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株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研所 

アイフルホームカンパニー 

 

 

アイフルホームの商品ラインアップを一新 

新商品『ＦＡＶＯ（フェイボ）』を発売 
 

株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所アイフルホームカンパニーは、アイフルホームブランドで販売している商品体系を統

一し、お客様のこだわりをカタチにする家『ＦＡＶＯ（フェイボ）』として、2020年4月29日より発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回『ＦＡＶＯ』に統一する商品は、自由設計の 2 階建て住宅「セシボ」、平屋住宅「ＡＹＡ（アヤ）」、3 階建て住宅

「スプリーム」と、セミオーダータイプの「Ｓｉｍｐｌｅ Ｌｉｆｅ.（シンプルライフ．）」の 4商品です。 

お客様が住まいを建てる際、階高や仕様、性能で決めるのではなく、お客様が実現したいライフスタイルに合った

住まいを建てられるようにすることを目的に、商品体系を統一しました。 

 

新商品『ＦＡＶＯ』は、好きなモノに囲まれたり、時間や空間を上手に使って、ゆとりある暮らしを楽しんだり、一人ひ

とりのライフスタイルに合ったこだわりの暮らしをカタチにする住まいです。ベースとなる暮らし方提案として「ＯＵＴＤ

ＯＯＲ」、「ＰＡＲＴＹ」、「ＫＩＤＳ」などの11シリーズを用意しています。 

また、安全・安心の強化として、健康増進機器に認定されたフローリング「清潔すこやかフロア」や設備機器の10年

間無償保証を標準化するなど、お客様の快適で健康な暮らしを実現する商品となっています。 

 

アイフルホームでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が叫ばれる中、忙しい共働き世帯が住宅

展示場を訪れ、見学や打ち合わせしながら進める従来の家づくりに課題があると考えています。現在、各店舗では、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一定時間に複数のお客様が接触することを避けることを目的に、ＷＥＢで

の完全予約制やリモート接客を実施し、細心の注意を払いながらの営業に努めています。 

当社では、これからの住まいづくりの在り方も変わっていく必要があると考え、時代に即した「住まいの見つけ方」を

提案するとともに、お客様一人ひとりの住まいに対するこだわりや想いを実現し、皆様に喜ばれる住まいを提供できる

よう努めてまいります。 
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新商品『ＦＡＶＯ（フェイボ）』概要 
 

【 商 品 名 】 ＦＡＶＯ（フェイボ） 

 

【 発 売 日 】 2020年4月29日（水・祝） 

 

【販 売 地 域 】 全国（北海道、沖縄及び一部地域を除く） 

 

【商 品 特 長 】  

① 暮らし方の提案 

住まいはどう建てるかではなく、どう暮らすかだと考えています。『ＦＡＶＯ』は住まい手のこだわりの暮らしを

カタチにするシリーズです。一人ひとりのライフスタイルに合った、お気に入りの暮らしを叶える商品です。 

『ＦＡＶＯ』は、お客様のこだわりの暮らしを実現する 11のご提案をしています。 

 

1 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＯＵＴＤＯＯＲ ＃庭あそびを楽しむ 

 

自然に囲まれた、庭での時間を

満喫する暮らし。 

生活の延長として楽しめる居心

地のよい庭空間は、暮らしの中

に自然が息づく贅沢な時間を

演出します。 

 

 

2 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＰＡＲＴＹ ＃みんなで楽しむ時間 

 

仲間や家族がつどう、みんなの

笑顔があふれる暮らし。 

大きなダイニングカウンターを

中心とした大胆な空間設計が

会話をはずませ、絆を一層深め

ます。 

 

 

3 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＫＩＤＳ ＃子育てを楽しむ 

 

安心して、のびのびした子育て

ができる暮らし。 

子どもの創造力・自主性・好奇

心を伸ばせるような工夫を随所

に施して、子育て上手な暮らし

を応援します。 

 

 

  



4 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＤＡＹＳ ＃家事を楽しむ 

 

家事を効率よく、家族で一緒に

楽しめる暮らし。 

家族みんなでスムーズに家事

をこなせるアイデアで、いつで

も整頓された部屋になり、毎日

の暮らしに余裕が生まれます。 

 

 

5 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＨＩＲＡＹＡ ＃フラットな暮らし 

 

階移動がない、平屋のメリットを

堪能する暮らし。 

リビングとつながるインナーデッ

キをはじめ、自由度の高い空間

が、家族との時間も、自分だけ

の時間も楽しさで包みます。 

 

 

6 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＳＫＩＰ ＃スキップフロアのある家 

 

段差が生む、和やかな空間づ

かいに魅了される暮らし。 

段差が仕切りになって生まれる

プラス 1 フロアは、楽しい時間

を育むだけでなく、家族がゆる

やかにつながれます。 

 

7 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＣＯＵＲＴ ＃中庭のある暮らし 

 

静かに佇む中庭に、いつでも心

が安らぐ暮らし。 

敷地外が気にならない中庭の

ある暮らしは、緑と共に過ごす

安らぎのひとときや、家族との

触れ合いの時間を増やしてくれ

ます。 

 

8 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＳＫＹ ＃オープンエアを楽しむ 

 

広がる空の大きさを思う存分、

感じる暮らし。 

見晴らしや風通しの良い 2階 

リビングは、家事もスムーズに 

でき、心地よさと利便性を高い

次元で満たしてくれます。 

 

 



9 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＺＥＮ ＃和を感じる暮らし 

 

趣のある和の魅力を随所に取り

入れた暮らし。 

畳の小上がりなど、和に寄り 

添った落ち着いた空間で、家族

それぞれがゆっくりとリラックス

できます。 

 

 

10 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＵＲＢＡＮ ＃都市型3階建て 

 

都心近くで、自分らしさにこだわ

る暮らし。 

都心に近くて通勤が短い分、 

家族との時間を増やせるわが

家に、空間を有効に活用して 

妥協なく理想をつめ込みます。 

 

 

11 ＦＡＶＯ ｆｏｒ ＷＩＴＨ ＃二世帯で暮らす 

 

二世帯が楽しい日々を共に 

する暮らし。 

ライフスタイルの違いを尊重 

して、ほどよい距離を保ち 

ながら、食事や家族のイベント

で喜びを共にでき、大家族の 

絆が深まります。 

 

 

 

② 安全・安心の強化 

建物の基本仕様において「安全・安心」についての取り組みを下記の通り強化しました。 

１． 「清潔すこやかフロア」の標準化 

「清潔すこやかフロア（光触媒塗布床材）」は、ハイブリッド光触媒

を用いた素材（建材）を住居内に施工・設置することにより、住居

空間内に存在する健康妨害物質を持続的に軽減させて生活環

境を改善（空気感染・接触感染を予防）する製品です※1。2019

年、一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が実施する健康

増進機器の認定※2を受けました。（認定番号0013、認定年月日

2019年10月11日） 

蛍光灯やＬＥＤなどの室内光により、床に付着・蓄積する菌・カ

ビ・ウイルス、臭いやＶＯＣ（揮発性有機化合物）等を分解できる

先端技術“可視光応答型光触媒”で室内環境を清潔にします。 

また、適度に滑りにくくすることで、子どもや子どもを抱えた保護者の方が転倒しにくくするのに丁度よい

とされる滑る具合に調整しており、これらの取り組みで第13回のキッズデザイン賞を受賞しています。 

 

「清潔すこやかフロア」 



※1健康妨害物質低減効果：健康妨害物質を減少させる効果であり、ウイルス感染症による疾患にかから

ないわけではありません。インフルエンザウイルス、ノロウイルスにも効果を発揮することが確認され

ました。 

※2健康増進機器認定：人の健康・美容の増進・ＱＯＬの向上を目的とする機械器具等を言います。 

光触媒による健康妨害物質軽減作用にて認定を取得しました。 

 

２． 設備保証10年間無償の標準化 

長期間の使用を前提とした住宅設備機器において、メーカー保証終了後も、万が一の故障・不具合に

対して無償保証を提供するサービスです。 

    【概要】 

保証対象 保証期間 対象機器 

対象製品の取り扱い説明

書等に記載された通常の

使用方法の範囲内で発生

した故障に対し、予め定め

た保証規定に基づき修理

します。 

メーカー保証期間を

含む 10年間 

給湯器/エコキュート 

システムキッチン 

システムバス 

洗面化粧台 

多機能便座 

※戸あたりの対象機器の台数制限なし 

但し、建物内で往来できない二世帯 

住宅は追加費用が発生します 

保証対象外の事例 ・人災や天災に起因する製品の故障 

（火災、落雷、水害、地震、工事起因など） 

・メーカーが定める消耗品の交換や原因の故障（経年劣化等） 

・故障によって生じた経済的損害や二次災害等 

      

【構造 ・工法 】 木造軸組金物工法 

【販 売 目 標 】 ３０００棟（2020年度） 

【 プ ラ ン 】 お客様のご要望にあわせた自由設計 

 

◆当社概要 

会社名 株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所 アイフルホームカンパニー 

代表者 代表取締役社長 加嶋 伸彦 

本社所在地 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー 

ＵＲＬ 【株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究所】https://www.lixil-jk.co.jp/ 

 【アイフルホーム】http://www.eyefulhome.jp/ 

 

◆ＬＩＸＩＬ住宅研究所 概要 

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営、ホームセンターの展開など、総

合的な住生活関連事業を展開するＬＩＸＩＬグループの一員です。 

住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、ＧＬホームの3ブラ

ンドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。 

 

◆アイフルホーム 概要 

1984年の創業以来、「より良い家を、より多くの人に、より合理的に提供する」との使命を掲げ、お客様の「良い家

に住みたい」というご要望にお応えするため、だれもが安心して家を手に入れられる住宅のフランチャイズチェー

ンシステムを開発・導入したパイオニアです。高いコストパフォーマンスと統一品質の実現により、適正価格で高

品質な住まいを提供し続け、これまでに16万棟を超える住まいを提供してきました。 

https://www.lixil-jk.co.jp/
http://www.eyefulhome.jp/

