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「さぁ、はじめよう！3 0歳からの家づくり」

「全国で愛されている TRETTIO 」
トレッティオ



「さぁ､はじめよう！30歳からの家づくり」

子育てしやすい家。自分らしく暮らせる家。

だから、毎日が楽しい。

そろそろマイホームと思っている人も、まだ早いかなと思っている人も、

30歳からの家づくり、考えてみませんか？

子育てしやすい家がいいけど、インテリアにもこだわりたい。

TRETTIO(トレッティオ)は。新世代のマイホームへの想いにお応えします。

TRETTIOとは、スウェーデンの言葉で30歳という意味。

30歳からの家づくりを未来基準の視点で提案する、そんなこだわりを込めて名付けました。

未来を見据えて今を考える家族のために、

未来基準の省エネルギーと高耐震を備えた高性能住宅を、

北欧から学ぶ未来へ住み継ぐ機能的デザインで表現した、

商品化住宅「TRETTIO」。

楽しく学んで「簡単に」、素敵に選んで「センス良く」、

ルールという知恵を使って。

「さぁ､はじめよう！30歳からの家づくり」



楽しく学んで「簡単に」､素敵に選んで「センス良く」

TRETTIOは子育て世代と呼ばれる30歳からの家づくりを応援する一つのガイドラインです。

子育て世代が抱える時間･お金･センスの3つの問題をソリューションする為に生まれた商品化住宅です。

価格･間取り･カラーバリエーションを規格化することで､住宅の仕上がりが想像しやすくなり、

それに伴う時間が削減でき､インテリアや外構(庭､ガーデンエクステリア)を考える余裕が生まれます。

また､施工に伴う様々な業務工程を効率化していくことで､品質の均一化を実現し､建物価格への反映を図っています。

子育て世代が抱える3つの問題を､楽しく学んで「簡単に」､素敵に選んで「センス良く」｡

TRETTIOはルールという知恵を使ってつくる､30歳からの家づくりです。



TRETTIO
Chapter 1  【未来基準】

「未来の住宅性能基準」
スーパーウォール工法がもつ6つの優位性

スーパーウォール工法の家は、業界最高水準の基本性能を誇る、高気密･高断熱･高耐震構造。

高性能なスーパーウォールパネルと高断熱サッシ及び計画換気システムが、

健康･快適･安心･安全の理想的な住環境を実現します。

高性能住宅のトップランナーを目指す、スーパーウォール工法

01 0302キャラメルの箱 / 耐震

（モノコック×5倍のパネルの高耐震構造）

魔法瓶 / 省エネ

（夏涼しく、冬暖かい省エネの家）

ヒートショック/ 健康

（温度差が少なくヒートショックも安心）

壁・床・天井が一体化した、頑固な箱型の「モノ

コック構造」と建築基準法の木造最高となる「壁

倍率5倍」（国土交通大臣認定取得）のSWパネ

ルなどによる高耐震構造。台風や地震などの大

きな外力にもしっかりと絶える住まいを実現しま

す。

高断熱・硬質ウレタンフォームで建物全体を包

み込み、気密施工することで、魔法瓶のように保

温性にすぐれた高気密・高断熱の住まいを実現。

外気の影響を受けにくいため一年中快適な室

内温度を保ちやすく、冷暖房のコストも抑えます。

すぐれた保温性脳と冷暖房の併用によって室内

温度を効率よくコントロール。上下温度差・部屋

内温度差の少ない快適な住居環境をつくること

で、高齢者の家庭内死亡事故の原因につなが

るヒートショックの防止にも役立ちます。

2030年までの省エネ基準ロードマップ

エネルギーや地球温暖化が深刻化する中で、日本の住宅の断熱基準が見直され、
省エネ住宅、ゼロエネルギー住宅の普及を目指し、高断熱化が進められています。

省エネ化･ZEH化が進む時代の流れ

省エネルギー施策のロードマップ
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省エネルギー基準

低炭素建築物認定制度

Z E H
※ZEHを含めた広義のZEH

改正
（一次エネルギー消費量基準導入）

2020年までに
段階的に適合義務化 適合義務化

普及促進

2020年までに
標準的な新築住宅で実現を目指す

2030年までに
新築住宅の平均で実現を目指
す

2013年度 2015年度 2017年度 2020年度 2030年度

♢2020年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する。

♢より高い省エネルギー性能を有する低炭素認定建築物の普及促進を図る。

♢2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す。

※1 エネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主への説明義務付けの法案提出予定（2019年1月現在）
※2 ハウスメーカー、工務店等が施工する新築戸建て住宅の過半数がZEHとなること。

※1

※2

04 0605カビ / 快適

（結露の発生を抑え、健康な住まいが長持ち）

アレルギー / 空気

（計画換気システムでいつでもきれいな空気）

騒音/ 環境

（気になる騒音や生活音をシャットアウト）

壁・床・天井が一体化した、頑固な箱型の「モノ

コック構造」と建築基準法の木造最高となる「壁

倍率5倍」（国土交通大臣認定取得）のSWパネ

ルなどによる高耐震構造。台風や地震などの大

きな外力にもしっかりと絶える住まいを実現しま

す。

高断熱・硬質ウレタンフォームで建物全体を包

み込み、気密施工することで、魔法瓶のように保

温性にすぐれた高気密・高断熱の住まいを実現。

外気の影響を受けにくいため一年中快適な室

内温度を保ちやすく、冷暖房のコストも抑えます。

すぐれた保温性脳と冷暖房の併用によって室内

温度を効率よくコントロール。上下温度差・部屋

内温度差の少ない快適な住居環境をつくること

で、高齢者の家庭内死亡事故の原因につなが

るヒートショックの防止にも役立ちます。

未来の住宅性能基準で家計を応援

電気や灯油、ガスなどのエネルギーをできるだけ使わずに暮らせるかが大切です。
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一般住宅（省エネルギー基準）

TRETTIO GRAD

TRETTIO GRAD  ZEH仕様

￥339,940 / 年

￥56,750 / 年

CO2排出量

8,768㎏

4,853㎏

1,310㎏

条件（TRETTIO GRAD）

・暖房：パネルラジエーター〈ガス給湯温水暖房機〉
エアコン〈エネルギー消費区分（い）〉

・給湯：ガス潜熱回収型
・プラン：TRETTIO GRAD北ﾌｧｻｰﾄﾞ流れ〈UA値0.37w/㎡・k〉

（樹脂サッシ複層ガラス）
・太陽光発電システム（ZEH仕様）：9.1kw

Point !
だから環境と財布に

やさしい家づくり
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一般住宅（省エネルギー基準）

TRETTIO GRAD

TRETTIO GRAD  ZEH仕様

￥311,310 / 年

￥214,850 / 年

￥32,570 / 年

CO2排出量

5,373㎏

3,192㎏

962㎏

条件（TRETTIO GRAD）

・冷暖房：エアコン〈エネルギー消費区分（い）〉
・給湯：給湯専用型電気ヒートポンプ給湯器
・プラン：TRETTIO GRAD北ﾌｧｻｰﾄﾞ流れ〈UA値0.40w/㎡・k〉

（樹脂サッシ複層ガラス）
・太陽光発電システム（ZEH仕様）：5.8kw
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一般住宅（省エネルギー基準）

TRETTIO GRAD

TRETTIO GRAD  ZEH仕様

￥250,310 / 年

￥178,280 / 年

￥28,790 / 年

CO2排出量

3,880㎏

2,756㎏

943㎏

条件（TRETTIO GRAD）

￥473,330 / 年

・冷暖房：エアコン〈エネルギー消費区分（い）〉
・給湯：給湯専用型電気ヒートポンプ給湯器
・プラン：TRETTIO GRAD北ﾌｧｻｰﾄﾞ流れ〈UA値0.43w/㎡・k〉

（アルミ樹脂複合サッシ/複層ガラス）
・太陽光発電システム（ZEH仕様）：4.3kw

TRETTIO GRADは一般住宅と比べて 133,390円節約できます。

TRETTIO GRADは一般住宅と比べて 96,730円節約できます。

TRETTIO GRADは一般住宅と比べて 72,030円節約できます。

2地域（札幌市）

4地域（仙台市）

6地域（東京都）

4地域（仙台市）

太陽光発電！

太陽光発電！

太陽光発電！
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TRETTIO
Chapter 1  【未来基準】

「未来のライフステージ基準」
家族の未来を考える家づくり

現在の暮らしだけではなく、10年～20年後の家族の暮らし方を考えると、どのようなプランが理想的なのかが

見えてきます。理想のライフスタイルを叶えるべくマイホームにかかる資金計画と、未来の家族のために、

生涯の中でいつ・どのくらいのお金が必要かといった、誰もが抱く必要不可欠な疑問を同時に解消していきましょう。

経済的な側面から計画的に家づくりを「安心」して進めていくことができます。

Point !
だから今すぐFP

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝへ

小学校
入学ご主人

奥様

長女

長男

33

31

3

1

43

41

13

11

中学校
入学 53

51

23

21

成人式 就職

現在 5年後 10年後 15年後 20年後

オープンなクローゼットを活用して
自分でお片づけできる習慣を。

和空間にデスクと椅子を用意して
リビング学習で集中力アップ。

子ども達に個室が必要になれば
1つの部屋を間仕切って2部屋に。

姉弟のひとりが独立した後は
フリースペースを自在に使って。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

家
族
の
成
長

家
族
に
必
要
な

住
ま
い
基
準

家

族

の

た

め

の

フ

ァ

イ

ナ

ン

シ

ャ

ル

基

準

現在 5年後 10年後 15年後 20年後

住宅ローン

光熱費

教育費（長女）

教育費（長男）

高校 大学

高校 大学

給与所得

支

出

収

入

25年後 30年後 35年後 40年後 45年後 50年後

25年後 30年後 35年後 40年後 45年後 50年後

退職金

結婚資金

年金支給

73

71

43

41

63

61

33

31

73

71

53

51

結婚 出産 金婚式

子どもたちがすべて独立したら
夫婦が趣味を楽しむスペースに。

子どもたちが帰省したときは
フリースペースを寝室として使用。

リビングから目の届く和空間は
孫たちのお昼寝スペース。

広々としたフリースペースは
孫たちが走り回れる遊び場に。



TRETTIO
Chapter 1  【未来基準】

「未来へ伝えるデザイン基準」
今もなお愛され続けている北欧デザインが背景となる

北欧のインテリアデザインは、長く厳しい冬を過ごす必要のある北欧の人々が一年の大半を家の中で暮らすという、

彼らのライフスタイルから必然的に生まれたものといえます。

このような生活に馴染むよう装飾などをできるだけ押さえ、飽きのこないシンプルなデザインと、

機能的で長く愛用できるように抜群の耐久性をもち、設計された実用性が求められたのです。

多くのプロダクトは1950年から1960年の間に隆盛しました。

そんな今もなお愛され続ける、北欧デザイン。

TRETTIOは、そんな北欧の文化や思想背景を受け継いだプロダクトの背景になるような、普遍的なデザインを提案しています。

Ant chair（アントチェア） PH5（ピーエイチファイブ） Marimekko（マリメッコ）

デザイナー/ Arne Jacobsen アルネヤコブセン

ブランド / Fritz Hansen フリッツハンセン

発売年 / 1952年

生産国 / ポーランド

デザイナー/ Poul Henningsen ポールヘニングセン

ブランド / Louis Poulsen ルイスポールセン

発売年 / 1958年

生産国 / デンマーク

ブランド / Marimekko Oyj マリメッコ

（アパレル製造業）

創業年 / 1951年

本社所在地 / フィンランド

世界で初めて背と座一体の3次元曲線を実現し

た名作、アントチェア（アリンコチェア）。座面は薄

い9枚の積層合板で構成されており、背の適度な

しなりと、座面のカーブがその座り心地を実現して

おり、最大12脚までのスタッキングが可能です。

元々このアントチェアは3本の脚部に、座った人間

の脚を合わせた5点で安定感のある座り心地を

実現するという、斬新なコンセプトの元デザイン

されました。座面に腰を降ろした際に椅子の脚部

が邪魔にならない、シンプルに極限までに追求し

たヤコブセンのコダワリが反映されています。

ルイスポールセン社の基礎を築いた、照明デザ

インのパイオニア、近代照明の父とも呼ばれる

ポールヘニングセン。数ある作品の中でも、機能

を追求することで生まれた、合理的なシェードデ

ザインのPH5。まぶしい光が直接目に入らないグ

レアフリーにシェード内側のフロストの加工、安ら

ぎを与えてくれる光と影の心地よいコントラストが

空間に広がります。それでいて高さ60㎝から

（テーブル天板上端からの推奨取付位置）照らさ

れる穏やかな光は、読書や勉強にも十分な明る

さで、しっかりと私達の手元に届けてくれます。

圧倒的な強さをもっているマリメッコのデザイン。

マリメッコは立ち上げ当初から「自立した女性の

魅力」をテーマにしており、女性の力で製品を生

み出していることに大きな個性があります。デザ

インの多くは母国や家庭からでる発想。例えば自

然などの風景、魚、果物、野菜や家庭園芸をモ

チーフに。さらに、多くのデザイナーが手書きス

ケッチから始めています。しっかりと自分の中にあ

る肌感覚のようなものからデザインを引きだして

くる。そういう「確かさ」がマリメッコにはあり、これ

はマリメッコの根っこになる大切なことなのです。

Point !
きっと知ってる

北欧デザイン



TRETTIO
Chapter 1  【未来基準】

「未来へ伝えるインテリア基準」
北欧デザインの背景となる、3つのスタイルバリエーション

TRETTIOは「自分らしく、こだわりのデザインで暮らしたい！！」

そんな願いをかなえるために、自然素材の色調や質感を活かした、

シンプルで美しい北欧デザインをベースに、味わい深いビンテージ、やさしさを感じるナチュラル、

洗練されたモダンでコーディネートされた、3つのインテリアスタイルをご用意しました。

NORDIC VINTAGE NORDIC NATURAL NORDICMODERN

ヴィンテージ感覚のインテリアアイテムを取り入れた

モダンな雰囲気の中に味わい深さを感じる

インテリアスタイルです。

自然素材のプレーンな色調や質感を大切に

ナチュラルテイストでコーディネートした、

優しさを感じるインテリアスタイルです。

ホワイトとダークトーンのコントラストが活かされた

モダンテイスト。洗練されたセンスを感じる

インテリアスタイルです。



TRETTIO
Chapter 1  【未来基準】

「未来の家の買い方基準」
まったく新しい未来の家の買い方

一般的な家の買い方とは、それぞれの敷地に対して、それぞれの図面を書くことから始まります。

出来上がった図面に対し、常に価格は後からついてくることが、一般的な買い方と言えます。

その結果、予算オーバーなんてことも。

TRETTIOは、あらかじめ決められたスタイルと間取り、そして性能と標準仕様が決まっています。

さらに、これらに対する価格が明確で好きなモノを好きなぶんだけ選んでいく。

まったく新しい未来の家の買い方なのです。

Point !
だから

今すぐ見積り

シミュレーションへ

の
STEP

スタイル・タイプ・間取りを選ぶ

エネルギーを選ぶ

あなたらしさをたしてみる

家の価格をだしてみる（建築費の金額）

＋

＋

＋

Step1

Step2

Step3

Step4

※諸経費・付帯工事費・現場経費は別途発生します。



TRETTIO
Chapter 2  【素敵に選んでセンス良く】

「TRETTIOの選べる2つのスタイル」
暮らし方に合わせて選べる楽しみを

TRETTIOは、「30歳からの家づくり」を追求した、商品化住宅です。

子育てしやすい家がいいけど、インテリアにもこだわりたい。

そんな新世代のマイホームへの想いを具体的に表現した、シンプルで、飽きのこない

スタンダードタイプのスタイルです。

TRETTIO GRADは、北欧のシンプルなデザインと暮らし方をベースにした

「子育てしやすい家」「自分らしく暮らせる家」というコンセプトはそのままに、自然に寄り添い、

時の流れに美しさをプラスする「和」のテイストを融合させた新しい商品化住宅です。

GRAD（グラード）は、スウェーデンの言葉で「うれしい・幸せ」という意味。



TRETTIO
Chapter 2  【素敵に選んでセンス良く】

「TRETTIOの選べる間取り」
実物件を見られることが安心

家づくりに欠かせない間取りづくり。時にはそれは難題となります。

住みたい家の間取りとは？ こんな室もにはなかなか答えが出ないもの。

TRETTIOは白紙から考えるのはなく、いくつかの間取りから自分に合った間取りを選んでいく、商品化住宅ならではの考え方です。

また、「図面だけではわからない」なんてことも心配ありません。

実物件を見て、選んで、決めていく。



TRETTIO
Chapter 2  【素敵に選んでセンス良く】

「TRETTIOの選べる間取り」
生活を彩る高性能な部材

外装材から住宅設備まで洗練されたデザインの基本装備、TRETTIOならではのハイスペックな仕様をご用意しております。

裸足で歩きたくなる無垢の床材も、世界で愛される名作も、TRETTIOなら標準装備。

外壁 玄関ドア サッシ

ガルバリウム鋼板 吹付塗装 アルミ断熱ドア 高断熱サッシ

床材 建具 内装材 畳

フローリング メーカー品建具 ビニールクロス メーカー品畳

キッチン ユーティリティー ユニットバス トイレ

システムキッチンI型 置き型洗面ボウル ユニットバスFRP浴槽 温水洗浄便座

食器棚 照明 ユニットバス トイレ

オリジナルクラフト 標準LED照明

・Downlight ・Pendantlight



TRETTIO
Chapter 3  【楽しく学んで簡単に！】

「TRETTIOのステップ」
選んで足して決めていく家づくり

TRETTIOの家づくりはご自身の暮らしにあったプランを見つけて選ぶところから始まります。

これが家づくりをする上での打合せ時間を短縮でき、その分本当のこだわりどころを実現し、センス良く家づくりを進めることができます。

建築費の金額が分かるので、土地の購入前に間取りを決めるコトができるのも最大の魅力の一つ。

これが安心を生む家づくりです。

「好きな間取りを選ぶ→好きなモノを選ぶ→価格を出してみる」。

ご希望ご予算に合わせた家づくりを、楽しく学んで簡単に！

Episode1

スタイル・タイプ・間取りを選ぶ

Step1

設計図書

UB

トイレ

造作家具

断熱材

キッチン

洗面

照明器具

￥

本体価格

エネルギーを選ぶ

Step2

電化

ガス

￥

エネルギー

＋ あなたらしさをたしてみる

Step3

＋

￥

オプション

家具

ファブリック

ZEH

その他のオプション

家の価格をだしてみる

Step4

＋

建築費の

金額

￥

建築日

※諸経費・付帯工事費・現場経費は別途発生します。

Episode2

Step1

資金計画をたててみる 事前審査をだしてみる

Step2

住みたい時期を決めてみる

Step3

住みたい土地を探してみる

Step4

Episode3

Step1

最終計画を決めてみる

Step2

住みたい色を決めてみる

Step1

住みたいモノを決めてみる



TRETTIO
Chapter 3  【楽しく学んで簡単に！】

「TRETTIOインテリアコーディネート」
普遍的価値を生む、北欧プロダクト

3つのインテリアスタイルに合わせ、家具・ファブリックのコーディネートパックをご用意しました。

インテリアコーディネーターによる確かな目で選び抜かれた、長く愛用でき、家と共に経年変化を楽しむことのできる家具です。

家づくりと一緒にお楽しみ下さい。

Dining table Dining chair Pendant light Fabric Green

Living table Sofa TV board

※インテリアスタイルにより、組み合わせが異なります。

鈴木 結加里
インテリアデザイナー/インテリアプランニングディレクター

日本の美、そして、世界各地で出会った美に育まれた繊細かつ豊かな感性を生かし、インテリアや空間のデザイン・コーディネート・プロデュースを手掛ける。

美を紡ぐ作家や職人への尊敬の念、そしてものつくりへの進撃な姿勢のもとに多くのつくり手が集い、共に既成概念にとらわれない、新たな

美の追求に取り組んでいる。近年、日本各地の工務店とその土地の風土に根差したものづくりに従事する作家・職人を丁寧につなぐプロジェクトを

スタート。「つくり手」と「使い手」のつながりから生まれる「新しい暮らしのスタイル」をプロデュースしている。

2016年、国内外のアーティスト作品を展示する「Lights Gallery」を名古屋市円頓寺にオープン。

写真、映像、インスタレーション、工芸など、様々なアートとの一期一会の出会いを大切にし、企画・運営・空間構成を手掛けている。

TRETTIO
Chapter 3  【楽しく学んで簡単に！】

「TRETTIOのスペック」
最高水準のSW工法

1年中快適に暮らせる高性能住宅のスーパーウォール工法。

これからの時代に求められる、確かな技術と品質が、TRETTIOの標準仕様です。

最高水準まで高めた暮らしの性能を、ぜひ体感して下さい。

構造

断熱材

性能

外部仕上げ

開口部

内部仕上げ

住宅設備

主体構造

基礎

基礎断熱

壁

天井（屋根）

外皮平均熱還流率（Ua値）

相当隙間面積（C値）

屋根

外壁

窓

玄関ドア

床

壁・天井

建具

造作家具

換気システム

照明

給油設備

暖房設備

木造在来軸組工法

ベタ基礎

押出法ポリスチレンフォーム

硬質ウレタンフォーム（SW工法）

硬質ウレタンフォーム（SW工法）

0.46w/㎡・ｋ（TRETTIO省エネ地域区分5～7地域仕様）

0.43w/㎡・ｋ（TRETTIO GRAD省エネ地域区分5～7地域仕様）

高気密住宅の基準⁼1.0㎠/㎡以下 全棟気密測定実施

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板 又は金属サイディング/木製外壁（TRETTIO）

ガルバリウム鋼板 又は金属サイディング/吹付塗装（TRETTIO GRAD）

樹脂サッシ（省エネ地域区分1～4地域）

アルミ樹脂複合サッシ（省エネ地域区分5～7地域）

アルミ断熱ドア

無垢フローリング

ビニールクロス

規制品建具

下駄箱

キッチンクローゼット

第1種機械換気（熱交換換気）

LED

建築地域の特性に応じる

建築地域の特性に応じる


