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コスモホームが他社と差別化しているもの
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鉄筋が大きい
弊社の鉄筋はD-13。鉄筋は大開口の家も対応でき、地震に強く、
鉄筋部分を残せばリフォームがしやすいというメリットがあります。

業界最長 15 年保証の新築シロアリ予防
弊社では「ボロン deガード」という工法を採用しています。木材保
存剤であるホウ酸を使用し、腐らない、白蟻に食べられない家を目指
しています。白蟻が及ぼす被害は広範囲。木材、紙はもちろんのこと
プラスチック、鉛、コンクリート、ケーブルなども消化こそしません
が加害します。また、住宅の断熱材への被害事例も数多く報告されて
います。小さい害虫だと侮っていては、大切なお家が脆くなってしま
うかもしれません。「ボロン deガード」は白蟻を寄せ付けないだけで
なく、耐性を持たれないので長期にわたり家を守ることが可能です。

コンクリート強度
コンクリート強度とは、コンクリートが打ち込まれてから 28 日経過
した時点で計測された強度のこと。他社の強度が 180 ㎏ / ㎠なのに
対して弊社は 300 ㎏ / ㎠。数十年と、安心して暮らせる強い家です。

ヒバの木を採用
住宅の土台は、人間でいう足の部分です。弊社では足元をしっかりす
るために、土台にヒバの木を使用しています。ヒバの木にはヒノキチ
オールという成分の排出によって、腐朽菌 ( 物を腐らせる菌 ) や白蟻
を近寄らせない効果があります。これにより家を長持ちさせることが
できます。
また、柱には乾燥無垢杉を使用しています。（※強度を高める為、通し
柱のみ指定の集成材を使用。）

継ぎ手が長ホゾ
ホゾとは『継手』で木材を接合するとき、一方の材にあけた穴にはめ
込むため、他方の材の一端につくる突起のこと。
通常のホゾは短ホゾと言い、土台までホゾが届いていない状態にあり
ます。位置決めやズレ止め程度の役割で、緊結の為に V字金物などを
併用したりします。
土台と柱の接合部などで使用されるホゾが短いと、荷重で柱が沈みや
すく、サッシ等が開閉しにくいなどの弊害が起きてしまいます。
そういった問題を軽減させるべく、弊社では長ホゾを採用しています。

基礎・土台・防蟻材

強度

土台

防蟻
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弊社では通し柱と梁の接続部にテナンビームという耐震ボルトを採用しています。

木造住宅は通常、柱と柱、柱と梁の接続部に継手の工法を使用します。継手とは、

支えとなる柱に型となる空洞を彫り、木と木がピッタリはまるようにする木造建

築の伝統的な工法です。木と木が重なり合うことで隙間が解消され、とても頑丈

です。しかし地震のような不確定な揺れや、湿気などで木自体が弱くなった場合、

一気に脆くなります。そんな継手の弱点を改善できる技術が、コスモホームで採

用しているテナンビームです。

最小限の切り欠き
 継手と違い、スリットとボルト穴のみという最小限
の切り欠きなので、軸となる木が、木本来の強さを
発揮することができます。また、ボルトを差し込ん
だ部分が時間の経過で緩くなることを防ぐために指
定の集成材を使用しています。

錆に強い
溶融亜鉛メッキ鋼板を素地に、リン酸亜鉛処理を
施し安定した皮膜下地をつくり、さらに耐食性に
富む樹脂系塗料でコーティング。
3層の防錆効果により長期強度を維持します。

見た目がきれい
高強度であることに加え、見た目もスッキリして
おり、他工法との組み合わせも可能です。

耐震ボルト接合 テナンビーム
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コスモホームではビニールクロスを使用する場合には、建材を FFC 加工をすることで安心
安全な建材に仕上げたものを使用しております。免疫力を高めるためには、栄養バランス
のとれた食事、適度な運動、ストレスを溜めないなどの基本的な健康法を実行することは
もちろんですが、自宅の空気環境まで気を配る人は多くありません。でもそれが最大の問
題なのです。FFC 加工とは、善玉菌を発生させ、悪玉菌を駆除します。カビなどの抑制と
ともに、善玉菌の増加により免疫力が高まり、住環境を良くします。また「免疫住宅」に
は免疫力をあげるほか、もう一つのメリットとして「マイナスイオンが増える」効果があ
り、住む人の健康を第一に考えた住宅です。

マイナスイオンの発生による森林浴効果
FFC 加工によってマイナスイオンの発生が活発になり、お部屋の中を自然の森の中の空気環境
に近づけます。

遠赤外線効果
遠赤外線が放出された空間は、冬暖かく夏さわやかです。

カビやダニの抑制でアトピーやアレルギーを抑える
部屋のカビやダニの発生を抑制します。シックハウスを発生させません。

善玉菌の増殖効果
悪玉菌の増殖を抑え、私たちの身体の生理機能を高める有益な善玉常在菌の増殖を助けます。

効果は永久的
一度加工すればずっと効果を持続します。

その他にも　■新築時の化学物質のにおい ( 健康被害のもととなるもの ) を抑える　■人の免疫力を高め、健康的な体に改善
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などのメリットがあります。

住宅で使用する木材・建材・クロスなどの素材に含まれる水分に水溶性の 2種類の鉄＜Fe2/Fe3＞ミネラル
を含浸させる技術を「FFC テクノロジー」といい、その技術を使用したものを「FFC 免疫加工」といいます。

免疫住宅 FFC 免疫加工
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屋根下に Rフォイルを貼ることで屋根から受ける太陽からの「輻射熱」を大幅にカットします。

遮熱性にも優れた壁用透湿防止シート。外壁に貼ることで夏季の室内への熱の侵入を大幅にカットします！

Rフォイルとは二層のポリエチレンエアーキャップを、特殊アルミで挟んだ７層構造の薄型遮熱シートのこと。

優れた防水性
 多層構造であるため強度がUP! 止水性も向上します。

優れた遮熱性
均一なアルミ層を設けることで、高い赤外線反射率を保持！

優れた耐久性
特殊保護層により、遮熱機能において高い耐久性を保持！

屋根下地 Rフォイル

防水紙エアテックス
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樹脂サッシ
熱の伝わりにくい樹脂素材を使用することで
室内の暖かさを逃さず室外の冷たい空気を室
内に伝えにくくします。熱伝導率の低い樹脂
と複合ガラスを組み合わせることで、一般的
なアルミサッシの約 3倍高い断熱効果を実現
しました。

LOW-E ペアガラス
LOW Emissivity( 低放射 ) の略。複数枚のガラスと密閉された中間層により、光の透過性
を保ちつつ、断熱効果を得られます。従来の複層ガラスに比べ断熱性能が高い！
冬の暖房時、暖かい部屋の熱の約半分は、窓やドアの開口部を通って外に出ます。また、
夏の冷房時に外から入ってくる熱も 7割以上は窓やドアの開口部を通ります。

・・・つまり
冷暖房のムダを省き、効率よく利用するためには窓にしっかりとした対策が必要という事です。

▪遮熱・紫外線カット
 室内の明るさはそのままに夏の日差しを 60％カット！また、家具の色褪せ原因である紫外線
や人体に有害な影響を与える電磁波もカットします！

▪断熱性
 複層ガラスの優れた断熱性能は室内の熱を逃げにくくし、快適な室内環境を保ちます。

▪省エネ
 冬は暖かい熱を外に逃がさず夏は涼しさをキープするので、年間冷暖房費が大幅ダウン！

サッシ
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Z 工法とは？
1F 床下と 2F 床下・天井・外壁・内壁 ( 間仕切り壁 ) など全てが 100mmの厚さになる
ようにセルローズファイバーを吹き込んでいく工法です。

コスモホームでは快適安心素材の断熱材「セルローズファイバー」を用いています。
「セルローズファイバー」とは、天然の木質繊維のことで、新聞紙にホウ酸（ホウ酸
は目薬にも使われる ) を混ぜて繊維状 ( 綿状 ) にしたものを断熱材として使用した物。
その中でも弊社は、世界一モノが腐りやすい日本の風土を考え、無公害、高性能、無
結露のエコロジー断熱材「セルローズファイバー」を活かしたナチュラルな断熱施工
技術「Z工法」を用いています。さらに、外壁部分には、遮熱性の高い「Rフォイル」
を採用し、2重の断熱効果で冷暖房を大幅にカットできます。

防虫性
 ホウ酸の効果により
白蟻やゴキブリとい
った害虫が寄りつき
ません。

防カビ性
 新聞紙を綿状にする
ことで、調湿作用が
より拡大され、結露
がほとんど無いため
壁内のカビの発生を
防ぎます。

断熱性 
セルローズファイバー
は機械で隙間なく吹き
込むので、断熱材とし
て高い性能があります。

調湿性
 無駄な湿気を吸って
熱を外に逃がさない
ため、室内を常に快
適に保ってくれます
その働きは土蔵をは
るかに超えます。

耐火性
 バーナー等でセルローズ
ファイバーを焼くと炭化
するだけで燃え上がりま
せん。これはホウ酸が入
っているためで、有毒ガ
スも出ないので安心です。

防錆性
 ホウ酸の効果により
ボルトなどの金物・
釘・ビスがさびにく
くなり、緊結・耐震
効果が大です。

省エネ性 
断熱性が高く住宅の
光熱費におけるラン
ニングコストがりま
せん。。

 安全性
 材料が新聞紙であり、
少量のホウ酸（ホウ酸
は目薬にも使われる）
が入っているだけなの
で人体に安全です。

Z 工法
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無垢材の家は、木の温かみや色合い、匂いといったものが住む人を癒してくれるだけでなく
フローリングなどに比べても調湿効果や断熱効果も高いといった、優れた効果があります。
コスモホームでは、赤松・桐・杉といった無垢材を多く使用しています。
無垢材は木の品質が顕著に現れます。コスモホームでは品質にもこだわっている為、反りや
割れがほとんどありません。

無垢材は、呼吸をしています。調湿作用があり、お部屋の湿度を適度に調節できるのが 無垢
材の特性でもあります。
弊社がおすすめしている桐の床板は、夏に裸足で歩くとサラサラひんやり冷たく気持ち良い
です。また、冬はほんのり暖かく快適に過ごせます。

無垢材と自然素材の断熱材は、相乗効果で家を長持ちさせ、住む人を健康にします。

玄関内部床には赤松を使用
玄関内部の床とは、玄関を開けてすぐの靴を脱ぐスペース。凛以上の商品で、玄関内部床の赤松使用を標準採用
しています。
冬場のタイルは冷たく、冷気で玄関が肌寒くなってしまいますが、赤松は温もりがあり、玄関が極端に冷えること
はほとんどありません。また、お手入れも拭き掃除である程度きれいになります。

クローゼット内壁に青森ひばを使用
青森ひばは 900 年前に建立された中尊寺の金色堂に使われている建材です。耐久性、耐水性に優れ、現在では高級
建材となってしまいました。
青森ひばに含まれるヒノキチオールなどの天然成分が防虫、防蟻の効果が有り、カビを寄せ付けません。凛以上の
商品では標準でクローゼットなどの収納の中にぜいたくに青森ひばを使っています。

無垢材
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桐には多くの特徴があります。

▪調湿作用が高い

調湿作用は柔らかくて比重が小さい素材ほど効果が高いと言われています。

桐は国産の樹木と比べると最も比重の小さい素材です。

▪虫がつきにくく抗菌作用がある。

桐の抽出成分のなかのパウロニンやセサミンなどが虫を寄せ付けない成分と

言われており、桐に多量に含まれているタンニンは抗菌・防腐効果を発揮します！

▪柔らかい素材ならではの復元力！

柔らかい素材の為、傷はつきやすいですが、その分復元力も高いです。

うづくり仕上げ

弊社の桐の床材はうづくり仕上げを施しています。

『うづくり』とは『研ぎ出し』とも言い、柔らかい夏目を削って、硬い冬目を

浮き上がらせて木目を美しく見せる仕上げ方です。

素材の美しさを表現するとともに、木の柔らかい部分が削れて硬い部分だけが

残るため、表面の堅牢さにも繋がります。特に桐は柔らかい素材のため、うず

くり仕上げにより表面を引き締め傷がつきにくくなります。

キズやへこみの部分に少量の水をつけて家庭用アイロンで 5～ 10 秒程度あてると復元します !

桐の豆知識
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LIXIL　【ジエスタ】
断熱の充填や熱を伝えにくい構造枠の組合せなどに
より、暖冷房エネルギーの削減に貢献する商品です。
自社が定めた、侵入・プライバシーに配慮しながら
効率的な通風ができるなどの採風基準を満たします。
自社が定めた、製造法や原材料を見直し、軽量化など
の原材料使用量削減基準を満たす商品です。

お掃除のしやすさにこだわった設計のトイレ。
汚れをためない「隙間レス設計」
汚れが溜まりやすい、便座と便器の隙間を無くし、サッと吹きのお掃除ができます。
ひと拭き形状。手が届きにくかったフチ裏を無くしました !
「ツインノズル」おしり用とビデ用を別々にし、自動洗浄機能付き と清潔性に配慮。
お掃除水位モード。水位を下げる事ができ、輪ジミのお掃除が簡単に !
洗剤ポケット。立ったまま、洗剤補充ができる洗剤ポケット

YKK　【ヴェナート】
窓やドアといった開口部から出入りする熱は、屋根
や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。
そこで開口部を断熱化すると冷暖房の効きが良くな
るため部屋の居心地が快適になり、冷暖房費の節約
にもつながります。「ヴェナート」は、性能の異なる
3つの断熱仕様をご用意しました。

標準仕様について
玄関ドア
弊社では、LIXIL【ジエスタ】・YKK【ヴェナート】という断熱ドアを採用しています。
1年を快適に過ごしながら、省エネ効果も期待できます！

1階トイレ
縁以上の商品は 1階トイレに Panasonic アラウーノを標準採用。
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ハイクラス検査
コスモホームでは、　施工した全棟に第三機関による住宅検査を行っています。
建築業界に左右されず、正しい知識や法律にのっとて検査をします。不備を見逃さない
許さないシステムです。

【第三者機関一覧】
▪城東テクノ
▪JIO わが家の保険
▪ジャパンホームシールド

キッチン
タカラスタンダードのシステムキッチン、システムバス、洗面化粧台を採用しています。
凜以上の商品では IH が標準！

※キッチンプランボード例


