


L-STYLECOCOCARA
について

 L-STYLECOCOCARAは、⼭梨県南アルプス市で1986年設
⽴以来、国産材を使⽤し独特のデザインそして断熱性に優
れ⾃然エネルギーを取り⼊れた空間設計をしています。

マイホームによって健康被害が及ばないようにご家族の健
康を守る⾃然素材の家づくりをご提案している会社です。

はじめに



1989年 1990年 2014年 2019年 2020年 現在

株式会社
アヤメ企画設⽴

再⽣可能エネルギー
太陽光発電事業開始

⼀般住宅
L-STYLE�COCOCARA
ProjectStart

LOGHOUSE建築
リゾート分譲開発
不動産売買

不動産事業
売買仲介開始

L-STYLECOCOCARA
の軌跡



1事業内容　建築を中心に土地探しからマイホーム計画を
トータルサポートいたします。 再⽣可能エネルギー

低圧太陽光発�/�住宅太陽光
災害時緊急電⼒施設

AYAMEKIKAKU
Business
content

LOG�HOUSE
国産材ログハウス建築
国産材の普及 豊かな暮らし

⼀般住宅建築
⾃然素材の家/CASAの家/⾼断熱の家
L-STYLE�COCOCARA

不動産
仲介/分譲開発/売買/⼟地⼾建/空家対策
南プス不動産窓⼝COCOCARA

損害保険
あいおいニッセイ同和損保
⽕災保険/地震保険/事業保険



2経営理念　私たちがお客様、地域社会課題解決のために
なにができるのか。

⾃然素材の家を通じお客様の⽣きいきと笑顔あふれる
輝かしい⼈⽣と「健康」と「環境」を考えるカタチ(家)を創造する

■住まいを通じ、お客様に感謝し、お客様から感謝される存在になります
■家づくりに関わる全ての⼈に対し「感謝」を忘れません
■住まいを通じて、豊かな地域社会づくりに貢献します
■プロとして最⼩の提案で、お客様の感動と満⾜を創造します
■常に創造と挑戦の精神をもって、前進します
■個⼈の夢、家族の夢、会社の夢を実現するために「知恵」を使います
■お客様の健康を損なうような商品（家）は絶対に売りません
■⾃⾝が誇れる商品をお客様へ提案します



3大切な取り組み①　私たちL-STYLECOCOCARAが大切にしこだわっていること。

持続可能な開発⽬標
（SDGs：Sustainable�Development�Goals）は
2030年までに持続可能でよりよい世界を⽬指す国際⽬標で
す。17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の
「誰⼀⼈取り残さない（leave�no�one�behind）」ことを誓
っています。SDGsは発展途上国のみならず，先進国⾃⾝が
取り組む⽬標です。

南アルプス市の⼩さな会社の＋１（持続可能でよりよい世界
を⽬指す⽬標）の取組。私たちができることを⼀歩⼀歩。

SDGs



Lifestyles�of�Health�and�Sustainability.
（健康と環境について持続的に⾼い意識を持ったライフスタイル）

 頭⽂字をとって「LOHAS」（ロハス）といいます。弊社はLOHASを推奨
し「Eco建材」「Eco住宅」「再⽣可能エネルギー」「⾃然素材」「健康的
なライフスタイル」に取り組んでいます。30年以上ログハウスを提案してき
た弊社だからこそできる本物の⾃然素材の注⽂住宅「⾃然素材の⼤切さ、⼼
地よさ」をL-STYLE�COCOARAの建物を通じて実感していただきたいと思っ
ています。お客様の建てた家が森林を育てます。

「⽣きいきと笑顔溢れる健康的なライフスタイル」
を送って頂きたい思いで、お客様に⾃然素材の家+αをご提案をしています。

3大切な取り組み②　私たちL-STYLECOCOCARAが大切にしこだわっていること。

LOHAS



 L-STYLE�COCOCARAが推奨するLOHASの健康的なライフスタイル
を可能にする「⾃然素材」もまた⼤切な要素です。毎⽇、家族が住
み・呼吸をする空間（建物）です。⽬に⾒えない化学物質によるア
レルギー症状、アトピー、化学物質過敏症、不明の頭痛・吐き気・
倦怠感・眩暈など気圧・体調が原因だけだと思っていませんか？
�
住環境の「素材を知る」ことはとても⼤切な事です。本物の⾃然素
材にこだわった健康住宅をご提案いたします。
 家族の為、こども達の未来の為に、“私たち⼤⼈”がしてあげられ
る事は何でしょうか？免疫⼒の低い乳幼児、ご年配が⼀番⻑く過ご
す場所は「家」です。⼦供も⼤⼈も安⼼して過ごせる空間づくりを
私たちL-STYLE�COCOCARAはご提案しています。

3大切な取り組み③　私たちL-STYLECOCOCARAが大切にしこだわっていること。

⾃然素材

▲
自然素材がなぜ大切なのか



 現在、⽇本には国産材（⼈⼯林）が利⽤可能になっているにも
関わらず、輸⼊材の増加で国内林業の採算性が低下、放置される
森林が増加しています。植林→育成(間伐)→利⽤。しっかりと安定
したサイクルにより、下草が⽣え⼟壌保持、⼆酸化炭素吸収能⼒
の維持・向上、働き⼿の増加、地域の活性化に繋がります。
 国産材を使⽤することで、森林の育成とともに住みやすい環境
と豊かな⾃然を持続的に得ることが出来ます。しっかりと⼈の⼿
が⼊ることにより⾃然環境は保たれていきます。また、国産材
は、⽇本の気候・⾵⼟に最も適しています。「国産材」の温か
さ、芳⾹を⼗分感じることが出来る建物をご提供しています。
これからも私たちは国産材へのこだわりをもつお客様の為に、⼭
梨県から全国へ「国産材の普及」を推奨して参ります。

「⽇本の⽊」を使って家を建ててみませんか？

3大切な取り組み④　私たちL-STYLECOCOCARAが大切にしこだわっていること。

国産材



ポイント１

4 　L-STYLECOCOCARAの５つのこだわり
CONCEPT

全棟耐震等級3
過去、倒壊例のないログハウスで培っ
た経験により全棟に構造計算(許容応⼒
度計算)を実施しています。

耐震等級3の中でも更に⾼い耐震性能を
ご提案いたします。

耐震等級3

1
等級

等級
等級

2 3



4 　L-STYLECOCOCARAの５つのこだわり
CONCEPT

HOUSEGUARD�SYSTEM採⽤
耐震等級3でもシロアリや経年による腐
朽腐⾷があっては耐震性能は担保され
ません。
「緑の柱」+「デュラルコート⾦物」で
半永久的に腐朽、腐⾷、シロアリから
構造を守ります。耐震性能を永続可能
にするシステムを採⽤。

ポイント2

▲
HOUSEGUARD SYSTEM詳細

超耐久性



4 　L-STYLECOCOCARAの５つのこだわり
CONCEPT

⾃然素材の家の最⾼峰。
LOGHOUSEで培った無垢素材、⾃然素材
の経験を⼀般住宅にも採⽤しました。
是⾮⽊の癒し(ﾌｨﾄﾝﾁｯﾄﾞ)効果を感じてくだ
さい。
気密性が向上した建物は揮発性有機化合
物（VOC）が滞留しやすい…。床暖房な
ら尚更無垢材が必須です。
ご家族の為に⾃然素材の⼤切さを知る⽅
が増加傾向にあります。

ポイント3

⾃然素材



4 　L-STYLECOCOCARAの５つのこだわり
CONCEPT

太陽の光+⾵パッシブデザイン。
春夏秋冬季節ごとの太陽光を計算。
無垢+光で冬は暖かく、夏は涼しく。
ご家族様の習慣、趣味、⽣活スタイルか
ら導くプランをご提案。

ポイント4

PASSIVE
DESIGN



躯体検査基礎検査
配筋のピッチ

本数⾼さなど数量検査
既定の⾦物の位置、数
量等の確認検査

防⽔処置が規定通り
正しく施⼯されている
かどうかの検査

断熱材が正しく規定通
りに充填され施⼯され
ているかの検査

図⾯通り正しく施⼯さ
れているかの検査

外装下地検査 断熱検査 完成検査

１ 2 3 4 5

4 　L-STYLECOCOCARAの５つのこだわり
CONCEPT

ポイント5

検査
アフター

法律で定められている検査は②まで。
私たちは第三者検査機構へ５段階の検査を実施しています。

365⽇24時間緊急時サポートコールを設置。
地盤保証10年（無償）
瑕疵保証10年（無償）
シロアリ保証20年(無償)

⻑期点検を実施1年・2年・5年・10年・15年・20年。



5 商品ラインナップ

商品⼀覧

Piatto amare Basso SIMPLEな平屋

L-BASE L-EXCELSIR

断熱の家

T-BOX DESIGN CASA

耐久の家 One`s CUBOLOG HOUSE

L-Basic

三角屋根の家

CUBOHIRAYA

切妻大屋根平屋

W.L



6 商品仕様別価格帯

商品価格帯

断熱の家

L-BASE

耐久の家L-EXCELSIR

CUBO

WL 三角屋根の家

Piatto

amarebasso

CUBO
HIRAYA

T-BOX
DESIGN
CASA

本体価格1,680万〜

本体価格1,926万〜

シンプルな平屋

※25坪の建物価格

L-BASIC

i3

L-EXCELSIR

L-BASE

L-STANDARD

本体価格2,226万〜

本体価格2,500万〜

⾼

低

※30坪の建物価格

本体価格1,980万〜

LOG HOUSE

L-BASIC



6 商品別断熱性能値

商品別Ua値

Ua値:0.18

EXCELSIR+i3
L-BASE+i3

断熱の家

L-BASE+i2
EXCELSIR+i2

Ua値:0.26
G3

G2

DESIGN�CASA/

L-BASIC

ONE�S�CUBO
L-STANDARD

L-EXCELSIR/L-BASE
Ua値:0.52

T-Box/シンプルな平屋/耐久の家
CASAの平屋

Ua値:0.58

Ua値:0.46

Ua値:0.56

Ua値:0.60

Ua値:0.87
省エネ基準

G1

ZEH

業界トップクラスの
Ua値0.18KW/㎡

全棟ZEH基準値以上
好きな断熱性能に
変更可能。



7 　L-STYLECOCOCARAが選ばれる理由
CONCEPT

注⽂住宅の
不安を解消 価格不明瞭

34.1%

最初と最後価格が全然違う
22.2%

打合せ⻑い
20.7%

オプションだらけ
20%

その他
3%

建物が安くて決めたのに
最終的に⾼額になった…。そんな声を聴きます。
初めに知りたい！

結局最終⾦額はいくら？

私たちは、そんな不安を解決！
注⽂住宅なのに価格がハッキリしています。

注文住宅気になるアンケート



8 　L-STYLECOCOCARAが選ばれる理由
CONCEPT

注⽂住宅なのに
⾃由に選択
標準仕様の中から好きな素材を選び放題！
ドア追加…いくら？このサッシはいくら？
これに変更するといくら？
注⽂住宅では本体価格は安めに設定されている事が多く
変更するとどんどんコストが上がっていきます。
お客様の声から不安を解決しました！
⾃然素材の家+αは好きな仕様が選び放題です！！



9 　L-STYLECOCOCARAが選ばれる理由
CONCEPT

⼟地探しのプロ
不動産事業「南プス不動産窓⼝」では⼟地探しも
お⼿伝いいたします。しっかりとお客様の条件に合っ
た⼟地をご提案いたします。朝の状況、夜の状況、近
隣住⺠などお客様の不安を解消いたします。

建築申込ご依頼のお客様は「仲介⼿数料」特別割引！



家づくり
勉強会

10 　L-STYLECOCOCARAが選ばれる理由
CONCEPT

ネット上の情報過多で悩んでしまう⽅が急増中？

例えばこんな内容
①○○を知るだけで600万円以上得して家を買う⽅法。
②Ua値とC値本当に⾼性能は省エネなの？
③家族の命を守る○○性能・・・など。
家づくりの勉強会を定期的に開催していますので
お気軽にご参加ください。

まずは勉強会へ参加



⻘栁�伸彦

ハウスアドバイザー
異色の経歴チーム長

⻘栁 裕美

コーディネーター
ママ目線でご提案！

望⽉ ⾥美

土地ナビゲーター
サポート力抜群！

飯塚 奈津⼦

コーディネーター
山梨県インテリアコー
ディネータ会長、副会

長歴任

11家づくりをサポートするスタッフ紹介
チーム紹介 ママさんたちが

実際の家事や子育ての経験からアドバイス。
女性目線で細かいとところまでしっかりサポートいた
します。女性が生き生き活躍している職場です。



飯野⽒ 

大工

⼩⼭⽒

大工

名取⽒ 

電気

⼟屋⽒ 

現場監督
一級建築士

11家づくりをサポートするスタッフ紹介
チーム紹介 お客様の一生のこだわりの詰まった建物は私たちの

技術と知恵、経験でカタチにしていきます！



cococara@ayame-kikaku.co.jp

055-267-5487

�梨�南アルプス�⼩笠�254-1

＠lstylecococara

 

Find Us Online

EMAIL ADDRESS

PHONE NUMBER

LOCATION

＠772ccyxk

LINE

OPEN 

10:00-18:00  ��⽇�休


