
1007Ａ 

Just My Style 

「私たちにちょうどいい家」 

『限られた敷地を有効に活用したい！』 

『週末を家で愉しみたい！』 

『環境に配慮した暮らしをしたい！』 

『デザインにこだわったインテリアにしたい！』 

『個性的にくらしたい！』 

『庭を広く持ちたい！』等・・・ 

 

ユーザーの暮らし方・住まい方の夢を形にする為、 

ムダを省いたコンパクトサイズの「ちょうどいい家」をテーマにした 

販売価格618.6万円（税抜）からの規格型住宅です。 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 



1007Ａ 

■6186ＨＯＵＳＥの特徴 

 
Ⅰ：ムダを省いたコンパクト設計でお客様の夢を実現します 
１人～3人住まいのコンパクト設計。 

間仕切りがないため、ユーザーの夢や要望に応じて柔軟にアレンジすることができます。 

 

Ⅱ：家の造り方から考え抜いた販売価格 
空間を区切らない設計により、無駄な壁を排除したり、家を作るための材料のサイズを見直して、 

手間をかけずに施工する工夫を施す等、造り方の工夫で手間や材料数を削減しました。 

 

Ⅲ：ロイヤルハウスの品質は標準装備 
性能表示制度の5項目が最高等級、ロイヤルハウス合理化認定工法「メタルウィング工法」標準装備等、 

リーズナブルな価格でも、ロイヤルハウスの最高品質が詰まっています。 

■コンパクトだからできる！様々な夢の実現 

土地資産の活用に 

創エネ住宅に 

家の価格が安いので、 

環境にやさしく、家計にもやさしい住宅を 

オール電化、太陽光発電付きで800万円代から 

ご提供も可能です。 

約18坪の土地で1棟庭付きが、ご提案できるので、 

複数棟建てる事で、安定した賃貸経営も可能です。 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

住まい方や夢の実現の為に 

★インテリアに拘ったり 

★タタミコーナーを作ってみたり 

★吹抜で1・2階を繋げてみたり 

★趣味や夢にお金をかけてみたり 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 



1311B ※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 

6186ＨＯＵＳＥには、「ＪｕｓｔＭｙＳｔｙｌｅ」が見つかる多くのバリエーションがあります 

■6186ＨＯＵＳＥ■ 

あなただけの 

「ＪｕｓｔＭｙＳｔｙｌｅ」 

は見つけられましたか？ 

 

これからも、6186ＨＯＵＳＥ
は様々な暮らし方の提案を
していきます。 

理想の暮らしを 

6186ＨＯＵＳＥで 

実現してみませんか？ 

 



1211B 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 
※イメージ 

■ リプラルライン 

※イメージ 

□ スノーＭＧホワイトⅡ 

■ マルシェウォール調 

■玄関ドア 『フォラード C21型』  断熱タイプ  ※断熱性能は、地域による。 

 
Ｓｔｙｌｅ1 

 Ｈｉｒａｙａ Ｓｔｙｌｅ 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 

□ 杉木色 

□ムーンＭＧベージュⅡ 

□ セジュールＭＧクリームⅡ 

□ランドＭＧブラウンⅡ 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

風格あるツートンデザイン 
ゆったりと平屋に暮らす贅沢 

□オータムブラウン □ブラック □シャイングレー 

防犯性の高いディンプルキーを採用 
(選択品としてウェーブキーも装備） 

ガラス破りで施錠解除を阻止するセキュリティサムターン標準 



1211B 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 
※イメージ 

■ リプラルライン 

※イメージ 

□ スノーＭＧホワイトⅡ 

■ マルシェウォール調 

Ｓｔｙｌｅ2 

 Ｂａｓｉｃ Ｓｔｙｌｅ 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 

□ 杉木色 

□ムーンＭＧベージュⅡ 

□ セジュールＭＧクリームⅡ 

□ランドＭＧブラウンⅡ 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

風格あるツートンデザイン 

■玄関ドア 『フォラード C21型』  断熱タイプ  ※断熱性能は、地域による。 

 

□オータムブラウン □ブラック □シャイングレー 

防犯性の高いディンプルキーを採用 
(選択品としてウェーブキーも装備） 

ガラス破りで施錠解除を阻止するセキュリティサムターン標準 



1211B 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 

※イメージ 

■ ハッシュウォール調 

Ｓｔｙｌｅ3 

 Ｓｉｍｐｌｅ Ｓｔｙｌｅ 

■ エコ生活に憧れている方には 
オール電化創エネタイプも。 

□ スノーホワイトⅡ 

□セジュールクリームⅡ 

□ベイブチャコールⅡ 

□ ムーンベージュⅡ 

□ランドブラウンⅡ 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

純白カラーのシンプルデザイン 

■玄関ドア 『フォラード C21型』  断熱タイプ  ※断熱性能は、地域による。 

 

□オータムブラウン □ブラック □シャイングレー 

防犯性の高いディンプルキーを採用 
(選択品としてウェーブキーも装備） 

ガラス破りで施錠解除を阻止するセキュリティサムターン標準 



1211B 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 

Ｓｔｙｌｅ4 

 Ｋｕｒａ Ｓｔｙｌｅ 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 
※イメージ 

■ リプラルライン 

※イメージ 

□ スノーＭＧホワイトＰ 

■ ソフィアウォール調 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 

□ 杉木色 

□ムーンＭＧベージュＰ 

□ランドＭＧブラウンＰ 

□ グレースＭＧアッシュＰ 

□グレースＭＧセピアＰ 

□ランドＭＧブラウンＰ 

□ グレースＭＧショコラＰ 

□セジュールＭＧクリームＰ 

□セジュールＭＧアッシュＰ □ミストＭＧホワイトＰ 

日本の蔵をイメージした和テイストのデザイン 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

■化粧格子 
ｳﾞｪｰﾙﾗｲﾝ たて格子40m*60m  
W800*H1300 <ﾀﾞｰｸﾌﾞﾛﾝｽﾞ> 

■玄関ドア 『フォラード J11型』  断熱タイプ  ※断熱性能は、地域による。 

 

□柿渋調 □ブラックチーク □槇調 

防犯性の高いディンプルキーを採用 
(選択品としてウェーブキーも装備） 

ガラス破りで施錠解除を阻止するセキュリティサムターン標準 



1211B 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 

※イメージ 

■ ハッシュウォール調 

Ｓｔｙｌｅ5 

 Ｃｕｂｅ Ｓｔｙｌｅ 

□ スノーホワイトⅡ 

□セジュールクリームⅡ 

□ベイブチャコールⅡ □ ムーンベージュⅡ 

□ランドブラウンⅡ 

アーティスティックなデザイン 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

■玄関ドア 『フォラード C21型』  断熱タイプ  ※断熱性能は、地域による。 

 

□オータムブラウン □ブラック □シャイングレー 

防犯性の高いディンプルキーを採用 
(選択品としてウェーブキーも装備） 

ガラス破りで施錠解除を阻止するセキュリティサムターン標準 



1211B 

Ｊｕｓｔ Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ 

Ｓｔｙｌｅ6 

 Ｇａｒｅｇｅ Ｓｔｙｌｅ 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 
※イメージ 

■ リプラルライン 

□ 杉木色 

□ 柿渋色 

□ 杉木色 

※イメージ 

■ ハッシュウォール調 

□ スノーホワイトⅡ 

□セジュールクリームⅡ 

□ベイブチャコールⅡ □ ムーンベージュⅡ 

□ランドブラウンⅡ 

3階建て多目的ガレージ付のアーバンデザイン 

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。 

■玄関ドア 『フォラード C21型』  断熱タイプ  ※断熱性能は、地域による。 

 

□オータムブラウン □ブラック □シャイングレー 

防犯性の高いディンプルキーを採用 
(選択品としてウェーブキーも装備） 

ガラス破りで施錠解除を阻止するセキュリティサムターン標準 


