
16

MDライトブラウン

MDライトブルー

MDライトグレー

MDペールピンク

MDライトグリーン

前面上げ下げ窓 ▶P.47
窓が上下に開いて、正面からの空気の流れをつく
ります。外側に網戸が付いているので、虫を気に
せず夏季も快適に。1スパンごとに設置できます。

ガーデンルームタイプ／ガーデンルーム腰壁タイプで

1年を通して快適に過ごせる、cocomaアイテム。
特に夏季は熱い空気がこもりがちです。cocomaなら、さりげない工夫で、
いつでも“快適気候”をサポートします。また、全面をポリカーボネートで囲まれたcocoma内は、
有害な紫外線をほぼ100％カット。安心してお過ごしいただけるライフスペースです。

内部日除け▶P.39
手動で開閉できる日
除け幕が、直射日光
を避け、遮熱効果を
高めます。 
※標準設定ではありません。

ホワイト ブラウン

グレー

ロールスクリーン/
MDロールスクリーン
▶P.40
ロールスクリーンは、直射日光
を避け、断熱効果を高めます。
また、布地が有害な紫外線を
ほぼ100％シャットアウト。

MDロールスクリーンは、うっ
すらと透ける素材の6カラー
を追加。採光性と目隠し効果
をあわせ持つレースのような
生地です。

※標準設定ではありません。
※ロールスクリーンはココマ全タイプに取
　り付けできます。
※ MD ロールスクリーンはガーデンルー
ムタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ
専用です。

MDホワイト

MDロールスクリーン

閉めた状態 開けた状態

※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ、サイドスルータイプ、サイド
スルー腰壁タイプに取り付けできます。

ホワイト グレー ブラウン

ローマンシェード
▶P.41
ドレープ状にたたまれるローマンシェー
ドは、ココマをフェミニンに飾ります。
※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ
に取り付けできます。

MD カンバHRテーブルA09 ▶P.48
ガーデンルームタイプ、ガーデン
ルーム腰壁タイプに取り付けら
れる、オシャレな木製テーブル
です。
※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム
腰壁タイプに取り付けできます。

可動ルーバー
▶P.47
ココマ内部の通風性を格段に
アップ。ペットも快適に過ごすこ
とができます。ルーバーの角度
は中からツマミで自由に動かせ
ます。虫の侵入を防ぐ網戸付き
です。
※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、サイドスルータイプ
に取り付けできます。

全開した状態 無段階に調節できます 全閉した状態

正面部

屋根部

ホワイト

ロールスクリーン

グレー ブラウン

外部日除け▶P.38
屋根上に後からでも
取り付けられる日除
けです。ガーデンルー
ム内からリモコンで開
閉できる電動タイプも
ご用意しています。

※ サイドスルータイプ、オープンテラス
タイプにも取付可能

屋根材には「ポリカー
ボネート（クリア／クリ
アマット）」の他に、断
熱効果が高い「熱線
吸収ポリカーボネー
ト」も選べます。

熱線吸収ポリカーボネート

 クリアブルー（すりガラス調）

屋根材
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側面換気窓（手動開閉式）
▶P.47
側面上部に設置することで、上昇する
熱せられた空気を逃すことができる開
閉式換気窓です。夏の虫対策に安心
な網戸付きです。

パネルスクリーン/
MDパネルスクリーン
▶P.42／P.43
折戸パネルの縦枠部にはめ
込み、外部からの視線をさ
えぎります。上下自由な位置
に取り付けられます。

引違い網戸  ▶P.45
3枚の網戸をスライドさせて
開閉します。

※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルー
ム腰壁タイプに取り付けできます。

外観（網戸付き）

内観

MDバックレスト A10
ココマの柱に取り付けることで、
床に座った時の背当てになります。
※写真は、ぽかごろクッションとの組み合わせ例。
※標準設定ではありません。※ガーデンルームタイプに取り付けできます。

側面部

側面部

MDバックレスト
A10

熱線吸収ポリカーボネート（クリアブルー）仕
様もあります。

※標準設定では
ありません。
※ガーデンルーム
タイプ、ガーデン
ルーム腰壁タイ
プに取り付けで
きます。

MDサイドスクリーンA10
▶P.39

※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム
腰壁タイプに取り付けできます。

▶P.48

収納に便利なアルミ形材製の
棚です。

MDスリムシェルフ
A09/B09 ▶P.49

※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルー
ム腰壁タイプ、サイドスルータイプ、サ
イドスルー腰壁タイプに取り付けで
きます。

前側に開く 家側に開く 両側に開く

フロート板ガラス仕様

縦長の４枚のスクリーンをスライドさせて、
ココマのサイドを覆います。生地は適度
な透け感で採光性と目隠し効果をあわ
せ持ちます。

側面折戸パネル
（ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム
腰壁タイプに標準設定）

２枚１組の折戸パネルで開け方が自由
自在に。高級感をグレード
アップするガラス使用も
ラインナップ。

収納網戸 ▶P.44
コンパクトにたためるプリーツ状
の網戸です。

※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム
　腰壁タイプに取り付けできます。

※標準設定ではありません。
※ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム
　腰壁タイプに取り付けできます。



18

冷 気 暑
cocoma cocoma

暖 気 冷

夏も冬も大活躍！ 冷暖房費を抑えて、
お得なECOライフに役立ちます。

日差しが高い夏の場合 日差しが低い冬の場合

cocomaが太陽熱の侵入を防ぎ、
室内の冷房効率を高めます。

cocomaの空気層が保温効果を発揮して、
室内の暖房効率を高めます。

「緑のカーテン」がつくる、住まいの“快適気候効果”。

ココマを120％楽しむための植栽アイディア。

窓面に植物のカーテンをつくる効果とは？
植物は蒸散作用が働き、葉が熱くなることはありません。この効
果を利用して、住宅の気候を快適に調節することができます。たと
えば、日差しの強い春・夏に生い茂り、日差しが欲しい秋・冬に葉
が落ちる落葉植物を絡ませれば、1年を通して効果的な快適気候
をつくれます。日差しを遮ることはもちろん、風当たりのクッション
の役割や蒸散作用による空気浄化や湿度調整、また葉の表面が
音を反射して騒音をやわらげるといった意外な効果もあります。

「緑のカーテン」 ▶P.50
 1スパンにつき6本のワイヤーを張ります。
 （植物はご用意ください）

前面にフィックスパネルや腰壁があるココ
マ。特に腰壁タイプは昼間の熱を貯めて夜
間に放出する効果があります。寒冷地では
植物の保温効果にも役立ちます。また、腰
壁を活かした植栽デザインや、庭の緑とコ
コマ内のインテリアとのコーディネイション
を楽しむこともできます。

インテリアとの
コーディネイションを楽しむ
ココマ腰壁タイプでは、庭の緑を額縁に入
れたように楽しむことができます。腰壁の近
くにテーブルを置いて赤系のクロスを掛け
ると、より鮮やかな緑に見えます。また、植
栽の緑は薄ければピンク系、濃ければ茶系
のクロスが合います。秋になり黄金色に葉
の色が変わるころには、青～青紫系のクロ
スに替えてみてください。色相の補色関係
でお互いの色を引き立て合って、春・夏とは
違ったイメージをもたらしてくれます。

ガーデンラウンジ ココマ

Ⓛ
エスパリエ

ロックガーデンをつくる
ロックガーデンは高山の風情を庭
に再現します。腰壁をバックに火山
岩で石組して、排水の良い土を入
れます。植物は高山に生える灌木
や草花、山草が中心になります。 L

おすすめ植物
セダム  ベンケイソウ科マンネングサ属

特長：平地でも育てられる高山植物です。多
肉植物で厳しい環境や薄い土でも育ち、手
間もあまりかかりません。さまざまな色や形
がありますので、お好みで組み合わせて楽し
めます。弱光と多湿に注意が必要で、明るく
風通しの良い場所が最適です。 セダム

L

L

L

エスパリエをつくる
エスパリエはヨーロッパ（イタリア、フランスなど）の
緯度の高い地域で発達した、壁面に沿って枝を形づく
る果樹の育成方法です。日差しが側面からも長く当た
ることで、寒冷地でも果実が実りやすくなります。ココ
マの前面パネルの前に自立して植えれば、目隠し効果
もある壁面緑化になります。

出典：Dictionary of Gardening 2', The New Horticultural Soclety

◉垣根仕立て
 G シングル
 H トリプル
◉扇仕立て
  I ファン

◉その他
 J 格子仕立て
 K ダブルUパルメッテ
　仕立て
 L アーチ仕立て
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B C D E
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▲ツルバラ▲アサガオ

花が咲く
植物の例

▲トマト ▲フウセンカズラ

実がなる
植物の例

L L L L

◉単茎仕立て
 A 縦コルドン
 B U-コルドン
 C ダブルU-コルドン
 D 斜コルドン
 E ダブル斜コルドン
 F 水平コルドン


