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 を  テ  ー  マ  に  、  繋  が  る  優  し  さ  と  開  放  感  を  兼  ね  備  え  た

 リ  ビ  ン  グ  ・  ダ  イ  ニ  ン  グ  ・  キ  ッ  チ  ン  ・  和  室

 住  ま  う  人  全  て  が  穏  や  か  に  、  笑  顔  を  生  み  出  す  上  質  な  住  空  間  は

 ど  こ  に  い  て  も  家  族  の  温  も  り  が  つ  な  が  り  ま  す  。
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● K I N G  サ  イ  ズ  が  収  ま  る  寝  室
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Ro o m こ  だ  わ  り  そ  の 1

 ご  夫  婦  の  第  一  希  望  は  、  『  ど  こ  に  い  て  も  家  族  を  感  じ  て  い  た  い  』
 閉  鎖  的  な  空  間  は  オ  ー  プ  ン  に  、 L D K ＋  和  ど  こ  に  い  て  も  笑  顔  が  繋  が  り  ま  す

 こ  だ  わ  り  そ  の 2

 こ  だ  わ  り  そ  の 3

 繋  が  る  空  間  だ  か  ら  こ  そ  プ  ラ  イ  ベ  ー  ト  性  を  欠  か  さ  ず  に
 キ  ッ  チ  ン  、  ダ  イ  ニ  ン  グ  、  リ  ビ  ン  グ  、  和  室  と  目  線  の  高  低  差  に  よ  る  空  間  変  化  を

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  ダ  イ  ニ  ン  グ  ・  キ  ッ  チ  ン  を  望  む

 隔  た  り  の  無  いDK 隔  た  り  の  無  いDK

 小  さ  な  お  子  様  の  い  る  ご  夫  婦  の Pr i v a t e  　 R o o m  を  防  音  室  に
 家  に  居  な  が  ら  、  家  だ  か  ら  、  気  兼  ね  な  く  映  画  や  音  楽  を  ご  堪  能  下  さ  い

 旅  を  思  わ  せ  る  和  室

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  和  室  を  望  む

 旅  を  思  わ  せ  る  和  室

 オ  ー  プ  ン  な  キ  ッ  チ  ン

●  キ  ッ  チ  ン  か  ら  リ  ビ  ン  グ  ・  ダ  イ  ニ  ン  グ  を  望  む

 オ  ー  プ  ン  な  キ  ッ  チ  ン

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  キ  ッ  チ  ン  ・  ダ  イ  ニ  ン  グ  ・  和  室  を  望  む

 繋  が  るLDK＋  和 繋  が  るLDK＋  和
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P LUS こ  だ  わ  り

 マ  イ  ナ  ス  な I MA G E  を  プ  ラ  ス  な I MA G E  へ
 リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  工  事  に  お  い  て  よ  く  ご  相  談  を  受  け  る
 収  納  や  水  回  り
 平  面  的  な  Ｉ  Ｍ  Ａ  Ｇ  Ｅ  は  立  体  的  な  Ｉ  Ｍ  Ａ  Ｇ  Ｅ  へ
 重  な  る  時  間  は  重  な  る  喜  び  へ
 リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  工  事  な  ら  で  は  の
 プ  ラ  ス  な  快  適  さ  、  楽  し  さ  を

 玄  関  〜  廊  下  に  併  設  し  た  ク  ロ  ー  ゼ  ッ  ト
 さ  な  が  ら  の  ウ  ォ  ー  ク  イ  ン  ク  ロ  ー  ゼ  ッ  トは
 デ  ッ  ト  な  空  間  も  廊  下  と  玄  関  で  共  有
 両  引  戸  も  カ  ガ  ミ  付  き  に  し  た  こ  と  で
 家  族  全  員  が  並  ん  で  チ  ェ  ッ  ク  で  き  ま  す

 玄  関  〜  廊  下  に  併  設  し  た  ク  ロ  ー  ゼ  ッ  ト
 さ  な  が  ら  の  ウ  ォ  ー  ク  イ  ン  ク  ロ  ー  ゼ  ッ  トは
 デ  ッ  ト  な  空  間  も  廊  下  と  玄  関  で  共  有
 両  引  戸  も  カ  ガ  ミ  付  き  に  し  た  こ  と  で
 家  族  全  員  が  並  ん  で  チ  ェ  ッ  ク  で  き  ま  す

 新  し  い  洗  面  台  は  ダ  ブ  ル  ボ  ー  ル
 蛇  口  １  を  掃  除  に  便  利  な  ホ  ー  ス  付  き  に
 蛇  口  ２  を  自  動  水  栓  に
 自  動  な  ら  小  さ  な  お  子  様  も  一  人  で  洗  え  ま  す  ね
 な  ぜ  か  時  間  が  重  な  る  場  所
 慌  た  だ  し  い  時  で  さ  え  ゆ  と  り  の  時  間  に

 新  し  い  洗  面  台  は  ダ  ブ  ル  ボ  ー  ル
 蛇  口  １  を  掃  除  に  便  利  な  ホ  ー  ス  付  き  に
 蛇  口  ２  を  自  動  水  栓  に
 自  動  な  ら  小  さ  な  お  子  様  も  一  人  で  洗  え  ま  す  ね
 な  ぜ  か  時  間  が  重  な  る  場  所
 慌  た  だ  し  い  時  で  さ  え  ゆ  と  り  の  時  間  に
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 ４  畳  半  の  和  室  を  中  二  階  に
 和  室  の  下  は  フ  リ  ー  ス  ペ  ー  ス
 女  性  や  子  供  の  身  長  を  考  慮  し  た
 大  量  の  ス  ペ  ー  ス  を  確  保
 中  二  階  へ  の  階  段  も  収  納  ス  ペ  ー  ス  と
 少  し  の  ス  ペ  ー  ス  も  無  駄  に  し  ま  せ  ん
 イ  メ  ー  ジ  パ  ー  ス  で  は
 子  供  に  優  し  い  安  全  ス  ト  ッ  パ  ー  付  の
 家  具  を  配  置  し  ま  し  た

 ４  畳  半  の  和  室  を  中  二  階  に
 和  室  の  下  は  フ  リ  ー  ス  ペ  ー  ス
 女  性  や  子  供  の  身  長  を  考  慮  し  た
 大  量  の  ス  ペ  ー  ス  を  確  保
 中  二  階  へ  の  階  段  も  収  納  ス  ペ  ー  ス  と
 少  し  の  ス  ペ  ー  ス  も  無  駄  に  し  ま  せ  ん
 イ  メ  ー  ジ  パ  ー  ス  で  は
 子  供  に  優  し  い  安  全  ス  ト  ッ  パ  ー  付  の
 家  具  を  配  置  し  ま  し  た

 フ  リ  ー  ス  ペ  ー  ス フ  リ  ー  ス  ペ  ー  ス

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  中  二  階  和  室  下  を  望  む

 ク  ロ  ー  ゼ  ッ  ト ク  ロ  ー  ゼ  ッ  ト

●  廊  下  か  ら  ク  ロ  ー  ゼ  ッ  ト  を  望  む

 洗  面  台

●  洗  面  室  か  ら  望  む

 洗  面  台
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Ac c ent こ  だ  わ  り

 ご  夫  婦  の  ご  希  望  に
 『  楽  し  い  カ  ラ  フ  ル  な  家  』
 空  間  に  ア  ク  セ  ン  ト  を  取  り  入  れ  る  事  に  よ  り
 マ  イ  ナ  ス  な  Ｉ  Ｍ  Ａ  Ｇ  Ｅ  は  ご  家  庭  の  シ  ン  ボ  ル  に
 無  け  れ  ば  良  か  っ  た  の  に  を  あ  っ  て  良  か  っ  た  ね  へ
 多  彩  な  色  を  取  り  入  た  カ  ラ  フ  ル  な  空  間  は
 生  活  に  楽  し  い A C C EN T  を  も  た  ら  し  て  く  れ  ま  す

 キ  ッ  チ  ン  部  に  撤  去  が  出  来  な  いP S  配  管
 こ  のP S  配  管  が  ご  夫  婦  の  悩  み  で  し  た
 オ  ー  プ  ン  な  キ  ッ  チ  ン  に  し  た  い  の  に
 既  存  のP S  配  管  は  撤  去  が  出  来  ま  せ  ん
 な  ら  ば  逆  転  の  発  想  を
 モ  ザ  イ  ク  タ  イ  ル≪  コ  ラ  ベ  ル≫  を  配  置
 ご  家  庭  の  シ  ン  ボ  ル  へ  と  変  貌  を  と  げ  まし

 キ  ッ  チ  ン  部  に  撤  去  が  出  来  な  いP S  配  管
 こ  のP S  配  管  が  ご  夫  婦  の  悩  み  で  し  た
 オ  ー  プ  ン  な  キ  ッ  チ  ン  に  し  た  い  の  に
 既  存  のP S  配  管  は  撤  去  が  出  来  ま  せ  ん
 な  ら  ば  逆  転  の  発  想  を
 モ  ザ  イ  ク  タ  イ  ル≪  コ  ラ  ベ  ル≫  を  配  置
 ご  家  庭  の  シ  ン  ボ  ル  へ  と  変  貌  を  と  げ  ま  し  た

 リ  ビ  ン  グ  ダ  イ  ニ  ン  グ  に  か  け  て  渡  る  構  造  梁
 扉  を  開  け  た  瞬  間  に  圧  迫  感  が  飛  び  込  ん  で  き  ま  す
 な  ら  ば  と  色  を  取  り  入  れ  空  間  の  変  化  を  ア  ピ  ー  ル
 キ  ッ  チ  ン  背  面  と  同  一  の  カ  ラ  ー  で  統  一  す  る  こ  と  で
 圧  迫  さ  れ  た  空  間  か  ら  調  和  さ  れ  た  空  間  へ
 ま  た  キ  ッ  チ  ン  壁  に  淡  色  を  配  色  し  た  こ  と  で
 よ  り  一  層  統  一  感  あ  る  空  間  へ  と  変  貌  し  ま  し  た

 リ  ビ  ン  グ  ダ  イ  ニ  ン  グ  に  か  け  て  渡  る  構  造  梁
 扉  を  開  け  た  瞬  間  に  圧  迫  感  が  飛  び  込  ん  で  き  ま  す
 な  ら  ば  と  色  を  取  り  入  れ  空  間  の  変  化  を  ア  ピ  ー  ル
 キ  ッ  チ  ン  背  面  と  同  一  の  カ  ラ  ー  で  統  一  す  る  こ  と  で
 圧  迫  さ  れ  た  空  間  か  ら  調  和  さ  れ  た  空  間  へ
 ま  た  キ  ッ  チ  ン  壁  に  淡  色  を  配  色  し  た  こ  と  で
 よ  り  一  層  統  一  感  あ  る  空  間  へ  と  変  貌  し  ま  し  た

 玄  関  、  室  内  扉  等  にCOLOR  ア  ク  セ  ント
 ア  ク  セ  ン  ト  カ  ラ  ー  は  全  て  の  扉  に  配  色
 玄  関  を  開  け  た  瞬  間  か  ら
 カ  ラ  フ  ル  な  色  合  い  が
 楽  し  い  空  間  へ  と  導  い  て  く  れ  ま  す

 玄  関  、  室  内  扉  等  にCOLOR  ア  ク  セ  ント
 ア  ク  セ  ン  ト  カ  ラ  ー  は  全  て  の  扉  に  配  色
 玄  関  を  開  け  た  瞬  間  か  ら
 カ  ラ  フ  ル  な  色  合  い  が
 楽  し  い  空  間  へ  と  導  い  て  く  れ  ま  す

 和  室  引  戸  を  色  彩  な  雪  見  障  子  に
 閉  じ  た  状  態  で  個  の  空  間  を
 上  下  可  動  さ  せ  る  事  に  よ  り  家  族  を  感  じ
 場  面  に  応  じ  て  ア  レ  ン  ジ  が  可  能  と  な  り  ま  し  た
 障  子  の  印  象  は  破  れ  や  す  い  と  あ  り  ま  す  が
 破  れ  に  く  い  、  水  ぶ  き  出  来  る  ワ  ー  ロ  ン  障  子  を
 小  さ  な  お  子  様  や  ペ  ッ  ト  が  触  れ  て  も  安  心  で  す
 コ  ー  ナ  ー  部  は  光  を  遮  断  す  る  タ  イ  プ
 キ  ッ  チ  ン  か  ら  の  光  が  入  ら  な  い  よ  う  に  配  慮
 お  泊  り  に  来  ら  れ  た  方  へ  の  気  遣  い  も  忘  れ  ま  せ  ん

 和  室  引  戸  を  色  彩  な  雪  見  障  子  に
 閉  じ  た  状  態  で  個  の  空  間  を
 上  下  可  動  さ  せ  る  事  に  よ  り  家  族  を  感  じ
 場  面  に  応  じ  て  ア  レ  ン  ジ  が  可  能  と  な  り  ま  し  た
 障  子  の  印  象  は  破  れ  や  す  い  と  あ  り  ま  す  が
 破  れ  に  く  い  、  水  ぶ  き  出  来  る  ワ  ー  ロ  ン  障  子  を
 小  さ  な  お  子  様  や  ペ  ッ  ト  が  触  れ  て  も  安  心  で  す
 コ  ー  ナ  ー  部  は  光  を  遮  断  す  る  タ  イ  プ
 キ  ッ  チ  ン  か  ら  の  光  が  入  ら  な  い  よ  う  に  配  慮
 お  泊  り  に  来  ら  れ  た  方  へ  の  気  遣  い  も  忘  れ  ま  せ  ん
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 思  い  入  れ  の  あ  る  家  具  や  新  た  な  家  具  等  もP LAN  段  階  か  ら  お  打  ち  合  わ  せ
 ３D  パ  ー  ス  に  て  色  合  い  サ  イ  ズ  間  、  配  置  等  も  イ  メ  ー  ジ  を  共  有  す  る  こ  と  で
 よ  り  鮮  明  に  、  よ  り  明  確  に
 ご  夫  婦  の  思  い  が  新  た  な  未  来  図  へ

 思  い  入  れ  の  あ  る  家  具  や  新  た  な  家  具  等  もP LAN  段  階  か  ら  お  打  ち  合  わ  せ
 ３D  パ  ー  ス  に  て  色  合  い  サ  イ  ズ  間  、  配  置  等  も  イ  メ  ー  ジ  を  共  有  す  る  こ  と  で
 よ  り  鮮  明  に  、  よ  り  明  確  に
 ご  夫  婦  の  思  い  が  新  た  な  未  来  図  へ

住 宅 探 し に  少 し お 疲 れ だ  っ た  ○○様 
場 所 は 良 い ん だ  け  ど 、  建 物 は 良 い ん だ  け  ど 
色   々な  物 件 を 見 学 し  て  も ど こ か 満 足 で  き な  い 
『  家 族 で  笑 っ て  過 ご  し た  い か ら 思 い は 大 切 に  し た  い ね  』 
リ  ノ  ベ  ー シ  ョ ン に 辿 り  着 く  ま  で  に  ２  年 間 も 掛 か っ た  と お 聞 き し ま  し た 
大 変 な  ご  苦 労 が 有 っ た  と 察 し ま  す 
で  す が 、  だ  か ら こ そ  、  し  っ か り  と  し  た  未 来 図 を お 持 ち の ご  夫 婦 
『  漠 然 と  し た  伝 え  方 で  す い ま  せ ん  』 
い  え  、  あ  り  が た  い ほ ど に 思 い が 伝 わ っ て  き ま  す 

住 宅 探 し に 少 し お 疲 れ だ  っ た  ○○様 
場 所 は 良 い ん だ  け  ど 、  建 物 は 良 い  ん だ  け  ど 
色 々 な  物 件 を 見 学 し て  も ど こ か 満 足 で  き な  い 
『  家 族 で  笑 っ て  過 ご  し た  い か ら 思 い は 大 切 に  し た  い ね  』 
リ  ノ  ベ ー シ  ョ ン に  辿 り  着 く ま  で  に  ２  年 間 も 掛 か っ た  と お  聞 き し ま  し た 
大 変 な  ご  苦 労 が 有 っ た  と 察 し ま  す 
で  す が 、  だ  か ら こ そ  、  し  っ か り  と  し た  未 来 図 を お 持 ち の ご  夫 婦 
『  漠 然 と  し た  伝 え  方 で  す い  ま  せ ん  』 
い  え  、  あ  り  が た  い ほ ど に 思 い が 伝 わ っ て  き ま  す 
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 『  笑  顔  が  集  う  ・  ・  ・  』  を  テ  ー  マ  に
 平  面  的  な  間  取  り  は  大  き  く  変  え  ず
 立  体  的  な  解  放  さ  れ  た  空  間 PL A N  を  ご  提  案
 繋  が  る  喜  び  、  繋  が  る  楽  し  さ  を
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 リ  ビ  ン  グ  は  広  く  し  た  い  け  ど
 収  納  は  ほ  し  い  け  ど
 や  っ  ぱ  り  和  室  は  残  し  た  い
 休  日  に  は  畳  で  ゴ  ロ  ン  と  し  た  い  な
 お  泊  り  に  も  来  て  も  ら  い  た  い  ね
 そ  ん  な  素  敵  な  日  常  を
 優  し  さ  と  い  う  機  能  を  兼  ね  備  え  た
 カ  ラ  フ  ル  な  中  二  階  の  あ  る  和  室  へ

 リ  ビ  ン  グ  は  広  く  し  た  い  け  ど
 収  納  は  ほ  し  い  け  ど
 や  っ  ぱ  り  和  室  は  残  し  た  い
 休  日  に  は  畳  で  ゴ  ロ  ン  と  し  た  い  な
 お  泊  り  に  も  来  て  も  ら  い  た  い  ね
 そ  ん  な  素  敵  な  日  常  を
 優  し  さ  と  い  う  機  能  を  兼  ね  備  え  た
 カ  ラ  フ  ル  な  中  二  階  の  あ  る  和  室  へ
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 閉  鎖  的  で  暗  く  圧  迫  感  の  あ  る  キ  ッ  チ  ン  は
 解  放  さ  れ  た  オ  ー  プ  ン  な  キ  ッ  チ  ン  へ
 レ  ン  ジ  部  に  は  全  面  強  化  ガ  ラ  ス  を  配  置
 小  さ  な  お  子  様  へ  の  安  全  も  忘  れ  ま  せ  ん
 キ  ッ  チ  ン  か  ら  室  内  が  全  貌  で  き  る  事  で
 安  心  し  て  楽  し  く  お  料  理  が  作  れ  ま  す
 ま  た  ご  家  族  、  ご  来  客  者  様  の  側  か  ら  も
 隔  た  り  の  な  い  お  顔  を  見  な  が  ら  の  会  話  は
 繋  が  る  喜  び  と  、  時  間  を  有  意  義  な  も  の  へ

 閉  鎖  的  で  暗  く  圧  迫  感  の  あ  る  キ  ッ  チ  ン  は
 解  放  さ  れ  た  オ  ー  プ  ン  な  キ  ッ  チ  ン  へ
 レ  ン  ジ  部  に  は  全  面  強  化  ガ  ラ  ス  を  配  置
 小  さ  な  お  子  様  へ  の  安  全  も  忘  れ  ま  せ  ん
 キ  ッ  チ  ン  か  ら  室  内  が  全  貌  で  き  る  事  で
 安  心  し  て  楽  し  く  お  料  理  が  作  れ  ま  す
 ま  た  ご  家  族  、  ご  来  客  者  様  の  側  か  ら  も
 隔  た  り  の  な  い  お  顔  を  見  な  が  ら  の  会  話  は
 繋  が  る  喜  び  と  、  時  間  を  有  意  義  な  も  の  へ
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 既  存  の  バ  ス  ル  ー  ム  か  ら
 サ  イ  ズ  Ｕ  Ｐ  を  ご  希  望  の  ご  夫  婦
 現  地  調  査  を  行  っ  た  と  こ  ろ
 背  面  に  ス  ペ  ー  ス  が  あ  る  こ  と  が  判  明
 約0 . 5  坪  の  浴  室  を  約0 . 7  坪  へ  と  サ  イ  ズ  ＵＰ
 ゆ  と  り  あ  る  浴  室  と  な  り  ま  し  た
 ま  た2 4  時  間  換  気  も  兼  ね  備  え  た  浴  室  乾  燥  機
 雨  の  日  で  も  安  心  し  て  お  洗  濯  が  で  き  ま  す

 既  存  の  バ  ス  ル  ー  ム  か  ら
 サ  イ  ズ  Ｕ  Ｐ  を  ご  希  望  の  ご  夫  婦
 現  地  調  査  を  行  っ  た  と  こ  ろ
 背  面  に  ス  ペ  ー  ス  が  あ  る  こ  と  が  判  明
 約0 . 5  坪  の  浴  室  を  約0 . 7  坪  へ  と  サ  イ  ズ  Ｕ  Ｐ
 ゆ  と  り  あ  る  浴  室  と  な  り  ま  し  た
 ま  た2 4  時  間  換  気  も  兼  ね  備  え  た  浴  室  乾  燥  機
 雨  の  日  で  も  安  心  し  て  お  洗  濯  が  で  き  ま  す
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 既  存  の  洗  面  台  に  リ  メ  イ  ク  を
 市  販  の  洗  面  台  を  検  討  し  た  と  こ  ろ
 サ  イ  ズ  間  が  ど  う  し  て  も  合  わ  な  い
 妥  協  す  る  ほ  ど  の  利  便  性  が  見  つ  か  ら  な  い
 な  ら  ば  と  リ  メ  イ  ク  を  検  討
 シ  ン  グ  ル  ボ  ー  ル  は  ダ  ブ  ル  ボ  ー  ル  に
 水  栓  は  ホ  ー  ス  付  き  と  自  動  水  栓  に
 既  存  収  納  棚  に  化  粧  直  し  を  施  す  事  で
 新  た  な  息  吹  が  吹  き  込  ま  れ  ま  し  た

 既  存  の  洗  面  台  に  リ  メ  イ  ク  を
 市  販  の  洗  面  台  を  検  討  し  た  と  こ  ろ
 サ  イ  ズ  間  が  ど  う  し  て  も  合  わ  な  い
 妥  協  す  る  ほ  ど  の  利  便  性  が  見  つ  か  ら  な  い
 な  ら  ば  と  リ  メ  イ  ク  を  検  討
 シ  ン  グ  ル  ボ  ー  ル  は  ダ  ブ  ル  ボ  ー  ル  に
 水  栓  は  ホ  ー  ス  付  き  と  自  動  水  栓  に
 既  存  収  納  棚  に  化  粧  直  し  を  施  す  事  で
 新  た  な  息  吹  が  吹  き  込  ま  れ  ま  し  た
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nig ht timenig ht time

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  キ  ッ  チ  ン  ・  ダ  イ  ニ  ン  グ  ・  和  室  を  望  む
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L i g hti ng こ  だ  わ  り

 日  常  に  ゆ  と  り  あ  る  時  を
 日  々  の  喧  噪  か  ら  ひ  と  時  の  安  ら  ぎ  を
 時  間  は  制  限  さ  れ  ず
 優  し  い  光  が  紡  ぐ  無  限  の  時  を

 活  発  な  笑  顔  絶  え  な  い  ｄ  ａ  ｙ  ｔ  ｉ  ｍ  ｅ  か  ら
 大  人  が  安  ら  ぐ  上  質  な  ｎ  ｉ  ｇ  ｈ  ｔ  ｔ  ｉ  ｍ  ｅへ
 時  間  に  制  限  さ  れ  る  こ  と  な  く  夫  婦  が  紡  ぐ  時  は
 今  日  と  言  う  日  の  喧  噪  か  ら  解  放  し  て  く  れ  ま  す
 リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  だ  か  ら  こ  そ  可  能  と  な  る
 間  接  照  明  を  ふ  ん  だ  ん  に  取  り  入  れ  た
 リ  ビ  ン  グ  ・  ダ  イ  ニ  ン  グ  ・  キ  ッ  チ  ン  ・  和  室
 限  ら  れ  た  時  間  と  い  う  概  念  か  ら  解  放  さ  れ
 上  質  な  安  ら  ぎ  の  ひ  と  時  を

 活  発  な  笑  顔  絶  え  な  い  ｄ  ａ  ｙ  ｔ  ｉ  ｍ  ｅ  か  ら
 大  人  が  安  ら  ぐ  上  質  な  ｎ  ｉ  ｇ  ｈ  ｔ  ｔ  ｉ  ｍ  ｅへ
 時  間  に  制  限  さ  れ  る  こ  と  な  く  夫  婦  が  紡  ぐ  時  は
 今  日  と  言  う  日  の  喧  噪  か  ら  解  放  し  て  く  れ  ま  す
 リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  だ  か  ら  こ  そ  可  能  と  な  る
 間  接  照  明  を  ふ  ん  だ  ん  に  取  り  入  れ  た
 リ  ビ  ン  グ  ・  ダ  イ  ニ  ン  グ  ・  キ  ッ  チ  ン  ・  和  室
 限  ら  れ  た  時  間  と  い  う  概  念  か  ら  解  放  さ  れ
 上  質  な  安  ら  ぎ  の  ひ  と  時  を

d a y  t i m ed a y  t i m e

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  和  室  を  望  む

nig ht timenig ht time

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  ダ  イ  ニ  ン  グ  ・  キ  ッ  チ  ン  を  望  む

nig ht timenig ht time

●  リ  ビ  ン  グ  か  ら  望  む

nig ht timenig ht time
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 フ  ニ  ャ  フ  ニ  ャ  の  船  酔  い  の  よ  う  な  問  題  も
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 冷  た  い  温  か  い  空  気  を  循  環  さ  せ  る  こ  と  に  よ  り
 お  部  屋  全  体  を  均  一  に  保  ち  ま  す
 ま  た  空  気  を  循  環  さ  せ  る  こ  と  に  よ  り  節  電  効  果  も  上  がり
 イ  ン  テ  リ  ア  と  し  て  も  お  部  屋  の  ア  ク  セ  ン  ト  に
 暑  い  夏  場  は  心  地  よ  い  安  ら  ぐ  涼  し  さ  を
 寒  い  冬  場  は  心  身  と  も  に  ほ  ぐ  れ  る  暖  か  さ  を

 リ  ビ  ン  グ  ダ  イ  ニ  ン  グ  に  シ  ー  リ  ン  グ  フ  ァ  ン  を  ご  提  案
 冷  た  い  温  か  い  空  気  を  循  環  さ  せ  る  こ  と  に  よ  り
 お  部  屋  全  体  を  均  一  に  保  ち  ま  す
 ま  た  空  気  を  循  環  さ  せ  る  こ  と  に  よ  り  節  電  効  果  も  上  がり
 イ  ン  テ  リ  ア  と  し  て  も  お  部  屋  の  ア  ク  セ  ン  ト  に
 暑  い  夏  場  は  心  地  よ  い  安  ら  ぐ  涼  し  さ  を
 寒  い  冬  場  は  心  身  と  も  に  ほ  ぐ  れ  る  暖  か  さ  を

 快  適  だ  け  で  な  い  健  康  的  な  空  間  を
 小  さ  な  お  子  様  は  大  人  よ  り
 冷  た  い  ・  暖  か  い  空  気  の  層  に  い  ま  す
 大  切  な  ご  家  族  だ  か  ら  こ  そ
 空  気  を  循  環  さ  せ  る  こ  と  に  よ  り
 健  康  的  な  空  間  を
 快  適  な  空  間  を

 快  適  だ  け  で  な  い  健  康  的  な  空  間  を
 小  さ  な  お  子  様  は  大  人  よ  り
 冷  た  い  ・  暖  か  い  空  気  の  層  に  い  ま  す
 大  切  な  ご  家  族  だ  か  ら  こ  そ
 空  気  を  循  環  さ  せ  る  こ  と  に  よ  り
 健  康  的  な  空  間  を
 快  適  な  空  間  を

 こ  だ  わ  り

 『  設  備  で  床  暖  房  を  入  れ  た  い  の  で  す  が  可  能  で  す  か  ？
 小  さ  い  子  供  が  い  る  の  で  出  来  る  だ  け  エ  ア  コ  ン  は  避  け  た  く
 あ  と  冬  場  の  家  事  仕  事  は  大  変  だ  と  思  う  の  で  キ  ッ  チ  ン  に  も  』
 互  い  に  家  族  を  思  い  や  る  事  を  忘  れ  な  い  ご  夫  婦
 だ  か  ら  こ  そ  今  ま  で  の  私  達  の  知  識  ・  経  験  を
 ふ  ん  だ  ん  に  余  す  こ  と  な  く  お  伝  え  し  た  い
 ル  ー  ム  ・  プ  ラ  ン  ニ  ン  グ  は  思  い  や  り  だ  と  改  め  て

 床  暖  房  の  メ  リ  ッ  ト  は  床  か  ら  の  放  射  熱
 足  元  か  ら  下  半  身  を  し  っ  か  り  暖  め  る  の  で
 女  性  や  お  年  寄  り  に  お  す  す  め  で  す  が
 お  部  屋  全  体  が  暖  ま  る  ま  で  に  時  間  が  掛  か  る
 と  い  う  問  題  点  が  あ  り  ま  す
 各  メ  ー  カ  ー  が  エ  ア  コ  ン  や  フ  ァ  ン  ヒ  ー  タ  ー  等  と
 併  用  を  お  伝  え  す  る  の  も  上  記  の  こ  と  か  ら  か  ら  です
 な  ら  ば  素  早  く  お  部  屋  を  暖  め  ま  し  ょ  う
 冬  場  に  は  辛  い  乾  燥  が  否  め  な  い  エ  ア  コ  ン  や
 寒  空  に  つ  ど  灯  油  を  買  い  運  ぶ  手  間  の  な  い
 ガ  ス  フ  ァ  ン  ヒ  ー  タ  ー  を  ご  提  案
 マ  ン  シ  ョ  ン  に  ガ  ス  フ  ァ  ン  ヒ  ー  タ  ー  ？
 大  が  か  り  な  工  事  で  は  な  く
 キ  ッ  チ  ン  壁  に  ガ  ス  栓  を  追  加  し  ま  す
 ガ  ス  栓  は  来  て  い  る  の  で  す  か  ら
 間  口  を  追  加  し  少  し  延  長  す  る  だ  け  で  す
 冷  え  た  空  間  を  素  早  く  乾  燥  な  く  暖  め
 灯  油  を  運  ぶ  手  間  も  省  け  ま  す
 床  暖  房  と  併  せ  て  追  加  し  た  い  設  備  で  す  ね
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 足  元  か  ら  下  半  身  を  し  っ  か  り  暖  め  る  の  で
 女  性  や  お  年  寄  り  に  お  す  す  め  で  す  が
 お  部  屋  全  体  が  暖  ま  る  ま  で  に  時  間  が  掛  か  る
 と  い  う  問  題  点  が  あ  り  ま  す
 各  メ  ー  カ  ー  が  エ  ア  コ  ン  や  フ  ァ  ン  ヒ  ー  タ  ー  等  と
 併  用  を  お  伝  え  す  る  の  も  上  記  の  こ  と  か  ら  か  ら  です
 な  ら  ば  素  早  く  お  部  屋  を  暖  め  ま  し  ょ  う
 冬  場  に  は  辛  い  乾  燥  が  否  め  な  い  エ  ア  コ  ン  や
 寒  空  に  つ  ど  灯  油  を  買  い  運  ぶ  手  間  の  な  い
 ガ  ス  フ  ァ  ン  ヒ  ー  タ  ー  を  ご  提  案
 マ  ン  シ  ョ  ン  に  ガ  ス  フ  ァ  ン  ヒ  ー  タ  ー  ？
 大  が  か  り  な  工  事  で  は  な  く
 キ  ッ  チ  ン  壁  に  ガ  ス  栓  を  追  加  し  ま  す
 ガ  ス  栓  は  来  て  い  る  の  で  す  か  ら
 間  口  を  追  加  し  少  し  延  長  す  る  だ  け  で  す
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 和  室  を  独  立  し  た  個  の  空  間  へ 和  室  を  独  立  し  た  個  の  空  間  へ
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 成  長  著  し  い  子  供  た  ち  に 成  長  著  し  い  子  供  た  ち  に
 中  二  階  の  和  室  を  子  供  部  屋  へ 中  二  階  の  和  室  を  子  供  部  屋  へ

 私  達  は  プ  ラ  ン  ニ  ン  グ  を  さ  せ  て  頂  く  う  え  で
 何  時  も  考  え  ま  す
 こ  の  プ  ラ  ン  ニ  ン  グ  は ○ ○  様  ご  家  族  の  人  生  に  と  っ  て
 本  当  に  最  善  、  最  高  の  Ｐ  Ｌ  Ａ  Ｎ  だ  と  言  え  る  だ  ろ  う  か
 お  届  け  し  た  い  Ｐ  Ｌ  Ａ  Ｎ  が
 も  し  や  瞬  間  的  な  も  の  で  は  な  い  だ  ろ  う  か
 決  し  て  簡  単  に  は  辿  り  着  く  こ  と  の  で  き  な  い
 人  生  に  お  い  て  、  大  き  な  ご  決  断  を  さ  れ  た  ご  夫  婦  に
 私  達  は  想  像  し  ま  す
 ご  家  族  の  ご  成  長  と  共  に  空  間  も
 成  長  し  て  い  け  な  い  だ  ろ  う  か
 い  や  、  ご  成  長  と  共  に  空  間  も
 成  長  で  き  る  も  の  で  な  け  れ  ば
 人  生  と  い  う  最  大  の  時  間  を
 楽  し  め  る  空  間  で  な  け  れ  ば
 だ  か  ら  こ  そ  取  り  入  れ  ま  す
 未  来  と  い  う  Ｐ  Ｌ  Ａ  Ｎ  を

● Diningchair  に  お  座  り  の  旦  那  様  の  目  線  で  望  む

 笑  顔  の  絶  え  な  い 笑  顔  の  絶  え  な  い
 始  ま  り  の  空  間 始  ま  り  の  空  間

 子  供  た  ち  の  成  長  が
 嬉  し  く  も  あ  り  、  少  し  戸  惑  い  も
 ま  だ  ま  だ  目  は  離  せ  な  い  子  供  た  ち
 た  だ  い  ま  ・  お  帰  り
 癒  し  の  声  が  聞  こ  え  て  き  ま  す

 子  供  た  ち  の  成  長  が
 嬉  し  く  も  あ  り  、  少  し  戸  惑  い  も
 ま  だ  ま  だ  目  は  離  せ  な  い  子  供  た  ち
 た  だ  い  ま  ・  お  帰  り
 癒  し  の  声  が  聞  こ  え  て  き  ま  す

 思  春  期  を  迎  え  た  子  供  た  ち
 大  切  な  成  長  過  程  だ  か  ら  こそ
 信  頼  と  い  う  優  し  さ  を
 見  守  る  と  い  う  温  か  さ  を
 愛  し  て  や  ま  な  い  家  族  だ  から

 思  春  期  を  迎  え  た  子  供  た  ち
 大  切  な  成  長  過  程  だ  か  ら  こそ
 信  頼  と  い  う  優  し  さ  を
 見  守  る  と  い  う  温  か  さ  を
 愛  し  て  や  ま  な  い  家  族  だ  から

 リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  と  は
 既  存  の  空  間  を  再  構  築  す  る  こ  と  で  し  ょ  う  か
 古  く  使  い  に  く  い  設  備  を  新  た  な  シ  ス  テ  ム  へと
 用  途  変  更  や  機  能  の  高  度  化  だ  け  で  し  ょ  う  か
 ご  家  族  の  人  生  と  い  う  大  切  な  時  間  に  お  い  て
 Ｂ  Ｅ  Ｓ  Ｔ  な  プ  ラ  ン  ト  と  は
 私  達  は  創  造  し  ま  す
 ご  家  族  の  成  長  と  共  に
 空  間  も  成  長  し  て  い  く
 未  来  と  い  う  Ｐ  Ｌ  Ａ  Ｎ  を

 リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  と  は
 既  存  の  空  間  を  再  構  築  す  る  こ  と  で  し  ょ  う  か
 古  く  使  い  に  く  い  設  備  を  新  た  な  シ  ス  テ  ム  へと
 用  途  変  更  や  機  能  の  高  度  化  だ  け  で  し  ょ  う  か
 ご  家  族  の  人  生  と  い  う  大  切  な  時  間  に  お  い  て
 Ｂ  Ｅ  Ｓ  Ｔ  な  プ  ラ  ン  ト  と  は
 私  達  は  創  造  し  ま  す
 ご  家  族  の  成  長  と  共  に
 空  間  も  成  長  し  て  い  く
 未  来  と  い  う  Ｐ  Ｌ  Ａ  Ｎ  を
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 私  た  ち  は  想  像  し  ま  す

 お  客  様  に  と  っ  て  、  本  当  の  Ｂ  Ｅ  Ｓ  Ｔ  な  プ  ラ  ン  と  は  ？

 『  ど  ん  な  に  優  れ  た  建  築  家  で  あ  っ  て  も  』

 『  ど  ん  な  に  著  名  な  デ  ザ  イ  ナ  ー  で  あ  っ  て  も  』

 『  ど  ん  な  に  経  験  豊  富  な  プ  ラ  ン  ナ  ー  で  あ  っ  て  も  』

 お  客  様  が  想  像  さ  れ  た  未  来  図  に  勝  る  も  の  は  な  い

 描  か  れ  た  想  い  こ  そ  が  最  高  の  プ  ラ  ン  だ  と

 私  た  ち  は  学  ん  で  い  ま  す

 私  た  ち  に  お  手  伝  い  を  さ  せ  て  下  さ  い

 お  客  様  が  想  像  さ  れ  た  笑  顔  あ  ふ  れ  る  住  ま  い  と  い  う  未  来  図

 私  た  ち  の  経  験  ・  知  識  を  重  ね  、  繋  ぎ  合  わ  せ  さ  せ  て  下  さ  い

 私  た  ち  は  お  客  様  と  共  に  創  造  し  ま  す  。

 私  た  ち  は  想  像  し  ま  す

 お  客  様  に  と  っ  て  、  本  当  の  Ｂ  Ｅ  Ｓ  Ｔ  な  プ  ラ  ン  と  は  ？

 『  ど  ん  な  に  優  れ  た  建  築  家  で  あ  っ  て  も  』

 『  ど  ん  な  に  著  名  な  デ  ザ  イ  ナ  ー  で  あ  っ  て  も  』

 『  ど  ん  な  に  経  験  豊  富  な  プ  ラ  ン  ナ  ー  で  あ  っ  て  も  』

 お  客  様  が  想  像  さ  れ  た  未  来  図  に  勝  る  も  の  は  な  い

 描  か  れ  た  想  い  こ  そ  が  最  高  の  プ  ラ  ン  だ  と

 私  た  ち  は  学  ん  で  い  ま  す

 私  た  ち  に  お  手  伝  い  を  さ  せ  て  下  さ  い

 お  客  様  が  想  像  さ  れ  た  笑  顔  あ  ふ  れ  る  住  ま  い  と  い  う  未  来  図

 私  た  ち  の  経  験  ・  知  識  を  重  ね  、  繋  ぎ  合  わ  せ  さ  せ  て  下  さ  い

 私  た  ち  は  お  客  様  と  共  に  創  造  し  ま  す  。

 会  　  社  　  概  　要

 ご  あ  い  さ  つ

 弊  社  は  、  建  物  に  か  か  わ  る  企  画  ・  設  計  ・  施  工

 住  宅  ・  店  舗  ・  内  装  ・  リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  ・  防  音  ス  タ  ジ  オ

 ３  Ｄ  Ｃ  Ａ  Ｄ  に  よ  る  建  築  パ  ー  ス  作  成  と  総  合  建  築  を  業  務  と  し  て  お  り  ま  す

 き  め  細  か  い  サ  ー  ビ  ス  を  、  お  客  様  と  同  じ  目  線  、  立  場  で  を  も  っ  と  う  に

 一  生  懸  命  に  邁  進  し  て  い  く  所  存  で  す

 お  気  軽  に  、  ご  相  談  下  さ  い  。

 弊  社  は  、  建  物  に  か  か  わ  る  企  画  ・  設  計  ・  施  工

 住  宅  ・  店  舗  ・  内  装  ・  リ  ノ  ベ  ー  シ  ョ  ン  ・  防  音  ス  タ  ジ  オ

 ３  Ｄ  Ｃ  Ａ  Ｄ  に  よ  る  建  築  パ  ー  ス  作  成  と  総  合  建  築  を  業  務  と  し  て  お  り  ま  す

 き  め  細  か  い  サ  ー  ビ  ス  を  、  お  客  様  と  同  じ  目  線  、  立  場  で  を  も  っ  と  う  に

 一  生  懸  命  に  邁  進  し  て  い  く  所  存  で  す

 お  気  軽  に  、  ご  相  談  下  さ  い  。
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夢
 様

 や  思  い  ・  未  来  を  カ  タ  チ  に

 々  な  オ  －  ダ  －  に  全  力  で  お  応  え  し  ま  す。

夢
 様

 や  思  い  ・  未  来  を  カ  タ  チ  に

 々  な  オ  －  ダ  －  に  全  力  で  お  応  え  し  ま  す。
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