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tate 
yoko 1.0 1.5     2.3 3.0 

かんたん組立の本格キットハウス  パネルハウス 

オプションの窓を取付 mini 3.0

オプションの窓を取付 mini 1.5tateD

http://www.hokutobussan.com 

オプションの窓を取付 mini 1.0Lite

Real kit house of easy assembly

mini
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かんたん組立・本格建物 
出荷棟数3,500棟 

mini 3.0 オプションの断熱窓を取付 

3654D 

mini 1.0 オプションの窓を取付 

mini 2.3 

mini 2.3  オプションの窓を取付 

mini 1.5yoko 
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カラマツ外壁材 

外壁は北海道産カラマツ板材を使用。 
耐久性、強度に優れ木目がきれい。 
※Liteタイプを除く 

枠材にはSPF製材を、耐力壁は針葉樹合板。
梁、壁、屋根、ドアパネルは組立済。 

屋根パネル 

完成済みの屋根パネル。 
屋根仕上げは防水シート下地にアスファル
トシングル。 

壁パネル 

開閉が心配なドアも組立済み。 
カギ付ドアパネルはキットに１枚付属。 

錆防止のため、屋外に出るコーススレッド
（釘）はステンレス製を使用。 

錆に強いステンレス 床は24mm厚合板 ドア・窓パネル 

ドアパネル（窓付き）は 
キットに１枚付属。 

使用材料 
各パネル構造材：SPFなどの輸入針葉樹製材 各パネル壁板：針葉樹合板材（国内工場生産） ドアの窓材質：3mm厚アクリル樹脂 
屋根：防水シート下地張り、アスファルトシングル仕上 外壁材（Liteをのぞく）：北海道産12mm厚カラマツ板材 床板：24mm厚針葉樹合板材 

24mm厚のサネ有り床板合板で床強度も
安心。布基礎、べた基礎にも対応可能。 

のこぎり不要で手戻り可能 
DIY初心者も安心 

mini 1.0 オプションの窓を取付 

mini 3.0 

標準は「右吊り左開き（←写真）」ですが、 
「左吊り右開き」に変更可能。（無料） 
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必要な道具 

あると便利な道具 

 

組立 

②②②②    ①①①①    ③③③③    ④④④④    床組立 壁パネル取付 屋根パネル取付 仕上げ 

フルカラーで50ページ以上の組立説明

書とDVDは、ご購入いただいた時（前

払い金ご入金確認後）に送付します。 

キットにアスファルトシングル、水切りや釘など全て付属。 

ニーパッド 腰袋 墨壷 バール、釘抜き 

かなづち・ゴムハンマー 塗料・はけ・ペール缶 ブルーシート 

タッカー メジャー（コンベックス） カッターナイフ 基礎 

水平器（レベル） インパクトドライバー 
トルク140(N/m）以上 

プラス（＋）ビット、ドリルビット 

油圧ジャッキ 

tate    :    奥行長い縦長タイプ 
yoko    :    横幅広い横長タイプ 
L    :    Lite 

D    :    デッキ付 

PANEL 

HOUSE 

パネルハウスの表示 

脚立（はしご） 

屋根材屋根材屋根材屋根材のアスファルトシングルとはのアスファルトシングルとはのアスファルトシングルとはのアスファルトシングルとは…………基材（無機系材料）にアス

ファルトを塗布し、色砂を接着した柔軟性のある板状の素材。 

下地には防水シートを使用。説明書で詳しく解説。「よく知らな

いので不安…」という方も安心。 

mini 
↓概算坪数 
2.3 
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カラー ※塗料はキットに付属しません。 

 屋根材（アスファルトシングル）は下記の3色からお選びください。メーカー塗装済みで塗り替えはできません。 

グリーン グレー イエロー 
※写真の色は現物とやや異なって

見える場合があります。 

必要な塗料量は、1.0、1.5、2.3で4リットル程度、3.0で8リットル程度です。 

基礎（重量ブロック） 

ガレージなどコンクリート基礎では、ドア上に特別製作（有料）壁パネルを取付けてドア調整が可能。 
土間タイプには「床板、床パネル不要割引」があります。（￥4,200～） 

基礎高＋土台材の高さを
お知らせください。 
 
ドア上の特別製作壁パネ
ルで高さ調整が可能。 

特別製作壁パネル 

空間ができてしまいます 

パイン コロラドグリーン マホガニ ウォルナット ダークオーク 

基礎（束石） 

軽量ブロック（Ａ種）は強度が弱いので、重量ブロック（Ｃ種）を使用します。 
基礎高さは、雨水の跳ね返りや床下通風性、傾斜や凍結深度を考えます。 

冬季に霜柱ができる場所は、根入れを深くし凍上にご注意を。羽子板付束石や４×４差込穴付束石は、固定できるのでおすすめです。 
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屋根：グリーン 

2
3

0
5

    

1926    

2480    

1926    

キット価格￥220,000 税込￥237,600 

基礎ブロック必要数：9個 

2
3

0
5

    

2836    

2394    

3480    

1926    

キット価格￥260,000 税込￥280,800 

基礎ブロック必要数：12個 

2394    

屋根：グリーン 

1.0 旧旧旧旧1818 

1642    

1
6

4
2

    

２畳 

1642    

2
5

5
2

    

３畳 

2
4

4
1

    

2836    

2480    

3544    

1926    

キット価格￥260,000 税込￥280,800 

基礎ブロック必要数：12個 

1
6

4
2

    

2552    

３畳 

オプションの窓を取付 

オプションの窓を取付 

4.97㎡（1.5坪）室内約3畳 

3.31㎡（1坪）室内約2畳 

1.5 tate    旧旧旧旧1827 

4.97㎡（1.5坪）室内約3畳 1.5 yoko 旧旧旧旧2718 
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 屋根：グリーン 

2
4

4
1

    

2836    

3480    

3544    

2836    

キット価格￥321,000 税込￥346,680 

基礎ブロック必要数：16個 

2
5

5
2

    

2552    

４.５畳 

2
6

2
9

    

3746    

3480    

4502    

2836    

キット価格￥398,000 税込￥429,840 

基礎ブロック必要数：20個 

2
5

5
2

    

3462    

６畳 

 屋根：グリーン 
オプションの観音開きドアを取付 

オプションの断熱ドア、断熱窓を取付 

7.45㎡（2.3坪）室内約4.5畳 

9.94㎡（3坪）室内約6畳 

2.3 旧旧旧旧2727 

3.0 旧旧旧旧3627 



 

■写真はオプション取付、外装、内装を施工しています。         8           ■写真の設備、備品、塗料はキットに付属しません。 

L 
Liteはキットに外壁材が付属しません。 

1.5yoko  ￥260,000 1.5yokoLite ￥209,000 

1.0Lite    
￥179,000 

税込￥193,320 

1.5 tateLite

￥￥￥￥209,000    
税込￥225,720 

2.3Lite    

￥￥￥￥268,000    
税込￥289,440 

3.0Lite    
￥￥￥￥341,000    

税込￥368,280 

1.5yokoLite     
￥￥￥￥209,000    

税込￥225,720 

PANEL  

HOUSE  Lite ライト 

D 

PANEL  

HOUSE  Deck        デッキ付 

1.5 tateD  

￥￥￥￥260,000    
税込￥280,800 

2.3D  

￥￥￥￥321,000    
税込￥346,680 

外壁材 

Lite : NO SIDING 
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窓（アクリル板） 
  

 キットの壁からの変更＋￥15,300 税込￥16,524    
   ※窓サイズ：H71cm×W60cm  
    窓材質：3mm厚アクリル樹脂 

オプション 窓   ご注文時に追加した場合のオプション料金です。 ※納期が必要となる場合がございます。 

窓（網戸付き、アクリル板） 
  

 キットの壁からの変更＋￥28,000 税込￥30,240 
   ※網戸はマジックテープで開閉可能です。 

断熱窓（樹脂サッシ、複層ガラス） 
  

 キットの壁からの変更＋￥33,300 税込￥35,964 

断熱窓（網戸付き、樹脂サッシ、複層ガラス） 
 

 キットの壁からの変更＋￥51,800 税込￥55,944 

強化床材（38mm材） 

 1.0 ￥12,800 税込￥13,824 
 1.5 ￥19,100 税込￥20,628 

 1.5 tate D ￥12,800 税込￥13,824 室内は1.0  
 2.3 ￥28,200 税込￥30,456 

 2.3 D ￥19,100 税込￥20,628 室内は1.5 
 3.0 ￥38,200 税込￥41,256 

防腐、防蟻床パネル（床パネル枠材のみ加圧注入材） 

 1.0 ￥3,900 税込￥4,212 
 1.5 ￥5,200 税込￥5,616 
 2.3 ￥7,800 税込￥8,424 
 3.0 ￥16,300 税込￥17,604 

オプション 床 
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観音開きドア（アクリル板） ※22,23用はありません。 

 キットのドア、壁からの変更＋￥20,400 税込￥22,032 

 キットの壁からの変更＋￥48,500 税込￥52,380 
窓サイズ：H71cm×W65cm 窓材質：3mm厚アクリル樹脂 
開口部サイズ（両側ドア全開時）：H171.4cm×W174.4cm 

ドア用網戸 ￥17,000 税込￥18,360 
 

※観音開きドアに取り付けることができません。 
※樹脂サッシドアに取り付けることができません。 

ドアクローザー 

 ￥4,900 税込￥5,292 
 

 左吊右開きドア、観音開きドアにも取付可能です。 
 閉じ速度の調整が可能です。 

断熱ドア（樹脂サッシ、複層ガラス） 

 キットのドアからの変更＋￥56,400 税込￥60,912 
 キットの壁からの変更＋￥84,500 税込￥91,260 
  ※フリクションアーム付属のためドアクローザーは取付できません。 

ドア（窓、カギ付き） 

 キットの壁からの変更＋￥28,100 税込￥30,348 

窓サイズ：H71cm×W65cm 窓材質：3mm厚アクリル樹脂 
開口部サイズ：H171.4cm×W83.4cm 
※ドアは軒下に設置できません。 

断熱ドア（網戸付き、樹脂サッシ、複層ガラス） 

 キットのドアからの変更＋￥86,100 税込￥92,988 

 キットの壁からの変更＋￥114,200 税込￥123,336 

観音開きドア（網戸付き、アクリル板）※22,23用はありません。 

 キットのドア、壁からの変更＋￥54,300 税込￥58,644 

 キットの壁からの変
更＋￥82,400 税込￥88,992 

※中間の支柱は取り外し可能です。 
  工場製作済で取付は簡単です。 

オプション ドア 
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雨どいキット（取説付き） 左右両軒分セットです 
 
1.0 ,1.5 yoko ：￥28,200 税込￥30,456   

1.5 tate,2.3,3.0 ：￥30,500 税込￥32,940  

たなキット お好きな高さに取り付け可能です。 
 たなキット（幅1800用）棚面：164.2cm×奥行40cm 
  1段＠￥3,300 税込￥3,564 

 たなキット（幅2700用）棚面：255.2cm×奥行40cm 
  1段＠￥4,900 税込￥5,292 
 たなキット（幅3600用）棚面：346.2cm×奥行40cm 
  1段＠￥6,500 税込￥7,020 

屋根断熱（25mm厚ポリスチレンフォーム） 
 

ポリスチレンフォームのカットにノコギリが必要です。 
取付後は全高＋40mm程となります。 
資材体積が大きい屋根断熱をオプション注文いただく事で、送料が変わることがあります。
お見積り時にご相談申し上げます。 
1.0 ：￥16,300 税込￥17,604  1.5 ：￥24,700 税込￥26,676 
2.3：￥36,900 税込￥39,852  3.0 ：￥46,500 税込￥50,220 

ウォールチェア 
 

1800用（1642mm）アシ3脚、天板セット￥7,000 税込￥7,560 

2700用（2552mm）アシ4脚、天板セット￥9,000 税込￥9,720 

3600用（3462mm）アシ5脚、天板セット￥12,000 税込￥12,960 

 
※コーナーのL字設置は天板カットします。 

ソーラーパネルキット（照明セット） 
 

【直流セット】ＬＥＤ照明セット【YS】￥55,000 （税込） 

↑外灯程度はこちら。 
ＬＥＤシーリングライトセットＢ【直流セット】￥90,000 （税込） 

↑６畳程度までの室内照明に。 
※送料込。精密機器のため宅配便配送です。一部地域は送料がかかります。 

塗料（アサヒペンウッドガード）塗料も一緒に発送します。 
 

↓一回塗り塗料量の目安。※3.4L缶＠￥7,500です。 
1.0 ,1.5 ,2.3 ：1缶￥7,500 税込￥8,100 

3.0 ：2缶￥15,000 税込￥16,200 

オプション その他 
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Version 9.01 

各タイプ共通仕様 

使用材料 

 屋根パネル：防水シート全面張り、アスファルトシングル 
 壁パネル：[構造材]針葉樹製材、[壁板]針葉樹合板材、カラマツ板材 
  ※Liteタイプは外壁材（カラマツ板材）は付属しません。 
 ドアの窓：[窓材質]3mm厚アクリル樹脂 
 床パネル：[構造材]針葉樹製材、[床板]針葉樹合板材 

配送について 

配送 

 配送には下記の条件がございます。 
 1、到着時間は原則的にAMです。 
 2、日曜日・祝日の到着日指定ができません。 
 3、荷降ろしの際にお客様（大人お二人以上）にお手伝いをお願い申し上げます。 
 4、4～13tトラックでの配送の予定です。荷おろし場所が「道路幅6ｍ未満」、「急な坂道」などの場合は、トラック車種の   

変更などで追加料金をご負担いただきます。  
 5、配送上の木製パレットの回収はできません。お手数ですが処分はお客様にてお願い申し上げます。 

備考 

 離島は別途、料金が加算されることがございます。  
 年末年始、連休、天候不良、輸送上の災害や事故によりお届けまでにお時間を要する場合がございます。  
 海外発送はお取扱い致しておりません。  
 送料は予告なく変更する場合がございます。 

 相模原展示場 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐907 

東京方面から･･･中央道、相模湖東料金所から約11分（約5.6km） 
横浜方面から･･･東名高速道路、横浜町田ICから約65分（約29km） 
山梨方面から･･･中央道、相模湖ICから約17分（約10km） 
厚木方面から･･･首都圏中央連絡自動車道、相模原愛川ICから約37分（約19km） 

展示品 mini2.3、3636、3627、2727L、mini1.0（旧タイプ）、mini1.5tateL（室内はご覧いただけません） 

※展示品は施錠（ダイヤルロック式）してます。開錠してお入りください。開錠番号は全て「5,6,7,8」です。 
お帰りの際は、お手数ですが施錠をお願い致します。 

いつでもパネルハウスが見れる展示場 
  ご自由にご入場ください。 
  敷地内に駐車スペースもございます。※展示場は無人です。 

    

    札幌展示場 北海道札幌市東区中沼町63 

旭川・岩見沢方面から･･･伏古ICから約16分（約6.2km） 
小樽・手稲方面から･･･雁来ICから約19分（約5.5km） 
千歳・北広島方面から･･･伏古ICから約16分（約6.2km） 
札幌市内中心部から･･･約35分（約12km） 

※開錠番号は全て「2,4,6,8」です。 

    芦別工場展示場 北海道芦別市上芦別町94 

札幌方面から･･･滝川ICから約45分（約35km） 

帯広方面から･･･トマムICから約90分（約87km） 

旭川方面から･･･旭川市から約60分（約51km） 

 東京展示場 東京都武蔵村山市大南3丁目106（モダンクリエート） 

展示品 mini1.5yokoL、mini3.0L、3627 
        3663DL、2745L（松野下電気事務所） 

東京方面から･･･中央道、国立府中ICから約35分 
（約10.4km） 
山梨方面から･･･中央道、八王子ICから約35分 
（約11km） 
埼玉方面から･･･首都圏中央連絡自動車道（圏央道） 
入間ICから約35分（約15km） 
電車（西武鉄道拝島線）でお越しの際は 
武蔵砂川駅から徒歩で約16分（約1.4km） 展示品 mini1.0L、mini1.5tateL、mini1.5yoko、mini2.3、

mini3.0、3636、2754D2L、G3663L、4563L 

展示品 mini1.0、mini1.5tate、mini1.5yoko、2736L、2754、3645D、G4563L他 

 

                0120-62-4511 FAX（0124）23-1192 

 

          〒079-1371北海道芦別市上芦別町94番地  E-Mail：ashibetsu.f@hokutobussan.com  

       http://www.hokutobussan.com 
クレジットカードをごクレジットカードをごクレジットカードをごクレジットカードをご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

■お届け先により送料が別途かかります。 


