンスリップ 

   シート 
ウレタン塗装 

磁器質タイル 

45二丁掛け 
リシン吹付塗装 物干金物 

二重サッシ 
気密性・断熱性・遮音性・防犯性をかねる二重サッシが 

快適空間を演出。 

台所仕事がはかどるシステムキッチン。 

人気の設備で収納も充実しており、上質なキッチン空間を演出します。 

システムキッチン 

※キッチンのカラーは豊富なラインナップから

お選び頂けます。 

トイレ Ｔｏｉｌｅｔ 洗面室 Ｌａｖａｔｏｒｙ 

シャンプード

レッサー付き

の洗面化粧台

になります。 

 
※天井に照明器具

が付きます。 

シャンプードレッサー付きの洗面化粧台。 

洗面ボウルは人造大理石仕様。 

洗濯機の水栓は止水弁付きになります。 

 

クローゼット 

ハンガーパイプ・枕棚付き。 

洋服もスッキリ収納できます。 

長押 

洋服はもちろん、壁を傷つける 

ことなく、額も掛けられます。 

マルチメディアコンセント 

テレビ・電話・パソコンに対応します。 

ワイドスイッチ 

押しやすいワイド型です。 

下駄箱 
傘も収納でき、棚も可動式。ブーツも収納できます。 
※玄関の天井に照明器具が付きます。 

バルコニー Ｂａｌｃｏｎｙ 

浴 室 Ｂａｔｈｒｏｏｍ 

ユニットバスはワンランク上のサーモ水栓が付きます。 

アクセントパネル1面も標準装備。  
 

ユニットバス 

※アクセントパネルのカラーはお選び頂けま

す。 

浴室乾燥換気暖房機 

花粉症の方などにも人気な

浴室乾燥機も標準装備。 

コーナー棚 

コーナー棚2段付き。 

アメニティーなども置け

て見た目もすっきり。 

3枚引き戸で仕切りが自由にできます。 

洋室と引き戸で仕切られ、用途に応じて広い空間 

としてもお使いになれます。 
※カーテンレールが付きます。 

※エアコン・照明器具はオプションです。 

ダブルロックキー 
鍵はU9のダブルロック。 

セキュリティ効果が期待

されます。 

紙巻器とタオル掛け

が付きます。 

温水洗浄便座付きで清潔感のあるトイレ。 
※吊戸棚が付きます。 

※天井に照明器具が付きます。 

バルコニーの床はノンスリップシート仕上。 

バルコニーにも高級感が漂います。 

手すりは写真のような 

コンクリートタイプ、ガラス

タイプ、格子タイプ等があ

り、手すりには物干金物が付

きます。 

 

2口ガスコンロ 

2口のガスコンロ付きで 

しっかりとした調理にも対応。 

キッチン下収納 

キッチン下の収納も 

充実しています。 

人感センサー 



■ １ＬＤＫタイプ Standard  ■ 

朝日建設の高性能・省エネ 賃貸マンション 仕様書 

ＬＤＫ Ｌｉｖｉｎｇ－Ｄｉｎｉｎｇ－Ｋｉｔｃｈｅｎ ＋ 洋 室 Ｒｏｏｍ 

玄  関 Ｅｎｔｒａｎｃｅ 
室名＼部位 床 巾木 壁 天井 その他 

玄関 200角タイル貼 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
下駄箱 

防犯サムターン 

台所 フローリング 木巾木 
ビニールクロス 

キッチンパネル 
ビニールクロス 

システムキッチン 

ガスコンロ3口 

洗面室 ＣＦシート ソフト巾木 
ビニールクロス 

不燃化粧版 
ビニールクロス 

洗面台・洗濯パン・ 

タオル掛け 

トイレ ＣＦシート ソフト巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
温水洗浄便座・紙巻器 

タオル掛け・吊戸棚 

浴室 ＦＲＰ なし 化粧鋼板 化粧鋼板 浴室乾燥換気暖房機 

ＬＤ フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 

インターホン 

カーテンレール 

長押 

洋室 フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
カーテンレール 

長押 

クローゼット フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 上棚・ハンガーパイプ 

バルコニー 
ノンスリップ 

   シート 
ウレタン塗装 

磁器質タイル 

45二丁掛け 
リシン吹付塗装 物干金物 

二重サッシ 
気密性・断熱性・遮音性・防犯性をかねる二重サッシが 

快適空間を演出。 

台所仕事がはかどるシステムキッチン。 

人気の設備で収納も充実しており、上質なキッチン空間を演出します。 

システムキッチン 

※キッチンのカラーは豊富なラインナップから

お選び頂けます。 

トイレ Ｔｏｉｌｅｔ 洗面室 Ｌａｖａｔｏｒｙ 

シャンプード

レッサー付き

の洗面化粧台

になります。 

 
※天井に照明器具

が付きます。 

シャンプードレッサー付きの洗面化粧台。 

洗面ボウルは人造大理石仕様。 

洗濯機の水栓は止水弁付きになります。 

 

クローゼット 

ハンガーパイプ・枕棚付き。 

洋服もスッキリ収納できます。 

長押 

洋服はもちろん、壁を傷つける 

ことなく、額も掛けられます。 

マルチメディアコンセント 

テレビ・電話・パソコンに対応します。 

ワイドスイッチ 

押しやすいワイド型です。 

下駄箱 
傘も収納でき、棚も可動式。ブーツも収納できます。 
※玄関の天井に照明器具が付きます。 

キッチン下収納 

キッチン下の収納も 

充実しています。 

バルコニー Ｂａｌｃｏｎｙ 

浴 室 Ｂａｔｈｒｏｏｍ 

ユニットバス 

※アクセントパネルのカラーはお選び頂けま

す。 

浴室乾燥換気暖房機 

花粉症の方などにも人気な

浴室乾燥機も標準装備。 

コーナー棚 

コーナー棚2段付き。 

アメニティーなども置け

て見た目もすっきり。 

3枚引き戸で仕切りが自由にできます。 

洋室と引き戸で仕切られ、用途に応じて広い空間 

としてもお使いになれます。 
※カーテンレールが付きます。 

※エアコン・照明器具はオプションです。 

3口ガスコンロ 

ダブルロックキー 
鍵はU9のダブルロック。 

セキュリティ効果が期待

されます。 

紙巻器とタオル掛け

が付きます。 

温水洗浄便座付きで清潔感のあるトイレ。 
※吊戸棚が付きます。 

※天井に照明器具が付きます。 

バルコニーの床はノンスリップシート仕上。 

バルコニーにも高級感が漂います。 

手すりは写真のような 

コンクリートタイプ、ガラス

タイプ、格子タイプ等があ

り、手すりには物干金物が付

きます。 

 

3口のガスコンロで 

グリル付き。 

ユニットバスはワンランク上のサーモ水栓が付きます。 

アクセントパネル1面も標準装備。  
 

人感センサー 



■ １ＬＤＫタイプ Standard ＋ ■ 

朝日建設の高性能・省エネ 賃貸マンション 仕様書 

室名＼部位 床 巾木 壁 天井 その他 

玄関 200角タイル貼 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
下駄箱 

防犯サムターン 

台所 フローリング 木巾木 
ビニールクロス 

キッチンパネル 
ビニールクロス 

システムキッチン 

ガスコンロ2口 

洗面室 ＣＦシート ソフト巾木 
ビニールクロス 

不燃化粧版 
ビニールクロス 

洗面台・洗濯パン・ 

タオル掛け 

トイレ ＣＦシート ソフト巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
温水洗浄便座・紙巻器 

タオル掛け・吊戸棚 

浴室 ＦＲＰ なし 化粧鋼板 化粧鋼板 浴室乾燥換気暖房機 

ＬＤ フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 

インターホン 

カーテンレール 

長押 

洋室 フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
カーテンレール 

長押 

クローゼット フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 上棚・ハンガーパイプ 

バルコニー 
ノンスリップ 

   シート 
ウレタン塗装 

磁器質タイル 

45二丁掛け 
リシン吹付塗装 物干金物 

玄  関 Ｅｎｔｒａｎｃｅ トイレ Ｔｏｉｌｅｔ 洗面室 Ｌａｖａｔｏｒｙ 

シャンプード

レッサー付き

の洗面化粧台

になります。 

 
※天井に照明器具

が付きます。 

下駄箱 
傘も収納でき、棚も可動式。 

ブーツも収納できます。※玄関の天井に照明器具が付きます。 

天板はカウンター一体型の人造大理石仕

様。収納付きの鏡で、ワンランク上のセパ

レートタイプ。 

温水洗浄便座付きで清潔感のあるトイレ。 
※吊戸棚が付きます。 

※天井に照明器具が付きます。 

ダブルロックキー 
鍵はディンプルキータイプを使用。 

セキュリティ効果が期待されます。 

プッシュプル 
各戸の玄関は、カラーバリエーション

が豊富。 

断熱玄関ドアになっております。 

ステンレス製

の紙巻器とタ

オル掛けが付

きます。 

 

浴 室 Ｂａｔｈｒｏｏｍ ＬＤＫ Ｌｉｖｉｎｇ－Ｄｉｎｉｎｇ－Ｋｉｔｃｈｅｎ ＋ 洋 室 Ｒｏｏｍ 

浴室乾燥換気暖房機 

花粉症の方などにも人気

な浴室乾燥機も標準装

備。 

台所仕事がはかどるシステムキッチン。 

天板は汚れにくく、キズがつきにくい人造大理石仕様となっており、

上質なキッチン空間を演出します。 

システムキッチン 

スライド収納 

収納力抜群のスライド収納

を装備。※写真は2口タイプ 

※キッチンのカラーは豊富なラインナップから

お選び頂けます。 

ユニットバス 

シャワー・照明 

ポイントでメタル調シャ

ワーヘッド、LEDダウン

ライト照明など。 

※アクセントパネルのカラーはお選び頂けま

す。 

クローゼット 

ハンガーパイプ付き。 

洋服もスッキリ収納できます。 

照明 

ライティングレールに 

スポットライト3灯が付きます。 

長押 

洋服はもちろん、壁を傷つける 

ことなく、額も掛けられます。 

二重サッシ 
気密性・断熱性・遮音性・防犯性をかねる二重サッシが 

快適空間を演出。 

アクセントクロス 

1面にアクセントとなるクロスを貼

り、グレード感アップ。 

フローリングは上質感を演出した巾広タイプ。 

巾木も木巾木でさらにワンランク上の装い。 
※カーテンレールが付きます。 

※エアコン・照明器具はオプションです。 

3枚引き戸で仕切りが自由にできます。 
バルコニー Ｂａｌｃｏｎｙ バルコニーの床はノンスリップシート仕上。

バルコニーにも高級感が漂います。 

手すりには写真のよう

な コンク リート タイ

プ、ガラスタイプ、格

子タイプ等があり、手

すりには物干金物が付

きます。 

 

2口ガスコンロ 

ステンレストップの 

ガスコンロ付き。 

上質な生活に欠かせないお風呂。 

サーモ水栓やコーナー棚などの基本設備の他に、1面は鏡面仕様の

アクセントパネルを設置し、高級感を演出します。 

人感センサー 



■ １ＬＤＫタイプ Standard ＋ ■ 

朝日建設の高性能・省エネ 賃貸マンション 仕様書 

室名＼部位 床 巾木 壁 天井 その他 

玄関 200角タイル貼 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
下駄箱 

防犯サムターン 

台所 フローリング 木巾木 
ビニールクロス 

キッチンパネル 
ビニールクロス 

システムキッチン 

ガスコンロ3口 

洗面室 ＣＦシート ソフト巾木 
ビニールクロス 

不燃化粧版 
ビニールクロス 

洗面台・洗濯パン・ 

タオル掛け 

トイレ ＣＦシート ソフト巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
温水洗浄便座・紙巻器 

タオル掛け・吊戸棚 

浴室 ＦＲＰ なし 化粧鋼板 化粧鋼板 浴室乾燥換気暖房機 

ＬＤ フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 

インターホン 

カーテンレール 

長押 

洋室 フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 
カーテンレール 

長押 

クローゼット フローリング 木巾木 ビニールクロス ビニールクロス 上棚・ハンガーパイプ 

バルコニー 
ノンスリップ 

   シート 
ウレタン塗装 

磁器質タイル 

45二丁掛け 
リシン吹付塗装 物干金物 

玄  関 Ｅｎｔｒａｎｃｅ トイレ Ｔｏｉｌｅｔ 洗面室 Ｌａｖａｔｏｒｙ 

シャンプード

レッサー付き

の洗面化粧台

になります。 

 
※天井に照明器具

が付きます。 

下駄箱 
傘も収納でき、棚も可動式。 

ブーツも収納できます。※玄関の天井に照明器具が付きます。 

天板はカウンター一体型の人造大理石仕

様。収納付きの鏡で、ワンランク上のセパ

レートタイプ。 

温水洗浄便座付きで清潔感のあるトイレ。 
※吊戸棚が付きます。 

※天井に照明器具が付きます。 

ダブルロックキー 
鍵はディンプルキータイプを使用。 

セキュリティ効果が期待されます。 

プッシュプル 
各戸の玄関は、カラーバリエーション

が豊富。 

断熱玄関ドアになっております。 

ステンレス製

の紙巻器とタ

オル掛けが付

きます。 

 

浴 室 Ｂａｔｈｒｏｏｍ ＬＤＫ Ｌｉｖｉｎｇ－Ｄｉｎｉｎｇ－Ｋｉｔｃｈｅｎ ＋ 洋 室 Ｒｏｏｍ 

浴室乾燥換気暖房機 

花粉症の方などにも人気

な浴室乾燥機も標準装

備。 

台所仕事がはかどるシステムキッチン。 

天板は汚れにくく、キズがつきにくい人造大理石仕様となっており、

上質なキッチン空間を演出します。 

システムキッチン 

スライド収納 

収納力抜群のスライド収納

を装備。※写真は2口タイプ 

※キッチンのカラーは豊富なラインナップから

お選び頂けます。 

ユニットバス 

シャワー・照明 

ポイントでメタル調シャ

ワーヘッド、LEDダウン

ライト照明など。 

※アクセントパネルのカラーはお選び頂けま

す。 

クローゼット 

ハンガーパイプ付き。 

洋服もスッキリ収納できます。 

照明 

ライティングレールに 

スポットライト3灯が付きます。 

長押 

洋服はもちろん、壁を傷つける 

ことなく、額も掛けられます。 

二重サッシ 
気密性・断熱性・遮音性・防犯性をかねる二重サッシが 

快適空間を演出。 

アクセントクロス 

1面にアクセントとなるクロスを貼

り、グレード感アップ。 

フローリングは上質感を演出した巾広タイプ。 

巾木も木巾木でさらにワンランク上の装い。 
※カーテンレールが付きます。 

※エアコン・照明器具はオプションです。 

3枚引き戸で仕切りが自由にできます。 
バルコニー Ｂａｌｃｏｎｙ バルコニーの床はノンスリップシート仕上。

バルコニーにも高級感が漂います。 

手すりには写真のよう

な コンク リート タイ

プ、ガラスタイプ、格

子タイプ等があり、手

すりには物干金物が付

きます。 

 

3口ガスコンロ 

3口ガスコンロでグリル付き。 

上質な生活に欠かせないお風呂。 

サーモ水栓やコーナー棚などの基本設備の他に、1面は鏡面仕様の

アクセントパネルを設置し、高級感を演出します。 

人感センサー 




