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特注木製キッチンカウンター

LDKの広さや制限にとらわれずに、使い勝手を重要視したキッチンは
自分だけのオリジナルな空間となり、毎日の家事が楽しめます。

店舗のカウンターのような感覚で、家事をしながらお子様の宿題を
見たり、お絵かきをしながらお母さんの家事を見たり。。。

ご飯を作るお母さんを囲むようなキッチンの作りになっていますので
団らんの時間を演出します。

キッチンのゴミ箱の置き場に悩むことは多いですよね。
あえてシンク下をオープンにすることで、ゴミ箱を置いてみたり
踏み台を置いてみたり、使い勝手に合わせてアレンジできる
オープンキッチンです。

リフォームにも対応いたしますので
お気軽にお問い合わせください







ビルトイン調理機器／コーヒーマシン
2018 Autumn
Miele. Immer Besser.
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製品詳細は、HPでご確認いただけます。 
http://contents.miele.co.jp/a-kmcs
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IHクッカー

電気クッカー

KM 6311 LPT（IH3口）
• サイドべべルドエッジ/ライトプリント
• 外形寸法：W670×D510×H54mm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• ブースター：シングル2口/ツイン1口
• タイマー：1分～9時間
• Stop&Go/自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 左：Ø18-28cm、手前右：Ø10-16cm
• 後方右：Ø14-20cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：310,000円

KM 6379 LPT（IH4口/PowerFlex×1）
• オールべべルドエッジ/ライトプリント
• 外形寸法：W916×D416×H51mm
• ダイレクトセレクションプラス/火力9段階
• PowerFlexゾーン最大出力5.9kW
楕円や長方形の鍋にも対応
• ブースター：シングル2口/ツイン2口
• タイマー：1分～9時間
• Stop&Go/自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 左：Ø14-20cm、右：Ø10-16cm
• 中央左/中央右：Ø15-23cm
• PowerFlex：Ø22-23cm/15ｘ23-23-39cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：410,000円

KM 6328 LPT（IH4口/Powerflex×2）
• ステンレスフレーム（ワイドプロトゥルーディ
ング）/ライトプリント
• 外形寸法：W626×D526×H52mmm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• PowerFlexゾーン最大出力5.9kW
楕円や長方形の鍋にも対応
• ブースター：ツイン4口
• タイマー：1～99分
• Stop&Go/自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 手前左/奥左/手前右/奥右：Ø15-23cm
• PowerFlex：Ø22-23cm/15×23-23×39cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：380,000円

KM 6115（IH4口）
• ステンレスフレーム（フラットオンセット）
• 外形寸法：W574×D504×H52mm
• イージーコントロールプラス/火力調節9段階
• ブースター：シングル3口/ツイン1口
• タイマー：1分～9時間30分
• 自動加熱/保温機能
• 過熱防止/鍋なしOFF/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 手前左：Ø16-23cm、後方左：Ø10-16cm
• 手前右/後方右：Ø14-20cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：280,000円

KM 6200（電気4口）
• ステンレスフレーム（フラットオンセット）
• 外形寸法：W574×D504×H46mm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• 高速調理ゾーン：ダブルサークル1口
• タイマー：1分～9時間
• Stop & Go/自動加熱機能
• 過熱防止/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 手前左：Ø18cm、後方左/手前右；Ø14.5cm
• 後方右：Ø12cm/Ø21cm（ダブルサークル）
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.9kW
• 価格（税抜）：184,000円

KM 6201 （電気3口）
• ステンレスフレーム（フラットオンセット）
• 外形寸法：W574×D504×H46mm
• ダイレクトセレクション/火力調節9段階
• 高速調理ゾーン：トリプルサークル1口
• タイマー:1分～9時間
• Stop & Go/自動加熱機能
• 過熱防止/セーフティロック機能
＜調理ゾーン直径・サイズ＞
• 左：Ø14.5/Φ21/Ø28cm(トリプルサークル)
• 手前右：Ø14.5cm、後方右Ø18cm
• 単相200V、50/60Hz、定格消費電力5.3kW
• 価格（税抜）：200,000円 

IHクッカー、電気クッカー
ミーレ製品一覧

※価格や仕様は予告なく変更することがあります。 



食器洗い乾燥機

MIELE AEG Bosch 国産メーカー等取り揃えております
以下、MIELE食洗機ラインナップの一部をご紹介します。







各種ロートアイアン特注製作承ります

【製作事例】
・造作キッチン脚（棚板式）
・階段手すり（内部・外部）
・玄関ドア取手
・棚受け
・看板・表札
・門扉/フラワーボックス

各種デザイン、特注など
価格はお問い合わせください



特注ステンレス天板キッチン

スッキリとした空間を、自分の使い勝手にアレンジできます



特注ステンレスカウンター天板

各サイズステンレス天板製作承ります。

Ｉ型 天板 w2,700＊D650＊40mm
シンクw750＊D400 
コンロ開口 w560＊D460

※ 天板とシンクのみのため、下部設置のキャビネットや
SUS角パイプ脚等は現場調達をお願いしています。

L型 （ビス止め継ぎタイプ）
▪ シンク天板 w1,510＊D650＊40mm
シンク寸法 w750＊D400 

▪ コンロ天板 w2,060＊D650*40mm
コンロ開口 w560＊D460

※ 写真はイメージのため、上記の寸法と異なります。



カクダイ 水栓・洗面ボウル・手洗いボウル等

デザイン性のある水回りをお客様のお好みで
アレンジできます。



フローリング 無垢・三層・複合など国産・輸入品取り揃えております。

お勧めメーカー プレイリーホームズ社

柔らかい樹種、硬い樹種、オイル塗装など各種取り揃っております。









断熱材工事

気密・断熱性に優れた
アクアフォーム

アクアフォーム
断熱材工事（材工）

メーカー 日本アクア

商品 アクアフォームLITE

サイズ 屋根175mm
壁85mm施工

施工条件 25坪以上 2階建て想定

納入価格

割増条件 平屋・吹抜け

備考

【別途割増条件】

・平屋の場合

【吹き抜け部分】
吹き抜け部分の面積坪を
延床坪にプラスさせていただいて
おります。

例）延床30坪だが、6畳分の
吹き抜けがある場合、3坪プラスし
33坪で計算しております。

アクアフォーム工事、承ります

※施工厚みはマイナス側に著しい
誤差がないとした上、平均で
指定厚みをクリアすることとします。



通常タイプ
透湿防水紙

メーカー 日本アクア

商品 アクアホワイト

ウォール

サイズ 1m*50m巻

備考 ２本単位で発送

屋根通気スペーサー

メーカー 日本アクア

商品 アクエアー

サイズ AR5-400 400*850
AR2-305 305*850
AR1-250 250*850
AR1-230 230*850

備考 1ケース50枚入

遮熱タイプ
透湿防水紙

メーカー 日本アクア

商品 アクアシルバー

ウォール シングル

サイズ 1m*50m巻

備考 ２本単位で発送

遮熱タイプ
屋根通気スペーサー

メーカー 日本アクア

商品 アクエアシルバー

サイズ AS5-400 400*850
AS2-305 305*850
AS1-250 250*850

備考 1ケース50枚入

アクアフォーム断熱工事 関連部材



内装 外装用漆喰塗り壁材

伝統的な漆喰の風合いと

輝く白さを次世代に

Lime Plaster（ﾗｲﾑﾌﾟﾗｽﾀｰ）



【商品仕様】
内装・外装用１００％天然漆喰

【荷姿】
20kgバケツ クリーム状

【施工面積】
約8m2/缶

【定価】
25,000円/缶 （消費税別）

【送料】
30缶以上は送料込み

【成分】
水酸化カルシウム
炭酸カルシウム

メチルセルロース

水

販売元

株式会社シンプル
東京都江戸川区松江4-17-3-509
TEL：03-6676-0821
Email: simply0625@gmail.com

製造元

田中石灰工業株式会社
高知県高知市五台山３９８３

TEL088-878-0566 FAX088-884-0289

【適応下地】
内装：石膏ボード
※ ビニール壁紙の上からは施工できません。

外装：モルタル下地
※ サイディングの上はヒビ割れの

恐れがあるためお勧めしておりません。

【施工方法】内外装共 上塗り方法

１：専用シーラーを塗布します。

4kg/缶
内装 5倍希釈液 約100m2/缶
外装 4倍希釈液 約 80m2/缶

２：LPを開けてミキサーで撹拌し
コテで塗り伸ばしてください。
推奨厚みは2〜3mmです。

【施工上の注意点】
天然漆喰の施工のため、季節や湿度、気温など
十分にご注意ください。

詳しくは施工要領をお読みください。

【お問い合わせ先】







内壁 漆喰下地準備

新規石膏ボードの場合

開口部はドア開閉の振動等で、クラックが
入りやすい部分のため、石膏ボードの継ぎ目は
開口ラインを避けて、図のように留め付けることを
推奨しています。

石膏ボードは12.5mm以上を使用ください。
湿式工法のため、施工時に水分を含んだ石膏ボードに
反りが生じ、後のクラック発生につながるケースが
ございます。

またボード留め付けのビスピッチは、１２０mm以下を
お願いしております。推奨１００mm開口部

千鳥張り

天井高2,400mmの際は８尺ボードを使用し
吹抜けや継ぎ足し張りの際は、千鳥張りを
することで、クラックを最大限に防止します

メッシュテープとパテ処理

石膏ボードのジョイントにはメッシュテープを
張り、ビズ頭と共にパテ処理を行ってください。
木造構造は躯体も動きますので、入隅は経年で
割れること想定し、お施主様へ説明が必要ですが
入出隅にもメッシュテープ・コーナーテープを貼り
パテ処理することで軽減することが可能です。



外壁 漆喰下地準備
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適正下地：

無機質の漆喰に弾性はございませんので、ラスモルタル下地を指定しています。
また、防水・クラック防止の観点から、通気工法の仕様をお願いしています。
推奨： ラスモルⅡ通気ノンクラック工法 またはこれに準拠する工法

以下、富士川建材工業株式会社 ラスモルⅡノンクラック通気工法標準施工マニュアル抜粋

１：下地準備のポイント 通気胴縁の施工
■ 通気胴縁は、縦張りです。
■ 下屋・土台回り・開口周りにはラス網取付時のヨレ止め用のヨコ胴縁を入れる

- -i

C><K%�H?��H?EI/BL=H@=%�������DAF;IR�M+)**)U1 ))S-

k�	\U�MI�id�&��?vl�{Rs�

;�lQ�}��rn��p�3%v|n�t~m

kid�&�MI�4N�! ���s|@��s

�t~m

k! �b~x���� �.w|MIY]�BKR
v|n�t~m

kE`��}�lMI�YU�E`cu�}O+?

MI����slO+?T9JMI��YU�

���s|n�t~m

�$U���7~v|n�t~m

kMI���r>w|o�ot~m�W1{�_lMIGUr������l�"�ns���

��Z8�V/x�m�

2GJ�9!�

k��8�MIrl0#��L� h��l ed�l�������s|n�t~mP P
�5A���8�r-P~��U��!$�lSl���l�F(la[s(l��lX�

U*���}xmJMI~,y�U��lfd �gd D)�X�U*�fd�D)��^Y�N N

��lT9�6��p�x�t~myzvl
�s��������X�U*��^Y���

�ot~m

k�C�l�$���oU���8�MI��G~JMI��G�:'�L�2q�t~m

�=0TQT �8:� �3�	�:4��1 ��:
6

��H���8�?MIm����j������~vI��Z8x�<l-P�O$�P

��}xm

�& �&

!�O,)�P

.
�"��#�

5

�'(7

�!�



- -��

ulf|6�ym��ymw{Gr}gyng6��!�#��vpxc{��~?=>>=�H ==�A

��� +^`�/�

F��\+^`�]NP^Z_�/�ZU\ZL�!\7�]��*$0��3Q�\�&[�

XYPWSOM

It{jp~(�8

Jt{jp~�'�e~t~s}ha�%TV���

t{jp~(�

;�Q 	`k~o

5": k~o

.1-����

ymw{G<>@�

czmhymubd
t~qno

ulf|6�ym

BDC: 

 	`

�'4RT

� � � � 9 �

����

�'4T

e~t~s}h

2
: ,

ulf|6�ym

ymw{G<>@EE

czmhymubdt
~qno

����: k~o�ym�ymw{G>@�
]idf{�>?�)

����

.1-K����

- -��

ulf|6�ym��ymw{Gr}gyng6��!�#��vpxc{��~?=>>=�H ==�A

��� +^`�/�

F��\+^`�]NP^Z_�/�ZU\ZL�!\7�]��*$0��3Q�\�&[�

XYPWSOM

It{jp~(�8

Jt{jp~�'�e~t~s}ha�%TV���

t{jp~(�

;�Q 	`k~o

5": k~o

.1-����

ymw{G<>@�

czmhymubd
t~qno

ulf|6�ym

BDC: 

 	`

�'4RT

� � � � 9 �

����

�'4T

e~t~s}h

2
: ,

ulf|6�ym

ymw{G<>@EE

czmhymubdt
~qno

����: k~o�ym�ymw{G>@�
]idf{�>?�)

����

.1-K����

- -��

\TPe/ aU��aU^c<ZfQaVQ/ �"�$��]X_Nck�g97887n= 77m;

>��J

?��= ���J�B

����

����

����


	�

)+(
i�20,�+(j

,�3!'
�H3!'

\TPe/ aU

/ !�

)+(
i�20,�+(j

,�3!'
�H3!'

\TPe/ aU

aU^c<6	8:h

NbURaU\MO[
gYVW

.#3!SgW .#3!SgW

aU^c<6	8:h

NbURaU\MO[
gYVW

/ !�JL�C��i�$j �&-EL�%FK��i
*�j

)+(

)+(@`
d�I+(
G�&L�
DKA

4�D�1

�5�

.#3!SgW

`d�I+(

mlh

�5�

,�+(

)+(

�&-E

,�3!'

\TPe/ aU .#3!SgW

ϧϫغ

4�D�1

aU^c<

ɍɋغ

NbURaU\MO[gYVW

- -��

\TPe/ aU��aU^c<ZfQaVQ/ �"�$��]X_Nck�g97887n= 77m;

>��J

?��= ���J�B

����

����

����


	�

)+(
i�20,�+(j

,�3!'
�H3!'

\TPe/ aU

/ !�

)+(
i�20,�+(j

,�3!'
�H3!'

\TPe/ aU

aU^c<6	8:h

NbURaU\MO[
gYVW

.#3!SgW .#3!SgW

aU^c<6	8:h

NbURaU\MO[
gYVW

/ !�JL�C��i�$j �&-EL�%FK��i
*�j

)+(

)+(@`
d�I+(
G�&L�
DKA

4�D�1

�5�

.#3!SgW

`d�I+(

mlh

�5�

,�+(

)+(

�&-E

,�3!'

\TPe/ aU .#3!SgW

ϧϫغ

4�D�1

aU^c<

ɍɋغ

NbURaU\MO[gYVW

④バルコニー下端 オーバーハング使用

③バルコニー笠木 内側勾配

①土台回り ②下屋 外壁取合い

２：下地準備のポイント 下端起し

漆喰は水を吸う素材のため、水切り板金からの雨水の吸い上げを
防止するためにも下端起しを使用してください。
水を吸い上げると、汚れ・硬化不良による剥離や破断・凍害の可能性が残ります。



３：下地準備のポイント 耐アルカリグラスファーバーメッシュシート

モルタルの表面１〜２mm部分に耐アルカリグラスファーバーメッシュを埋込みます。
漆喰は弾性がないため、モルタルの収縮クラックに追従しますので、必ずメッシュを
埋め込んでください。
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メッシュ埋込みした後の表面のノロ掛けを
金コテなどで、平滑・滑らかに仕上げてしまうと
仕上げ塗りの漆喰の石灰ミルクのモルタルへの染み込みや
食い付きが悪くなりますので、滑らかにし過ぎずに
仕上げ材の食い付きの確保を行ってください。

木コテを使用したような、荒々しい表面の方が
漆喰が食い付きます。



仕上げ塗りの注意点 １

入隅・出隅をきれいに納めるコツ

断面図イメージ

コテ動かし方向

入隅用コテ 出隅用コテ

漆喰は塗った後に水気が乾いていくうちに
少し痩せていきます。

入隅は、漆喰のネタが隙間に埋まるように、
多少チカラを入れて押し込むイメージで
塗り付けます。（断面図イメージ参照）

出隅も同様に角から内側に塗り付けます。

入隅に向かって塗る、出隅に向かって塗ると
漆喰のネタが合わさった部分で乾燥時に
肌分かれし、クチが開いたり、入隅クラックの
原因となりますので、注意してください。

ギュッと押える

ココに空間ができると
乾いてきた時、隙間なりに
漆喰が痩せるので割れやすい

入隅・出隅用コテがあると
やりやすいが、無い場合は
コテで両方向からギュッと押えて
しっかりと隙間を埋めるように塗る



仕上げ塗りの注意点 ２

+
,
-

枠

外壁サッシ上端の塗り納め

サッシ（アルミ・樹脂・木製）と漆喰は
付着しませんので、施工後または経年で
肌分かれします。

特にサッシの上端は、板金周りのように
下端起しをすることはできませんので
サッシ水切り庇の設置または、コーキング
ポケットを作り、サッシ上部から
縁を切ることで漆喰の縁切れや雨水の吸い上げ
凍害を予防します。

サッシの上に乗っただけの漆喰は雨水を
吸い上げて、汚れたり、濡れ乾燥を繰り返す
ことで、収縮を繰り返し、剥離や破断をする
可能性があります。
（基礎上水切り板金と同様の理論です）

外壁・外構の笠木設置と巾木幅の確保 パラペット部分や塀の天端には必ず
笠木を設置してください。
天端から雨水が染み込むと外壁に
内側から汚れ水が染み出したり、剥離
します。
ブロックに塗る際も、直接塗り付けずに
モルタルを使用し不陸調整を含む
下地処理を行ってください。
笠木の接合部からの雨水の浸入も
注意をお願いいたします。

門塀などへの漆喰塗りは、土壌からの
水分の吸い上げを防止する為に
巾木（タイル・レンガなど）を設置するか
巾木幅上げた部分で塗り終えてください。

漆喰



仕上げ塗りの注意点 3 ※特に外装仕上げについて

▪ 足場には、季節に関わりなく、必ず養生シートを掛けて施工してください。
養生シートが、漆喰施工時に発生しやすい白華現象（冬期）や
ドライアウト現象（夏期）の防止に繋がります。

▪ 漆喰は、樹脂や石油系の溶剤を含みませんので、揮発硬化はしません。
施工後にゆっくりとした水分の乾燥と同じ速度で表面から乾燥を始め、
空気中の二酸化炭素を吸収し硬化します。

▪ 冬期（気温が低い）は、特に仕上げ後の乾燥に時間が掛かりますので、
指触乾燥後も、モルタルとの接着面が完全に乾いていないケースが多い為
施工後1〜2日以内に、雨天や寒波の可能性がある場合は、施工を避けるか
養生シートで仕上げ材が流されたり、凍結するのを防ぐようにしてください。

▪ 夏期（気温が高い）は、仕上げ材の急激な乾燥が考えられます。（ドライアウト現象）
直射日光を避け、太陽の動きに合わせて影部から塗り始めるなどの措置を
お願いいたします。

▪ 基礎周りの水切り板金の上や、サッシの上端、庇上、下屋との納まり部など
漆喰の毛細管現象で、雨水など水気を吸い上げる部分は10mm程度の縁切りの
措置をお願いいたします。水気の吸い上げは、硬化の妨げや収縮クラック、
ひび割れに繋がる可能性がございます。

▪ 着色をする場合は、鉱物顔料を使用します。
色は混ざっているように見えても、厳密にいうと、漆喰の石灰の白に色粉が
分散して表面に付着し,着色しているようにに見えています。炭酸化による硬化で
石灰分の白色が顔料分を覆うため、経年硬化で色が薄くなります。
また、白華現象は漆喰の石灰分が表面に浮き出るため白くなります。
乾燥時の風の当たり方、気温などで白華の発生予測が難しいため
外装での着色はお勧めしておりません。

• 木部との取り合いは、木が無塗装の場合、アクを引っ張ります。
木部は必ず塗装してください。

• 漆喰は鉱物（モルタル等）と付着します。木や鉄、アルミなどには付着しませんので
施工乾燥後に縁切れします。チリ際には隙間が生じることがありますので
予め、お施主様に説明をお願いいたします。

• 外壁や外構にご使用の場合、雨がかりの状況や周辺の環境により
経年で汚れやコケカビが発生します。浸透性の撥水剤や保護剤の塗布を
お勧めいたします。詳しくはお問い合わせください。



お問合せ先
株式会社シンプル

TEL 03-6676-0821
www.e-simple.co.jp

Email:office@e-simple.co.jp
simply0625@gmail.com


