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注文住宅
（ハウスメーカー含む）

キョーワハウス
一般的な

建築条件付売地の
建 物

間取り 担当営業と設計士
担当営業と

担当現場監督
売主と提携している
メーカーの営業

各打合せ 担当営業と設計士
担当営業と

担当現場監督

売主と提携している
メーカーの営業
（費用が発生）

仕 様
メーカー規定の
仕様が多い

決まっているが変更可能
ただし差額等代金が必要

決まっているが変更可
能・差額等代金が必要
但し提携メーカーがＮ
Ｇを出した場合は不可

施 工
直施工または提携工務店の

場合もあり
直施工

（自社施工）

売主と提携している
メーカー（メーカーが
更に提携している場合
は、いわば「孫請け工
務店」となる）

弊社との比較

「建築条件付売地」の建物

当社と同様ゼロからの間取りを作成で
きる会社もあります。

その場合、施工会社＝売主であれば直
施工となり打合せがスムーズでコスト
も抑えることができますが、設計・施
工会社が売主ではない別会社の場合は
その関係上別の費用が発生します。

建物について、一般的にはある程度の参考間取りがありそこからの
イージーオーダーの変更が多く、ゼロからの間取り作成は少ないと
思います。

弊社も参考間取りはご用意しております
が、多くのお客様（注文者）は独自のご
要望があるので、ゼロからの間取り作成
しており、当社の設計担当と直接対面の
打合せとなります。



☆リモートワーク専用の部屋が欲しい！
☆玄関に洗面台、シューズクロークがほしい
☆ロフトを作りたい（固定階段・梯子）
☆屋上（バルコニー）を作りたい
☆タタミコーナーを作りたい（吊り収納もほしい）

☆リビングに日当たりの良い吹抜を作りたい
☆２階に小上がりの書斎を作りたい
☆パントリー（食品庫）が欲しい！
☆２階に広いリビングを作りたい

☆インナーバルコニーを作り快適に利用したい！
☆２階に広い部屋を作り子供の成長に合わせて仕切れるようにしたい
☆収納豊富なウォークインクローゼットを作りたい
☆リビング階段にして途中に中２階の多目的スペースを設けたい！

こんな希望はありませんか？

以上のようなお客様のご要望を受け、すべて実現してきました。
注文住宅に近い感覚で間取り、仕様、外構に至るまで、

ご希望のスタイルを決めることができます。

弊社の『 JOLI VILLE 建築条件付売地 』の建物は
注文住宅は予算的には厳しい･･･だけど建売ではなく

『 希望に近い間取り＆設備を付けた家に住みたい 』を
お手伝いできればと思っております。

JOLI VILLE

吹抜

リモートワークも
できます。

吹抜

ジョリ ヴィレー



ジョリ ヴィレー

Structure ＆ Outside

工法
外壁
基礎
軒裏
破風
玄関
サッシ
屋根
柱
バルコニー
笠木

ポーチ

在来工法 制震装置付き
防火サイディング
コンクリート打放し
不燃ボード 一部換気口付
無塗装サイディング(塗装仕上)
アルミ製 単体ドア
アルミ製
平型屋根ストレート葺(コロニアル)・雪止め付
集成材 105×105
FRP防水
アルミ製笠木 ＋ バー手摺
300角タイル貼

Interior ＆ Finish

玄関
廊下
階段
LDK
洋室
トイレ
洗面室
クローゼット

Electric/Outlet ＆ Interior ＆ Sanitary

コンセント
エアコン用コンセント
テレビ端子
電話用空配管
照明器具
インターホン
内装ドア
クローゼット
玄関収納
手摺
システムキッチン
ガス給湯器
洗面化粧台
トイレ
浴室
給排水
給湯

床 巾木 壁 天井
300角タイル 既製品 ビニールクロス ビニールクロス
フローリング 既製品 ビニールクロス ビニールクロス
フローリング 既製品 ビニールクロス ビニールクロス
フローリング 既製品 ビニールクロス ビニールクロス
フローリング 既製品 ビニールクロス ビニールクロス
フローリング 既製品 ビニールクロス ビニールクロス
フローリング 既製品 ビニールクロス ビニールクロス
フローリング 既製品 化粧石膏ボード 化粧石膏ボード

LDK：４か所/各居室：２か所
各居室：１か所
各居室：１か所
住戸全体で２か所
居室照明を除き設置（居室主照明はシーリングのみ設置）
カラーモニター付インターホン
既製品片開き戸
既製品折れ戸
既製品 W800 or W1200
階段(連続手摺)
I型 2550 グリル付3口ガスコンロ
24号オートタイプ キッチンリモコン × 1 浴室リモコン × 1
洗面化粧台 W750 or W900
シャワートイレ付便器
浴室 1616型 FRP浴槽 シャワー付き水栓 換気扇 折れ戸
システムキッチン・システムバス・洗面台・洗濯機・便器・給湯器
システムキッチン・システムバス・洗面台

注意事項 １．本書の仕様・設備はメーカー商品入替・その他の事情により予告なく変更する場合があります。
２．本書の仕様・設備詳細については各メーカーのホームページをご参照ください。

JOLI VILLE 仕 様

KYOWA

HOUSE Specification



Structure

基 礎

布基礎とは

布基礎は、 建物の柱や壁の部分にコンクリートを打設（建築
の基礎となるコンクリートを、枠の中に流しこむこと）する基
礎工事の方法です。
ベタ基礎が建物を"面"で支えるのに対して、布基礎は壁面
に沿って"線"で支えると考えれば、良いかと思います。

ベタ基礎とは

ベタ基礎は、現在多くの住宅が取り入れている基礎工事の
方法で、建物の底一面を鉄筋コンクリートの基礎で支えま
す。安定性が高く、地震の揺れや不同沈下にも強い造りに
なっています。
ベタ基礎にすると、地面から上がってくる湿気や白アリを防
ぐこともできるので、建物の品質を長く保つことができます。

ベタ基礎・
布基礎の違い

また、地盤調査を行い十分な強度を確認後（万一強度不足の場合は対策工事後）基礎工事を行っているので安心です。

当社は「ベタ基礎」を採用。ベタ基礎は建物の底一面を鉄筋コンクリートの基礎で支えます。安定性が高く、地震の揺れや不動沈下
にも強い造りになっています。ベタ基礎にすると、地面から這い上がってくる湿気やシロアリを防ぐこともできるので、建物の品質を
長く保つことができます。

ベタ基礎は建物の底一面を支えます。

当社施工例 当社施工例

KYOWA

HOUSE

基礎配筋

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



基礎パッキン・床下地

イメージ図

当社施工例

基礎と土台を絶縁することで、 腐朽菌やシロアリからの被害を未然に防ぎ、建物の耐久性や建材の性能を十分に発揮させます。
自然の気流を利用した全周換気で床下全域を乾燥させ、カビの室内侵入や結露を防ぐために玄関まわりや勝手口を気密化し、建
物の耐久性と省エネ効果を高めます。

朝日ウッドテック㈱ のホームページより引用しております。

基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出。 省エネ・耐久性向上・耐震安全性を実現します。「Joto」（城東ﾃｸﾉ㈱）のキソパッキンロ
ングを設置。ポリオレフィン系樹脂と炭酸カルシウムとの複合素材で、樹脂の持つしなやかさと石の持つ頑丈さを併せ持ったもので
す。

基礎パッキンロング

床下地（戸建用二重床システム）

床下地には、在来工法（大引き・根太組）より進化した「ニューはや手」（朝日ウッドテック㈱）を採用しています。ベースパネル・断熱
材・支持脚の組み合わせにより、確実で安定性に優れ、強い強度をもった床組をつくることができます。
厚さ２４㎜（２８㎜）のベースパネルで支える「ニューはや手」は、垂直荷重に対する剛性は根太組以上、また水平剛性はツーバイ
フォーの１.２倍（㈶日本住宅・木材技術センター水平構面試験による）という高い剛性の床組です。
また、断熱材の敷設率は９９％の高断熱。床下の換気は遮るものが少なく、高換気性能です。（下図参照）

城東テクノ㈱ のホームページより引用しております。

Structure

KYOWA

HOUSE

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Structure

吉野石膏株式会社のホームページより引用しております。

外壁下地構造材

KYOWA

HOUSE

建物の躯体に構造強度を高め
地震に強い住まいを創っています。

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Structure

住宅をはじめ、 多くの建物に使われる内装下地材タイガーボード
(通常のせっこうボード)の耐火性能などを保持しながら、耐震的性
能をさらに向上させたボードです。

吉野石膏株式会社 ホームページより引用しております

クロス下地石膏ボード

KYOWA

HOUSE

タイガーボード・タイプＫ－Ｂ

「せっこう」ボードの特長

不燃性
タイガーボードは、建築基準法に適合する不燃性能を有し
ています。
つまり、加熱により煙、有毒ガスの発生もありません。
防火・耐火性
他の防火建材と異なり、タイガーボードを用いた壁は、火
災などの高温にさらされると化学的に結合した結晶水が
水蒸気となり徐々に放出されます。いわばスプリンクラー
を内蔵した防火、耐火性能を有する壁となります。

断熱性
せっこうは、熱伝導率が比較的低いので、冬は室内の暖か
さを戸外に逃がすことがなく、夏は外の熱気の侵入を防ぎ、
冷暖房の効率を高めます。タイガーボードは、日本工業規
格による断熱性規格値を上回り、「省エネルギー協力製品」
に指定されています。
施工性
切断、釘打ち、ビス留め、クリップ留め、接着工法とも簡単
で、切断は特殊な道具を必要とせず、文具用のカッターで
容易に切断できます。仕上げもペイント塗装、壁紙、クロス
張りなど広い応用範囲をもっています。

寸法安定性
温度、湿度の影響による変形がほとんどありませんから、
施工後の反り、目地部に隙間などを生じません。寸法安
定性は抜群です。
遮音性
騒音は"公害"の一つとして取り上げられる状況の中で、
タイガーボードは有効な遮音性能を発揮する遮音壁の
材料として、ホテル、マンション、病院などの壁に広く使
われ、快適な住空間を提供しています。

（印刷につき色は実際と異なります）

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Outside

アクリルコート+無機２層で、経年による屋根の変色を抑制。

屋根に熱や湿気がこもることで、室内の心地よさを損ねたり、住まいの寿命を縮める原因にもなります。ケイミューは屋根から住居
空間の快適化を提案してゆきます。

屋根裏にたまる熱気、室内などからの湿
気を棟から排出。 住まいの快適性・耐久
性を維持します。

住まいの快適アップのために開発した工
法です。 屋根で熱を遮り、室内の心地よ
さを保ちます。

ｹｲﾐｨ－株式会社 ホームページより引用しております

同色の無機化粧層、 無機
彩石の上に高耐候アクリル
コートを採用。 トップコート
が仮に劣化してもその下の
無機2層構造が色感をキー
プし続けます。

屋根（コロニアルクァッド）

コロニアルクァッド

屋 根

KYOWA

HOUSE

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Outside

外壁（サイディング）

ｹｲﾐﾕ－株式会社 ホームページより引用しております

ケイミューは、石綿を原材料として使用しない外壁材を開発、製品化。
住む人と地球環境にやさしい商品をお届けいたします。

住宅の高気密化・高断熱化にともない、いままで以上に通気性の重要性は高まっています。
「通気構法」は、躯体内に空気の通り道をつくり、湿気を放出して住宅の耐久性と快適性を向上さ
せます。

住宅性能表示制度では、火熱を遮る時間の長さを評価した「火災時の安全」に関する耐火等級が定
められています。
この等級においてケイミュー外壁材は3等級に対応、一部の商品は4等級（最高等級）に対応してい
ます。

人の耳が最も敏感な250-1000ヘルツの音域に優れた性能を発揮するケイミュー外壁材。
外からの騒音はもちろんのこと、中からの生活音の漏れも軽減します。

ケイミュー外壁材に使用している基材はすべて熱の伝導が小さく、優れた断熱性を発揮。
外部から、内部から、ともに熱損失が少なく、住まいを快適に過ごしやすく保ちます。

外壁（サイディング）

KYOWA

HOUSE

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Outside
玄 関

KYOWA

HOUSE

カードを近づけるだけカギを開け閉め

スマートコントロールキー 10年点検のご案内（有料）

スマートコントロールキーには点検時期お知らせ機能が搭載されています。
使用を開始してから約10年経過またはドアを10万回開閉すると、施解錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、
製品の点検時期をお知らせします。
重要なお知らせ：非常用カギは必ず携帯して外出してください。停電時や故障時に入室できなくなるのを防ぐためです。

（予告なく仕様変更となる場合があります）

防犯性に配慮した
非常用シリンダー

①防犯性の高い鎌錠
上下とも鎌錠を採用。デッドボルト（かんぬき）についた鎌が錠受けにしっかり
かみ合さります。バールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

②脱着式サムターン
上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、
サムターンをまわされるような心配がありません。
（予備のサムターンを1個同梱しています）

住まいを守る安心機能

シリンダーカバーで、非常用シリ
ンダー（カギ穴）が見えないので、
ピッキングの対象になりにくくなり
ます。優れた耐ピッキング性能を
持つディンプルキーを採用してい
ます。

カードを近づけるだけの
かんたん操作
財布やケースに入れて
持ち運びできます

YKK AP株式会社のホームページより引用しております。

（ に指定させて頂く場合もあります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Outside
サッシ

KYOWA

HOUSE

優れた性能で、住まいと暮らしを快適・省エネに

優れた断熱構造

樹脂アングルを採用し、優れた防露性能を発揮。結露
を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制します。標準
装備の複層ガラスは遮熱・断熱、省エネ性能にも優れ、
より快適な住まいを実現します。

省エネ効果

複層ガラスの断熱性は単板ガラスの約2倍。そのため冷暖房エネル
ギーを大幅に削減することができ、家計の負担を軽減します。

※ カラーは５色よりお選びいただきます。(新築分譲の場合は除く)

空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まっていな
い状態では 、施錠できませ
ん。 無締まりに効果的です。

補助錠

室内からは指で簡単に施解錠
できる補助錠を装備。防犯性能
を高めています。

（冷暖房費の試算条件は下記参照）
※注意結露はサッシの性能だけでなく住まい他自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。
【冷暖房費の試算条件】熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」（㈱建築環境ソリューションズ）を用いて算出した年間冷暖房負荷を「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法
及び解説 Ⅱ住宅」（（一財）建築環境・省エネルギー機構）に基づきエネルギー消費量、冷暖房費に換算。 ●住宅モデル 2階建て/延床面積: 120.08㎡/開口率: 26.8%「平成25年省エネル
ギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 Ⅱ住宅」標準住⼾のプラン ●気象データ「拡張アメダス気象データ」2000年版標準年/（一社）日本建築学会 ●計算地点東京 ●空調設
定冷房: 27℃（就寝時28℃）・60% 暖房: 20℃ ●空調運転方法間歇運転 ●住宅の仕様開口部※1 : アルミサッシ（単板） 躯体: 昭和55年基準レベル相当 開口部※2 : エピソード（複層ガ
ラス） 躯体: 平成25年基準レベル相当 ●遮蔽物居室の8窓にレースカーテン、和室の窓に和障子を併用 ●電気料金単価 27円/kwh（税込）（（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会
新電力料金目安単価） ※1【熱貫流率】仕様に応じた開口部の熱貫流率を使用【日射熱取得率】ガラス種別及び付属部材に応じた日射熱取得率を使用 ※2【熱貫流率】JIS A 2102より求めた
熱貫流率を使用 【日射熱取得率】JIS R 3106より求めた日射熱取得率を使用

（予告なく仕様変更となる場合があります）YKK AP株式会社のホームページより引用しております。

（ に指定させて頂く場合もあります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Interior

フローリング

KYOWA

HOUSE

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 

※ フローリングのカラーは６色よりお選びいただきます。(新築分譲の場合は除く)

東洋テックス株式会社のホームページ等より引用しております。

他メーカーに変更させて頂く場合もあります。

※ フローリング以外は弊社商品ではございません。

（イメージ）



Interior

建 具

建 具

KYOWA

HOUSE

※ カラーは9色よりお選びいただきます。(新築分譲の場合は除く)

パナソニック株式会社のホームページ等より引用しております。 （予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 

永大産業株式会社のホームページ等より引用しております。

イメージ

※ カラーは６色よりお選びいただきます。(新築分譲の場合は除く)

建 具



KYOWA

HOUSE

(キョーワハウスオリジナル商品となります）

※ イメージ

システムキッチン仕様

● スポット微細シャワー
● ホース引き出し機能

手やモノを感知して吐水と止水を行う自動センサー

触らないから汚れない先端タッチレススイッチ

高性能センサーにより、これまでの
センサーでは感知しづらかった物も、
感知精度が向上しました。

操作は吐水口先端のセンサーに手
をかざすだけ。 汚れた手でも触れ
ずに楽々操作できます。

キッチン

Specification

（予告なく仕様変更となる場合があります）

※ キッチン以外は弊社商品ではございません。

■扉カラーは他にもございます。
（新築分譲は選択不可）

■シンク ステンレス
■ワークトップ人造大理石

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



ジョリ

ヴィレー

ユニットバス・洗面化粧台

ユニットバス・洗面化粧台はキョーワハウスオリジナル商品となります
一部設備が附属しない場合があります

KYOWA

HOUSE

Specification

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 

他ﾒｰｶｰに変更させて頂く場合もあります。



トイレ・その他

キョーワハウスオリジナル商品

トイレ収納
床下収納

外水道シャッター

網 戸 物干し

外構当社施工例（オプションの場合あり）

KYOWA

HOUSE

KYOWA

HOUSE

Specification

（予告なく仕様変更となる場合があります）

（新築分譲は選択不可）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 

他ﾒｰｶｰに変更させて頂く場合もあります。



Moist-NanoBubble

水道水→ナノバブル水に交換

「ビューティアクア」

KYOWA

HOUSE

株式会社絆ジャパンのホームページ等より引用しております。 （予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 

あらゆる場所で家事をラクに！

健やかなうるおい肌を
キープ

顔やボディ頭皮の表面
汚れを流してスッキリ
気分に！

蓄積した汚れも
スッキリ！
使い続けるほど
に大きな差が！

ぽかぽかお風呂で
ホッと一息

湯冷めしにくくて
うれしい！

汚れを素早く落とす！
食器洗いや掃除がグッと

楽に！

小さな泡を発生させる大きな技術です
ナノバブル発生装置「Beauty Aqua」は⻑さ約15cmのステンレス製。水が
装置の中を通過する際に旋回し、圧力差を利用しながら水の中に含まれる
空気を気体化させることでナノバブルを発生させます。給水管の1ヶ所に
設置するだけで家庭内の水道水をすべてナノバブル化。一度設置すればメ
ンテナンス不要で、ランニングコストもかかりません。

汚れが付着した洗濯槽の裏側も
水を変えるだけでキレイに！
洗濯槽の汚れの落ち具合を検証

5年間使用された洗濯機を使用。ナノバブル
水で1 ヶ月・ 3ヶ月間、毎日1回洗濯したと
きの洗濯機の様子を検証。※汚れ、洗剤の種
類により仕上がりが異なります。

* （飲料水等の）浄水機能はありません。

（オプション設備の場合がございます。）



「地震大国」と言われている「日本」
住宅への地震対策は万全ですか

日本付近で発生した主な被害地震（平成30年（2018年）以降 最大震度5強以上）

発生年月日 震央地名（地震名） Ｍ 最大震度

令和 4年（2022年）3月16日
令和 4年（2022年）1月22日
令和 3年（2021年）10月7日
令和 3年（2021年）10月6日
令和 3年（2021年） 5月1日
令和 3年（2021年）3月20日
令和 3年（2021年）2月13日

令和 2年（2020年）3月13日

令和元年（2019年）6月18日
平成31年（2019年）2月21日
平成31年（2019年） 1月3日
平成30年（2018年） 9月6日

平成30年（2018年）6月18日
平成30年（2018年）4月 9日

上記内容は気象庁ホームページより引用 令和5年2月14日現在
（※）は気象庁ホームページ特設ページ参照

「金属流動」を利用した次世代型制震ダンパーを
JOLI VILLE では採用しています。

ジョリ ヴィレー

KYOWA

HOUSE

Safety
制震ダンパー

※ 詳細は アイディールブレーン株式会社にお問い合わせください

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 

福島県沖 7.4 ６強
日向灘 6.6 ５強
千葉県北西部 5.9 ５強
岩手県沖 5.9 ５強
宮城県沖 6.8 ５強
宮城県沖 6.9 ５強
福島県沖 7.3 ６強

石川県能登地方 5.5 ５強
山形県沖 6.7 ６強
胆振地方中東部 5.8 ６弱
熊本県熊本地方 5.1 ６弱
胆振地方中東部 6.7 ７
平成30年北海道胆振東部地震（※）

大阪府北部（※） 6.1 ６弱
島根県西部 6.1 ５強



金属流動とは...

金属流動とは、異なる金属同士が摩擦を受けながら、摩耗することなく一方が軟化し柔らかく動き始める現象のことです。
九州大学との10年以上の研究の結果、繰り返し摩擦を受けても一定の摩擦抵抗力を保ち続ける「アルミと鋼材」の組み合わせを発
見しました。

ミューダム®のメカニズム

ミューダム®は、刀と鞘のような二重構造の鋼管がスライドする筋かい型ダンパーです。地震が発生すると、スライド部分でアルミと
鋼材の「金属流動」が起こり、地震エネルギーは熱エネルギーに変換され揺れが低減します。

私たちが考える地震対策

建築基準法で規定された耐震構造は「人命の安全」を守るのが精いっぱいの最
低限の地震対策です。繰り返される地震に対してドンドン住宅が損傷してゆきま
す。
我が国は世界一の地震多発国です。
新築直後に大地震が来たらどうなるでしょうか？
家が傾き、サッシが破損し、壁紙が破れ...それらの補修費用で二重ローンになる
かもしれません。
新築時に追加費用を出してでも最高の地震対策を講じておくべきです。

※ 詳細は アイディールブレーン株式会社にお問い合わせください

KYOWA

HOUSE

Safety
制震ダンパー

（予告なく仕様変更となる場合があります）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



JOLI VILLE では

お引渡し後、安心してお住み頂くために

ジョリ ヴィレー

に加入しております。

※ 詳細は 株式会社 日本住宅保証検査機構 にお問い合わせください

KYOWA

HOUSE

Safety
保 険

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



安心して住み続けられる邸宅です

※ 詳細は 株式会社 日本住宅保証検査機構 にお問い合わせください

KYOWA

HOUSE

Safety
保 険

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



JOLI VILLE では、お引渡し後も安心してお住み頂くため

建物の保険（株式会社日本住宅保証検査機構）だけでなく、地盤サポートシス
テムの登録業者になっており万一の場合も、地盤のサポートが受けられます。

ジョリ ヴィレー

※ 詳細は ジャパンホームシールド株式会社にお問い合わせください

KYOWA

HOUSE

Safety
地盤サポートシステム

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



ジョリ ヴィレー

JOLI VILLE では、

土質までわかる新しいサウンディング試験

SDS試験
(スクリュードライバーサウンディング)

Screw Driver Sounding

を採用しております。

KYOWA

HOUSE

Safety
地盤調査

※ 詳細は ジャパンホームシールド株式会社にお問い合わせください

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



ジョリ ヴィレー

白蟻防徐施工保証書 べランダ漏水保証書

株式会社キョーワハウス保証書
※期間・保証内容が変更する場合がございます

KYOWA

HOUSE

保証書

Safety

JOLI VILLE 保証書

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



・ 建築直施工とは

お客様 ㈱キョーワハウス
請負契約
または

売買契約

弊社専属大工 協力会 ※注

各下職

建材商社

メーカー

・ 設 計(間取り等)
・ 発 注
・ 工程及び現場管理
・ 現場での指示
・ 注文者との打合わせ

（建築条件付売地の場合）

※ 弊社の協力会は『協和会』といい住宅建築に関わる下職、建材メーカー及び大工の組織です。また、年４回にわたり全会員で
研修会や情報交換の場を設けています。

お客様 売 主 工務店
請負契約

設計会社

＜建築条件付売地の場合＞
※ 間取り作成は、お客様のご要望を伺いながら弊社の担当が対面にて打合せをするため、ご相談やご変更がその場で

確認ができスムーズです。
※ 設備等は各メーカーのショールームで実物を確認してお選びいただけます。
※ 弊社が設計からお引渡しまで全て管理するので、責任施工で安心とコスト削減が可能となっております。
※ 建築中は時間が許す限り現場に足を運んでいただき、お客様自身でも構造等を確認をお願いしており、 本書の内容

が確認できます。

・ 建築条件付売地の建築請負契約／新築売買契約 （多くの場合該当）

【 キョーワハウスは建築直施工 】

・ 建築条件付売地の建築請負契約

お客様

請負契約
または

売買契約

工務店

売 主

設計契約

( 間取り作成・建築確認申請等 )

請負者または売主が直接間取りの作成や、打合せ及び建築材料の木拾い(きびろい)を行い、各業者に発注し
ていきます。また、現場での打合せや指示を行います。
直接現場管理ができ、 建築条件付売地の場合注文者も請負者と直接打合せや進捗状況を確認ができます。
請負者（売主）が工務店等に建築を依頼しないので、コスト削減もできクオリティーの高い住宅が提供できます。

｢売主の建築直施工｣と
｢売主が工務店への

建築依頼｣の違い

請負契約
または

売買契約

新築売買契約

＝

（弊社の場合）

KYOWA

HOUSE

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



施工例

KYOWA

HOUSE

Gallery

（施工例にはオプション工事が含まれています）

ジョリ ヴィレーJOLI VILLE 



Housing Development

〒207-0013
東京都東大和市向原4丁目21番地7

株式会社 キョーワハウス
℡ 042-562-4311 fax 042-562-6890
https://www.kyowa-h.com


