
⽚流れ（2畳）

本体 ¥2,700,000 ナチュラル KA-N-2 ¥551,000

大型庇 シンプル KA-S-2 ¥633,000
ウッドデッキ プロバンス KA-P-2 ¥636,000

⽚流れ（3畳）

本体 1,050,000 ナチュラル KA-N-3-Ⅱ ¥642,000
内装 680,000 シンプル KA-S-3-Ⅱ ¥732,000

屋上ﾊﾞﾙｺﾆｰ 1,200,000 プロバンス KA-P-3-Ⅱ ¥739,000
両袖（5畳・6畳） 切妻（３畳）

2,150×3,850

本体 ¥1,485,000 2,275×3,640 ナチュラル KI-N-3 ¥671,000
内装 ¥857,000 2,150×4,650 シンプル KI-S-3 ¥723,000

面格子 ¥129,000 2,275×4,390 プロバンス KI-P-3 ¥779,000
⽚袖（5畳・6畳） 切妻（４畳）

2,150×3,850

2,275×3,640 ナチュラル KI-N-4 ¥825,000
2,150×4,650 シンプル KI-S-4 ¥885,000
2,275×4,390 プロバンス KI-P-4 ¥979,000

2,150 × 4,650
2,150×3,850

2,150×3,850

2,150×4,650

2,150 ×  3,850

　ＧＬ（5畳・6畳）

　Still（5畳×2）

¥1,070,000

　Demado　(6畳+1.5畳)

2,275 × 4,390(5,390)

　隈研吾氏デザイン　小屋のワ（6畳）

　

Motor Base　（5畳・6畳）

Motor BaseⅡ6畳

　

MB-5 ¥1,625,000

2,150×4,650 MB-6 ¥1,748,000

2,150 × 4,650

GL-6 ¥1,300,000

GL-5 ¥1,200,000

KK-M-5 ¥1,009,000

RK-M-5 ¥953,000

RK-M-6 ¥1,063,000

　

　

KK-M-6

内装あり

内装あり

モダン

モダン

￥3,700,000
合計

内装あり

本体A     ￥1,152,000
内装 ￥771,000
本体B   ￥1,073,000
内装 ￥1,643,000

A

B

内装あり

￥2,471,000
合計

小屋やさん 商品ラインナップ

￥4,639,000
合計

シンプル

1,365

×

2,400

ナチュラル

1,365

×

3,460

ナチュラル

1,820

×

2,730

プロバンス

1,820

×

3,640

￥1,000,000

内装あり

￥2,930,000
合計

内装あり内装あり内装あり



箱型（３畳） 軒ゼロ（３畳） ⽚流れ（3畳）

ナチュラル HA-N-3 ¥674,000 ナチュラル ZE-N-3 ¥654,000 ナチュラル KA-N-3 ¥623,000
シンプル HA-S-3 ¥728,000 シンプル ZE-S-3 ¥708,000 シンプル KA-S-3 ¥668,000
プロバンス HA-P-3 ¥712,000 プロバンス ZE-P-3 ¥754,000 プロバンス 　KA-P-3 ¥711,000

箱型（4畳） 軒ゼロ（4畳） ⽚流れ（４畳）

ナチュラル HA-N-4 ¥808,000 ナチュラル ZE-N-4 ¥734,000 ナチュラル KA-N-4 ¥726,000
シンプル HA-S-4 ¥881,000 シンプル ZE-S-4 ¥843,000 シンプル KA-S-4 ¥785,000
プロバンス HA-P-4 ¥862,000 プロバンス ZE-P-4 ¥897,000 プロバンス KA-P-4 ¥831,000

箱型（5畳） 軒ゼロ（5畳） ⽚流れ（５畳）

ナチュラル HA-N-5 ¥931,000 ナチュラル ZE-N-5 ¥867,000 ナチュラル KA-N-5 ¥941,000
シンプル HA-S-5 ¥1,026,000 シンプル ZE-S-5 ¥940,000 シンプル KA-S-5 ¥1,026,000
プロバンス HA-P-5 ¥1,007,000 プロバンス ZE-P-5 ¥1,012,000 プロバンス KA-P-5 ¥1,067,000

箱型（6畳） 軒ゼロ（6畳） ⽚流れ（６畳）

ナチュラル HA-N-6 ¥1,012,000 ナチュラル ZE-N-6 ¥962,000 ナチュラル KA-N-6 ¥1,013,000
シンプル HA-S-6 ¥1,101,000 シンプル ZE-S-6 ¥1,057,000 シンプル KA-S-6 ¥1,105,000
プロバンス HA-P-6 ¥1,091,000 プロバンス ZE-P-6 ¥1,126,000 プロバンス KA-P-6 ¥1,194,000

スリム
2,150×4,650
標準
2,275×4,390

スリム
2,150×4,650
標準
2,275×4,390

スリム
2,150×3,850
標準
2,275×3,640

スリム
2,150×3,850
標準
2,275×3,640

　

スリム
2,150×2,300
標準
2,275×2,275

スリム
2,150×2,300
標準
2,275×2,275

　

スリム
2,150×3,100
標準
2,275×2,730

スリム
2,150×3,100
標準
2,275×2,730

　

　

プロバンス

シンプル

ナチュラル

シンプル

ナチュラル

ナチュラル

ナチュラル

プロバンス

※一部地域は現地施工可（25％UP）
※小屋サイズ変更（+50,000円）
※サッシ位置変更（+20,000円）
※サッシ増減可能です

※消費税は別途です
※基礎工事が別途必要となります
※運搬費用及び設置費用は別途です
※固定資産税が必要となる場合があります

内装 ￥1,643,000

プロバンス

1,820

×

2,730

ナチュラル

1,820

×

3,640

シンプル

1,820

×

4,550

ナチュラル

1,820

×

5,460


