
豊 か に 暮 ら し を 愉 し む

平 屋 住 宅

安全に関するご注意
● ご入居に際しては、設備等の「取扱い説明書」をよくお読みいただくか、テクノストラクチャー工法
採用ビルダーである当社にご相談の上、正しくお使いください。

● このカタログに記載の商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、
また定期点検を必要とするものがあります。あらかじめテクノストラクチャー工法採用ビルダーで
ある当社にご確認ください。

● 外観・プラン・写真等はイメージです。実際のプラン・仕様とは異なります。
● 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。また地域によりプラン・仕様が異なる
場合があります。

● 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
● このカタログの内容についてのお問い合わせは、テクノストラクチャー工法採用ビルダーである当社にご相談ください。

私たちは、パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーとパナソニックの住まいづくりシステムを導入することで、お客様とともに二人三脚の住まいづくりを実現していく、全国ネットのハウスビルダーグループです。

ご購入の前に

このカタログの記載内容は2022年6月現在のものです。　カタログに掲載されている写真・文章・図面等の無断転載はご遠慮ください。

HIRAYAのホームページ　https://panasonic.co.jp/ls/pasd/pb-techno/house-series/hiraya/

テクノストラクチャーのホームページ　https://panasonic.co.jp/phs/pasd/
テクノストラクチャー
詳しくは、テクノストラクチャーホームページへ

検 索
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夫婦の時間も自分の時間も大切にできる
ゆったり快適に愉しむ住まい。

夫婦の暮らしを愉しむ

自然を感じつつお子さまの成長をやさしく見守る
家族がいっしょに過ごす愉しさを実感する住まい。

家族とのふれあいを愉しむ

コンパクトな中でも間取りの変化に対応した
お子さまの成長に合わせた住まい。

子どもの成長を愉しむ

人生のどんな時でも愉しい住まい。

テクノストラクチャーは家族構成や暮らし方、将来のライフプランにあわせてデザインすることで、平屋の魅力をさらに深めようと考えました。

どの部屋も庭とつながる平屋での暮らしは、その開放感あふれる空間が家族や友人が集う時間を愉しく、自然との触れ合いがお子さまの成長を豊かなものに。

ワンフロアで昇り降りのない暮らしは、ゆっくりと歩むご夫婦にゆったりとした快適さを。

うつろいゆく庭の四季とともに、ご家族のライフステージにあわせて暮らしを彩る「ＨＩＲＡＹＡ」をお届けします。

家族や友人が集う時も ふたりで歩むこれからの人生も
その時々が愉しい「H IRAYA」

たの

豊 か に 暮 ら し を 愉 し む

平 屋 住 宅

＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。
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生活リズムに合わせて寝室を仕切れば、
お互いの気配を感じながらそれぞれの
時間を愉しめます。

仕切れる夫婦の寝室

3 4＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。

広々とした玄関の土間空間は、ベンチに
腰掛けてご近所さんとお喋りしたり、
お客さまを直接和室に案内することも
できます。

和室とつながる土間空間

思い出の品もたっぷり
収納できる納戸を確保。

大きな
収納スペース

自分の時間も確保できるようになったふたりのために、それぞれの趣味のスペースを設けました。
奥さまはリビング横で大好きな裁縫、旦那さまは土間空間で釣り竿のお手入れなどを愉しみながら過ごせます。

夫婦それぞれの趣味スペース

■1階床面積 ： 119.00㎡　　
■延 床 面 積 ： 119.00㎡（36.06坪）

一緒に過ごす共有スペースとそれぞれの趣味スペースが、ふたりの心地よいひと時をつくります。
バリアフリーにも配慮し、ゆったりと快適にくつろげます。

夫婦の時間も、それぞれの時間も、じっくり愉しむ住まい

ダイニングを勾配天井にすることで、
開放感を演出。上部のハイサイドラ
イトから光がふりそそぐ、くつろぎの
空間です。

開放感あるLDK
リビングから寝室までつながる大きなデッキ。
庭にもスムーズにつながり、晴れた日には
夫婦でティータイムを愉しむこともできます。

広々デッキ

夫婦の暮らしを愉しむ

JAPANESE MODERN

夫婦の寝室（6.1帖）

夫婦の寝室（6.1帖）L・D・K（23.1帖）
和室

（7.2帖）

趣味
スペース❶
（3.6帖）

趣味
スペース❶
（3.6帖）

趣味
スペース❷
（3.1帖）

趣味
スペース❷
（3.1帖）

5m

N
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家族とのふれあいを愉しむ

SIMPLE MODERN

季節感あふれる庭を常に感じられる平屋。その庭と大開口でつながるウッドデッキは太陽の下に広がるセカンドリビングです。
内と外がゆるやかに交差することで、お子さまが自然と触れ合い、のびのびと成長できます。

庭とつながる空間で、家族との時間が心地よい住まい

いつでも家族の気配を
感じられるキッチンは、
洗面や勝手口に近い動線で
家事がスムーズにこなせます。

センターキッチン

1.6mの深い軒下のデッキは、リビングの大開口から庭へとつながり、広がりを感じる心地よいスペース。
四季を感じながらの読書やお子さまの遊び場として使えます。

庭とつながるワイドデッキ

グランドリビング
デッキとつながる5mの広々リビング。
南面の大きな開口からはたっぷりと光が入り、
家族が自然と集まります。

お子さまの遊び場や、収納スペースとして使える
ロフト空間。
＋αのスペースが暮らしにゆとりをあたえます。

ロフト空間

ベビーカーを置いても余裕のある子育て世帯に嬉しい収納スペースです。

シューズクローク

家族とコミュニケーションを取りやすい
リビングアクセスで、あいさつ習慣。
お子さまの成長に合わせて部屋を仕切る
こともできます。

リビング横の子ども室

■
■

： 　
： （38.48坪）
127.00㎡
127.00㎡

※積雪100cm以上の場合は　　 部分に
　柱が必要となり、窓が変わります。

1 階 床 面 積
延 床 面 積

N

（ロフトスペース）

ロフト
（3.6帖）

ロフト
（3.6帖）

書斎

主寝室
（9.0帖）
主寝室
（9.0帖）

L・D・K（28.1帖）

和室（5.4帖）和室（5.4帖）

子ども室
（4.6帖）
子ども室
（4.6帖）

納戸

子ども室
（4.6帖）
子ども室
（4.6帖）

5m

5 6＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。
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コンパクトなワンフロアだから家族の気配が感じられ、豊かなコミュニケーションを育みます。
またお子さまの成長に合わせて間取りも変わる住まいです。

ライフステージに合わせて変化する住まい

7 8＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。

間取りの変更例 フリーウォール
※地域条件や間取り等により、一部制限される場合があります。 
※フリーウォールのプランニングにあたっては、事前にご相談ください。

乳児期

フリースペース
お子さまを遊ばせたり、夜は赤ちゃんと
お母さんの寝室としてお使いいただけ
ます。

子育て期
子ども室 子ども室

子ども室

間仕切り壁
（フリーウォール）

子ども独立期

独立和室

間仕切り壁
（フリーウォール）

メーターモジュール
ひとまわり大きなゆとりを生むメーターモジュール仕様を採用。従来の910mmの尺モジュールに対して、
居室では従来の面積の1.2倍、押入れなどの収納スペースは1.34倍の広さになります。

テクノストラクチャー従来の木造住宅

910モジュール メーターモジュール

910モジュールの廊下幅 メーターモジュールの廊下幅

有効幅
約870mm

広さ
12.0㎡

広さ
9.9㎡

有効幅
約780mm

1.2倍
広さ

90mmUP
廊下幅

フリーウォール
テクノストラクチャーでは、梁に沿って自在に間仕
切り壁の位置が決められる「フリーウォールシステ
ム」を採用。家具の寸法にぴったり合わせた壁の
位置が選べるなど、設計の自由度が高まります。
構造計算の裏付けにより、構造的な不安を解消し
ながら、入居後の間取り変更にも対応できます。

家族やライフスタイルの変化に
合わせて自由に間取りを変更
できるフリーウォール。

お子さまが小さいうちは
1部屋で仲良く、成長して
からは2部屋に仕切れる
可変性のある子ども室で
す。

フリーウォール

天井裏の空間を活用した6帖の小屋裏収納。
お子さまの成長と共に増えていく思い出の
品々も、たっぷり収納できます。はしごをしまう
と広々としたリビングになります。

小屋裏収納

コミュニケーションリビング
間取りの中心にあるリビングには、
自然と家族が集まり会話も弾みます。

リビングやデッキにつながる和室は、お子さまが昼寝をするにも、ママが洗濯物をたたむにも便利です。

つながる和室

よく使う水まわりを1箇所に集めることで、
毎日の家事の無駄な動きをカット。
すべての作業がワンフロアでできるのも
平屋ならではの魅力です。

家事動線

■1階床面積 ： 85.00㎡　　
■延 床 面 積 ： 85.00㎡（25.75坪）

子どもの成長を愉しむ

NATURAL MODERN

子ども室
（8.1帖）

主寝室
（6.3帖）

L・D・K
（16.6帖）
L・D・K

（16.6帖）

和室（5.4帖）和室（5.4帖）

N

case03
有効幅

約780mm

有効幅

約870mm



テクノストラクチャーでは、家を支
える大切な梁に木と鉄の複合梁
「テクノビーム」を採用。接合部も
金具で強化し、ムクの柱※1の約
1.5倍の強度を持つ集成材柱※2

でさらに耐震性を高めています。

木と鉄の
オリジナル複合梁
「テクノビーム」

※1 ムク材：平成12年建設省告示第1452号に定める「すぎ」無等級材。
※2 集成材：平成13年国土交通省告示第1024号に定める強度等級　
　E95-F315集成材。

テクノビーム
t

梁の強さが大空間を支えます。

テクノストラクチャー工法の家
t

梁が弱いとたわみが出るため、
支えるための柱や壁が必要。

弱い梁

一般的な木造住宅

強い梁で支えているから、リビングなどで大空間をつくることが可能に。
テクノストラクチャー工法では、パナソニッ
クの施工認定を受けた地域のハウスビル
ダーだけが、テクノストラクチャーの住まい
を建設・販売できます。

テクノストラクチャーによる住宅は、阪神
大震災クラス（震度7相当）のゆれを5回
にわたって加える振動実験をクリア。激震
に耐えうる高い構造強度が立証されてい
ます。

テクノストラクチャー
採用ビルダー体制

実大振動実験で
震度7をクリア

強風

地震
積
雪

自動躯体設計システムという、コンピュー
タによる高度な構造計算を全棟で実施。
災害による建物へのダメージを、設計段
階でしっかりチェックします。

建てる前に
一棟一棟緻密な構造計算

大切な家族を守る、地震や台風に強い住まい木と鉄の複合梁「テクノビーム」を採用した耐震工法
リビングベル
建てた後も安心のサポート体制

オリジナル接合金具

テクノビーム

集成材柱

ドリフトピン接合

テクノストラクチャーは木造住宅の要となる梁と接合部を、オリジナル部材で徹底的に強化した耐震工法。 
独自の構造計算システムで、一棟一棟災害シミュレーションを行っています。

設計 実証 施工

毎日の暮らしを快適にする、
人と家計に優しい設備をご提案します。

トイレ設備 インテリア

定期点検にメンテナンスのご相談、そしてリフォームのご相談まで。地域
密着の対応力ときめ細やかさで入居後のお困りごとにもお応えします。
専属のオペレーターが24時間365日体制でサポート※1。
これからの暮らしも安心してスタートいただけます。

パナソニックの最新設備
光熱費の削減と家事の負担を抑える

システムバスルーム システムキッチン

平成28年省エネルギー基準に対応 建物と設備のダブルの省エネ性能を追求

エアコン

給湯換気家電

照明機器

建物（躯体）の断熱性能 設備機器の省エネ性能

JTIかせるストック
資産としての住まいの有効活用を応援

※2 「移住・住みかえ支援機構（JTI）」は、長持ちする家＝長期にわたって安定した資産運用が可能な家という付加価値を、住宅
分野に確立し、社会に良質な住宅ストックが循環することをめざして設立された非営利の一般社団法人。国の基金による
バックアップも得ながら、「貸す」人には資産の有効活用を、「借りる」人には良質な住宅を提供する日本のハウジングライフ
を創造しています。パナソニックハウジングソリューションズ株式会社は、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の協賛社員
であり、テクノストラクチャー工法採用ビルダーである当社で「マイホーム借上げ制度」「かせるストック」がご利用いただけます。
本制度の取り扱いの有無についてのお問合わせはテクノストラクチャー工法採用ビルダーである当社にご相談ください。

■ 転勤の際にも賃貸収入でローンを返済可能
■ 両親の介護で実家に戻る間も、賃貸収入を介護費用に
■ 定年後の田舎暮らしでも、家を売らずに賃貸運用
■ 老後の高齢者住宅入居後も、第２の年金に

「移住・住みかえ支援機構（JTI）※2」が実施する、「移住・住みかえ支援適合住宅
（かせるストック）」。
耐久性・耐震性にすぐれ、長期のメンテナンス体制を整えた良質な住宅であれば、
本来50歳以上のシニアが対象の「マイホーム借上げ制度」を、新築時の簡単な手
続きで何歳の方でも利用できるシステムです。最低賃料保証・終身借上げなどの
安心サポートで、提携ローンの利用が可能などのメリットがあります。

太陽光発電は、太陽電池を用いて太陽のエネルギーを直接家庭で使える電気に変換する発電システムです。普段は、
スイッチ操作もメンテナンスもほとんど不要。手間をかけずに発電でき、電気代を節約できます。発電し使い切らずに
余った電気は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって、その地域の電力会社が一定価格で買い取ってくれ
ます。買取価格は、太陽光発電の発電能力や電力会社と契約※3した年度によって異なります。初期費用は大きくなりま
すが光熱費削減や売電収入も増えるため、長い目で見るとおトクです。

パナソニックの太陽光発電システム売電で家計にゆとりを与える

※3 電力会社と別途契約が必要です。

光熱費
（電気+ガス）

住宅
ローン

光熱費
（電気）
光熱費
（電気） 余剰

売電分
余剰
売電分

住宅
ローン

家計
支出

家計
支出

多
毎月の
出費

少
毎月の
出費

一般住宅 太陽光発電搭載住宅
電気+ガス併用 オール電化

一般住宅と太陽光発電搭載住宅との毎月の支払額の違いイメージ

24時間365日 住まいのサポート※1

近い将来、義務化される可能性のある省エネルギー基準。
断熱性など建物の省エネに加え、住宅設備の省エネも求めら
れます。建物自体の断熱性能を求めるとともに、パナソニック
の技術を活かして給湯や空調、照明などの機器にも高い省エ
ネ性能を実現。住まい全体でトータルに消費エネルギーを低
減し、省エネ等級最高ランクのクリアが可能です。

9 10＊写真・CG・イラストはイメージです。地域や条件、プランにより仕様が異なる場合があります。一部オプションが含まれています。

水が止まらない
など緊急トラブル
への対応

リフォームに
備えた住まいの
履歴管理

メンテナンスや
点検など適切な
維持管理

日常の
お困りごとの
解決サポート

SUPPORT

2

SUPPORT

1

SUPPORT

4

SUPPORT

3

※1 24時間365日のサポートは、コールセンターでの一次受付対応です。
※本サービスを提供できるビルダーはテクノストラクチャーHPにてご確認ください。
※本サービスはリビングベルにご契約のお客様が対象です。
※このサービスは有償です。詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。
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