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S邸/設計-宮城由紀子･宮城デザイン事務所/カメラ- S S東京

宮城由紀子(宮城テサイン事務所)

日本の経済かかつてないほど､豊かになり'衣'食については満ち足りたといえ

る生活ができるようになりました｡しかし､住まいに関しては'まだまだ満足できる状態とはいえないのではないでしょうか｡

恵まれた環境で､広い空間を手に入れることは'昨今の住宅事情ではたやすいこ

とではありません｡

限られた条件の中で'賃の高い建物を手に入れるには'住まいや暮らし方に関心
を持ち､また､現在の住まいをもう一度見直し'身近なところから快適に暮らす工夫をすることも必要でしょう｡

新築にしろ､改築にしろ､住まいを考える時'内部空間､すなわちインテリアを

どうしっらえるかによって'住み心地の良し悪しは大きく違っています｡

太陽の光を室内にふんだんにとり込み'通風や採光に配慮することは､快適に住
むために必要なことです｡HA(ホームオートメーション)をはじめ､家事労働を軽減し､生活を便利にする新しい設備も､快適に生活するためには必要でしょう｡しかし､建築や構造かしっかりして'最新の設備が入っていても､インテリアが美しくなければ､快適な住まいとはいえません｡

高価な家具や照明器異が'部屋の中でそれぞれ勝手に自己主張してはいませんか｡

一点一点か､いくら高価で美しくても､他と調和しなければ価値かありません｡

仕上げ材をはじめ､家具､カーテン､照明など､インテリアを構成するそれぞれ

のアイテムが'適度のバランスを保ち､美しいハーモニーをもって､コーディネートされていなければ､居心地の良い部屋とはいえないのです｡
トータルにコーディネートされた豊かな内部空間をつくることも､快適な住まい

づくりには大切なことだといえます｡･月. hh銅純絹:oた
アメリカ人の家を初めて訪ねると'その家

の､ JJJ婦が-ビング'ダイニングはもちろんのこ-'台所やバスルーム'拙宅に.やるまで､家の中を案内して見せて-れます｡おばあさんからもらっLJタンスとか'お父さんが使っていたライティングデスクなど､古い物を人切にしながら､新しい家;lハや調度‖…に卜子に
人目わせてインテリアをまとめていたりします｡

アメ-カ人のオープンでフランクなや-〟

に'最初はびっ-りしましたが､住まいを見るこ-でその人の人柄や'趣味がわか-'初

対l･桝如でも親しみがわきますし､自分を知ってもらうという点_味で､自己緋介の効果は人きいものLJ-思いよしLJ｡

パーティーなど'人を招-機会の多いアメ
リカでは'とりわけ'インテリアを人事にします｡インチ-アは'その人の社会的地位や､趣味などを表すものですから'■椴の人の感心もh=回し　自分らしさを出すように⊥大しています｡

日本でも日.#道はインテリアや住宅関係の雑
誌がLJ-さん川111-つています｡新しい建材や設備など'住まいについての様々な情報をAIまで以卜に;+- ､簡単に手にするこ-ができます｡しかし'せっか-の情報や知識も､住

7



み手の側に｢どんな住まいにしたいかし-いう明確なコン七プ-がないと'混乱するばかりです｡

住まいを考える時､.番人切なことは‖分

のライフスタイルに人目つLJインテリアをつ-ることです.そのためには'わが家の鹿らしガをもう.度兄此し'･家族のありガや'将来の計画などを家族で話し八日ってみましょう｡

例えば'家族おのおのの.日のl什動､.過

間のスケジュールを苦さ出してみましょう0また､好きなこと､嫌いなことを-ス-アップしてい-のも.つの方法です｡料理を楽し

み'食事が竹練の竹浦の人きな部分を占めているのであれば､ムロ所やダイニングルームがその家の中心となるわけですから､最も力を入れて華人させたいところです｡過木親しい仲糊が態まってのパーティーが'竹浦のアクセントになっている場人目は'人が集うリビングを小心にプランを与えますo陶芸や織物など'趣_味のスペースを確保したい場入日もあるでしょう｡

蕗･㌧しんは家族それぞれ違いますo灘の兵

似でもない､わが家のライフスタイルに人目ったインテ-アをつ-ることが人切です｡
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リヒンクルーム64∵>･イ1 I.･･･.∵　　･････････●家具配置はプランの基本
什まいの小心-いえるのがリビングルーム

ですo家族が-つろぐ場であったり､お客様を迎える域でもあります｡また'流.Ifやh汁架を柴しむ部帖であったり､家族によってリビングの使われガはさまざまです｡

リビングは､その人の人柄や趣味が反映さ
れる'住まいの助-もいえる場所ですから'どんな倣いんをするのか､=.=初にきちんと決めてお-ことが人切です｡

リビングを計.州する畔':爪をつけなければ
ならないのは'動線です｡ダイニングにつながっている場人目が多いですか･㌧　廊卜からの‖入り日の付粥によっては'リビングが‥=)路のようになってしまったり'動線が川･しんのグループを横切るようになったりすると'せっか-のリビングも居心地の悪いものになってしまいます｡

-ビングの聞取りを考える畔は'プランの
段隅からどんな末日ハを､どう配lkJするかを壮行して与えます｡ソファや飾り棚のレイアウ-によってt H入り日や窓の什粥を胡蝶する必紫がありますし､･1.8日.へをli;I-喋をブランの段断から確保しておけば'部帖ができ卜がってから飾り棚が窓にかぶさったり'ソファがドアにぶつかるという火枚も避け･-JれますQ

また､昭…明のスイッチやコンセン-の位吊も'
･ 4.i;.ハレイアウ-にそって決めておけば､テレ

ビやスタンドのコードが描目して'壁際を走るというこ-もありません｡

リビングには家;.ハや拭き物'装飾‖冊など､
様々なものが入ってきます｡妹や甥などの省内の什卜げは､できるだけシンプルにしたガが､他のものとのコーディネーションがしやす-なります｡リビングをスッキリ見せるには､締るものとしまうものを幣押して'絵や装飾=州などをゴタゴタ-芯かないことです｡そのLJめには'造-付けの収納スペースがあると轄即がしやす-なります.●照明で憂丸を変える

住まいの照明を選ぶ畔'-か-器;.ハのデザ
インや人ささばかりに日が向いて､点灯された畔の光の状態を忘れがちですが'仰…明による光と巌の効果にもっ-注丘する必要があります｡平凡な加帖も､糊仙明の倣いんで兄聞違えるようにh帆体感があるt i:き竹さとした空糊になります.仰仙川をただEiに'部LFを明るくする1,めのものと考えず､竹iI†に変化-:=川かさをL1える装lkJとしてt Lfに拙いLJいものです｡

多様な仙われんをする-ビングの照明には､

W, 'なっLJ光源を数種類入れてお-と､その畔
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畔に人目った雰囲八八を満州するこ-ができます｡拡散刊のダウンライ-を部帖の人ささに(;わせて何灯か入れる-'妹面を乍体的に明る-できます｡壁の絵.仲川巾やlk=き物を集中的に照らすには､〃向が変え･1.1れるスポットライトやユニバーサルランプが過¶です｡

建築的に人什<;に照明を糾み込んLJ間接照
明や'アッパーライトのフロアスタンドは'尖らかい光で-つろいだ小外囲気を出す劫火があります｡i<に_h二様.tm-低いフロアランプやスポッ-ライーを'ソファの後ろに耶いたり

I:･1ri:内の観柴植物を照らすと'ドラマチックな
効果が‖て､面目いものです｡

i;紬などの南濃建築で似われるカラースポ

ットや､レン.'t<を倣ったスポッ-ライ-らパーティーなどの畔倣ってみると川心いがけない効果があ-ますo　これらの器はハはすべて､.度に使うのではなく　その時々に人目わせて使い分けて-ださい｡
マイコン内儀で'点滅や調光'幾通りかの

シーンをメモ--して'リモコンで操作できる調光器も出ています.

遊び感覚をとり入れてt t=活を楽しみたい

-のです｡●リビングの仕上げ
いろいろな家;.ハや凋度目州が入る-ビングの

什卜げは'シンプルで'叩ーるい色朋のものが向いています｡什卜げを決める畔､まず.つ基本になるものを決めますo itをフロー-ングにするなら､木の色を決める-か'手持ちの家具があれば､その木の色なり'張り地の色な-を基本にします｡

注意しLJいのは木部の色です0人然の木は
それぞれ特徴のある木肌の色や'軽装の色があります.a'なった種類の木製家;.ハがいろいろとあったり'･.jfのフロー-ングやドア'大井の回-紬の木の色が人目っていないとチグハブな感じにな-ます｡

壁クロス-人什クロスの色味も'八八をつけ

て人目わせて-LJさいo Hでもアイボ--系､

グレー系'ベージュ系-'微妙に色朋が=<なります｡.般的に大井は同じ色朋でt Si姥クロスより少し明るいものをもってきた場4日は'人汁が高-見え､逆に､濃い色を拭って-る-人汁が低-感じられます｡川様に､日系紙の明るい色を蝶にもつて-る-､.%帖が広-感じられ'濃い色はせばまった感じがします｡

欣米の住七を兄ますと'色の快いガが人変
卜tiなのに感心させ･1.れます｡日本の伝統的な地物は'日本やLI韓といった人然の糸材を倣い'材料の良さを竹かしたものが多いせいか'私達日本人は住まいの中での色快いには臆病なところがあります｡.ガ､前物などに仙われでいる色や桝は､人M tで兄やなものがあります｡その色使いを住まいに-り入れることを､もう少し椀種的に考えても良いのではないでしょうか｡

LJだLt　強い色を使う場人目は､壁と人井と

いっLJ人きな而桃に使いますと'刺激的で落ち前きません.ソファの張-地やカーテン､
!{き敷きカーペッ-やクッションなどの小物

類に､アク七ン-カラー-してスパイスを効かすように使いますo　また､アクセントになる色を....･l色決めて'-ビングだけでな- ～他の部輔にも同じ色を仕ってい--､家令体につながりが竹まれ､コ-ディネ1-された感じがします｡●これからのリビング
週休..‖制を採川する企業が年々多-なり'

竹浦を楽しむゆ-りがやっと竹まれできました｡これか･しは'住まいの中にも家族l緒に楽しむ装荷や'趣味のLJめのスペースを確保したいものです｡

これからのリビングに轟はみ込みたいものと
して人刊テレビ-マルチサウンドスピーカーをセットした､オーディオヴィジュアルシステムがあります｡テレビ'ビデオ'レーザーディスクなどの機器は'ますます‥=回目…質化しており､リビングにいながら素晴らしいけ架や､映像を楽しむこ-ができます｡
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N Kホームモデルハウス√/インテリアデザイ

ン~宮城由紀子･宮城デザイン事噺//カメ

ラ一一宮下信治

テレビや機器は造-付け家具に収納し'ド
アでか-れるようにLLJ方が'リビングの雰囲気をこわさず見た目もスッキリと美しくまとまります｡

音楽を楽しむ時は'照明の演出も加えたい

ものです.マイコン内蔵の調光器を使えば'照明も音楽も'ソファに座ったままコマンダーの操作lつで変えられ､まさに､音と光が
.体になっLJ､すぼらしい効果を楽しむこ- ができます｡

AVを楽しむためには'防音や換気に注意

ァ.工三　　　　善､.宕
●LDがよいか､DKがよいか

ダイニングは楽し-食事ができる､明るい

小外囲八八にま-めるこ-が人切です｡

ダイニングの形-して=恥も.舷的なのが､

リビング-ダ-ニングを川じ空間にとる〟リビングダイニング〟です｡一緒にするこ-でスぺ-ス的にも有効に仕え'食事を八･=めた川
･しんの域としての紫糸が強-なります｡

食車のサービスや後片付けなど'機能本位

に与える場人目は､ム‖所-ダイニングを.緒にLLJ〟ダイニングキッチン〟が便利です｡

たLJLt作る場所-食べる場所が`緒であ

るiiJめ'-か-乱雑になりがちですか･㌧　しっかり-収納T<ペースを-る必安があります.

吊り..t棚や流しム=などの収納は'人然木を
面材に依っLJ家‖パ調のシステムキッチンを人叛　できるLJけ'ム=所のイメージをなくしたんが落ち前きます｡小仙気製〓州や調pI狸か;.. 'の色-紘.Lt　ダイニングチェアやブラインドなど-コーディネートする-､溌しい小竹囲‥八が目せます｡

お客様を招いてのフォーマルな食.Iiが多い
家庭では'独Lり.したダイニングがスペース的に確保できれば理想的です〇八八川のテーブルですと､.　　セノー..川　叫′の人ささになりますo伸長式りTIブルです-､≠=段は場

り5-をとらず'必要な-き延kできて便利です｡

する必要があります｡外部からの騒音を遮断Lt　他の部屋や近隣への音･Jれを防ぐため'床､壁'天井への防音工事が必要になってきます｡開口部には二重サッシや防音ドアを使桐しますが'どの程度の防音工事をほどこすかは'建物の構造や個々の状況によって変わってきます｡

-ビングは'大勢の人が集まる部寝ですし､
特に防音工事をする-l層気密性が高-な-ますから､換気扇は是非取り付けたいものです｡

ふ曳
--1　　77_　=

(.T.　　+

●照明選びが鍵になる
日加逆はグルメブームもあって､デパー-の

地卜の食‖…売場は'どこも見嘩えるようにきれいになりました｡世界外川からの食料‖…を災め'‖州数が慧富で多彩なことには日を奪われます｡犬昧しそうにディスプレーされたショーケースを‥ +;::3思して見ると'日蝕灯やダイタロハロゲンなどの演出性の高いランプを便1.て､食‖…を美味し-見せ'噌かみのある小外
囲気を目すよう､.七大しているのがわかります｡

.家川らんの場である食｡=iiの照明-'唆か
みのある日熟灯が過していますo蛍光灯は乍体を.様に明る-しますが'肉や刺身などの色が里…ずんで旦乙ますか･㌧食==iの照明には過Tではあ-ませんo H熱灯のコードペンダンーを食車卜六∵,+/IL､∵位に.Lけて､駐中的に照▲りすようにする-よいでしょうO

食卓7-ブルに対して､照盟か日.(のす-ガ

が人き過ぎLJり'小さ過ぎたりしてはいませんか｡ショールームなどで見た感じ-､尖際､わが家の食菅に卜けてみた場へ日では'人ささの感じが違うことがあ-ます｡‖iitLとして八　∵×九　代.の食==1テーブルでした･Jl.I;_作.:'∵1人　∵の筋目., 'が過Tです｡LlL稚･.

∵叫一の小さなペンダン-を`.灯～■
灯卜けるという〃法もあります｡
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A邸　インテリアデザイン一一

宮城由紀子･宮城デザイン

事務所　カメラ一一宮下信治

まLJ､仰…叩…船日.Cのデザィン-'ダ-ニンブ

テーブルのデザィンや色がちぐはぐな感じに

な･しないよう､-メ-ジ的に純.感のあるものを選びましょ-Q

＼一

S邸　設計一宮城デザイン事務所/カメラ二S S東京

･ntlに…鮎緑㌘い
かつてのム=所は､日のTIJ･しない豪の片す

みに配耶されてt Eiなる作業の場でしかな- '朋判=. IcJ日.ハが祢然と耶かれていて､人には見せ
･-Jれない場何でした｡

しかし､ここ卜叶位の糊に'住まいの中で

=脈も改良されLJのが'ム‖所といえるのではな
いでしょうか｡それは'家族像の変化や･.i加の地付の向卜もありますが'システムキッチンが_枕木から入ってきたこし　ム=所の設備機

州船の進少などがあるでしょう｡もはやム日柄は､
LJLJ幣に作業の場ではな- ､料理や寓を楽しみ､家族が.北=_ ･- Jうコ,,､ユニケ-ションの場でもあります｡機能的であると川畔に､居心地の良い場所でな-てはなりません｡

できれば明るい‖井しの:=･られる場所に､

ム=所を配箭したい･Jのです.プラン的に北側
にしか鮎箭できない場八日も'流し前の窓を人きくとるか､トップライト　(人窓)　をとる-閲放感のある'明るいム〓所になります｡･:'∬招㍑"ア胃を

キッチンのレイアウ-には平行刑h､L刊､

U刊などがありますが'それぞれのチェックボイン-を述べておきましょう｡金平行型
流しやガスコンロのある作業ム=-'食器類

を収納するキャビネットをヤ行して配箭するタイプです｡この場人目､作業ム=-収納キャビネッ-の問の間脳は九.=空～　言う付が過Tで､これ以卜広がる-'食…舶類の目し入れは'かえって使いに--なります｡作業ム=のkさは..Lrl代ノー.;　工.位までが･. ･例gFで'これに冷儲庫を川列させる-'　　言ノー六二ノ位にな-ます｡長過ぎる-'行った-

水たりの動線がk-なり､快いに--なります｡屠L型
U刷卜にするほど､幅が-れない場人目､L刊

にして･;刑卜にシンク'他んにガスレンジを配荊する-､動線は`.何形を描-ようになり､此線より3.-なります｡カウンター-ツブが地紋しますので'作業はしやすいで寸がt L刑･1の.辺は日加低上.　∵1..川　∵は必安です｡

･遇∪型

ム‖所のスペースを広--れればt U刑･ 1にキ
ッチンをレイアウ-することができます｡作菜の流れに沿って食‖…収納庫や冷戚仲'流し

ム‖'オーブンレンジをビル-インし､油紙し
たカウンター面をつ-るこ-ができます｡

カウンターの長さに-･LJべ､動線は3･'-て
すみ'使いやすいレイアウ--いえますrJ　さ

･LJにカウンターの延長卜に'食中ができるテ
ーブルや食事の支度以外のさまざまな家.li告する･卜如コーナーをつ-る-'さ･-Jに便利になります｡

これらキッチンレイアウトの形は､.船的

なタイプでしかなし　ム‖所の快いんや作業のやりん､キッチンスペースの人ささによって､
=収も倣いやすいレイアウ-を決めることが人

切です｡●システムキッチンを選ぶにあたって
新築や'改造を計両する畔は'ム‖所にシス

テムキッチンをとり入れることが人変多-なりました.輸入=Wが･ li:流だった､11初は､令紬的にも五JC.T.1日以･iはする‥=回微でし1Jので､庶出には高根の花でLLJが'終メーカーか･ら国作目州が1.3り出され'佃桁的にも手頃なものからh‖回級‖州まで､選択の帖が広がって､すっかり竹折に必…弟してきた感じです｡



N Kホームモデルハウス/インテリアデザイ

ン-宮城由紀子･宮下デザイン事務所/カメ

ラ-宮下信治

W邸/設計-宮城由紀子･

宮城デザイン事務所/カメ

ラ-センターフォト

システムキッチンの特徴としては､次のよ
うなことがあげられます｡

仙寸法の違うキャビネッ-を､スペースや

使用目的に応じて'組み合わせることができる｡

仏甲板であるカウンターはつぎ臼がなく'

1枚ものなので見た目にも美しく　ゴ,,,や汚れが入らず清掃がしやすい｡

㈱カウンターや扉の面相の仕上げや色は'

メラミン系'木製'塗装のものなど'好みと予算に合わせて自由に選択できる｡
仙収納キャビネット内部のアクセサリー類

が豊富にあり'入れるものに合わせて選ぶことができる｡

台所は造-付けキャビネッ-が大部分を占

めるわけですから､その仕上げや色をどうするかによって'その印象がまった-違ってきます｡

台所だけを単独に考えるのではな-他の部
屋のデザインや仕上げと関連して考える必要があ-ます｡-ビングがクラシックで重みのあるデザインなのに'台所が軽快でモダンな仕上げというのでは､統一感に欠けてバランスを失います｡

特に空間的に､ダイニングやリビングにつ

ながっている場合は､家具の色を合わせる必要があります｡･附配帥艮いものを慧
台所は家族構成や生活様式が変わったから

といって､簡単に改造するというわけにはいきません｡水道'ガス'電気が集まっている上､毎日欠かさず使う場所ですし､改造の場人目､何日間か使用不能になる不便さの上､台所一か所の小さな工事でも'人Jt事から電気'水道､ガス'タイル､左官'建具'サッシ'塗装'クロスと'卜種類以上の異なった職人さんが入ることにな-ます｡単価的にも高-なりますLt　工期も結構かかることになります｡

そのことから考えても'台所の設備は多少
無理をしても､良いものを選んでお-方が良いでしょう｡

最近の機器で目新しいもの-しては､調坤

機器にクッキングヒーター-呼ばれる屯気式のものが目立ってきたことです｡ガスにく･_Iべ､安全性に信頼がおけるこ-'空気を汚さず清潔で'操作がいたって簡単なこ-がメリットです｡

二〇〇は"用のクッキングヒーターなら火力

もガス-変わらず､天ぷらや中華料理にも適しています｡LJだし､ガスと比べ'光熱費が高い-いう欠点があ-ます.まLJ､クッキング-ツプ部分はカウンターを切-込んで入れるタイプと､本体をすえ置-タイプがありますが､カウンターが連続してつながっている方が､見た目もきれいです｡LL算があれば'食器洗い機も欲しいものです｡カウンター下にビル-インするタイプとカウンター上に置-コンパクー型とがあります｡

ビル-インタイプは幅六〇八/の人型タイプ
他に､最近は四五八ノの幅のタイプも出ており､小人数の家族や'スペースのとれない台所に向いています｡

奥行きが浅-'幅広の大型タイプの冷蔵樺
が発売されています｡冷蔵庫内部の奥のものの取り出しが容易なこと'まLJ､設置する場所の奥行きが十分とれない場合などは便利です｡

これらのビルーインタイプの機器は'他の
キャビネッーと同相をドアに貼ると'統一感があって良いでしょう｡

炊飯器やコーヒーメーカーなど､電気製=E

用のコン七ンーは卜分用意しましょう｡カウンター上､l五つ位の壁で'タイル割-に合った位置にします｡機器用のコンセン-は'アース付きや､二〇〇="の専糊コン七ン-が必要です｡

料坤の湯気や煙'臭いがこもらないように､

2



換気にはト分気をつけます.ム〓所川の換八八.朋には'外部に面する壁に此接取り付け'排災するプロペラファンと､ダク-を使って排:礼するシロッコファンや'ターボファンがあ-'地物の構造や取り付ける付帯によって選びます｡

プロペラファンは.1L建て住宅向きで'シ

ロッコファンやターボファンは気必･:性の‥‖回いマンションなどの笑〓住宅や'.L建て住宅でも'外凪の影響の強い-ころに向いていますoレンジフードのグ-スフィルターに'汚れが落ちやすぐ　如除のしやすいフッ素コーティング加tしたタイプもあ-ますo

福書6･ニ朋.･･､-,- ---････････････

A邸/インテリアデザイ

ン-宮城由糸己子･宮城デ

ザイン事務所/カメラ-

宮下信治

●寝室の仕上げ
磁室は一日の疲れをいやし､心身の休息を

とる部局ですから'柔らかな雰囲気で､-つろげるインテリアにLLJいものです.

什しげ材はかた- '冷たい感じのものよ-

クロスや壁紙などの柔らかい質感のもの､原色の刺激的な色よ-'中間色を使っLJ方が安らぎます.プライベ1-な場所ですから､r分の好みの色や柄を楽しむこ-も良いでしょ
'フ0

壁を無地にして'カーテンやベッドカバー

でアク七ン-をとる方法'あるいは'壁紙に柄を使い'カーテン'ベッドカバーを無地にして引き締めるというやり方もあります｡いずれにしても色は使い過ぎないよう､.色にとどめておきます｡･ -Lij寝室に必要な家具としてはベッド'ナイ-テーブルが･ '+なものですが､他に'イージーチェア-サイドテーブル'小型の冷蔵庫を組み込んだミニバーを入れ､夜の-ラックスLLJ時間をご夫如で楽しんではいかがでしょ
Lワo

●寝室の収納
寝室は就寝の部屋であると同時に､身支度

や着替えの場所でもありますから､収納はできるだけ多-とる必要があります｡

寝室に続いたウオークインクローゼッ-は､

洋服類をすべてハンガーパイプに卜げておけますから'見やす- 'しかも3:=ーし入れが簡単です｡
スーツケースやハンドバッグのLJめの棚や'

卜着頬を繋埋する小ダンスなどを入れて'スペースを効率よ-利用しLJいものですo

限られたスペースを1-0%利用するLJめには'
壁面いっぱいに収納家具を造-付けにする方法が有効です｡造り付け収納を既製品化したものがシステム家は(です.システム家目パとは'草本となるキャビネッ-を糸11み合わせて､建築的にでき卜がっているスペースに組み込んでいきます｡従来のタンスを並べるやり方ですとt h日向さや奥行きがデコボコして見苦しいものですが'システム家具は床から天井'壁から壁まで､同.素材でデザイン的の統上されLJものでできますから､スッキ--仕上がります｡

まLJt　必要に応じっぎ放しLJり'分解して

他の場所に設置することができますから､引っ越しや模様替えにも対応できます｡

システム家具には大き-分けてユニッ-〟
式と､パネル方式があ-ます.

ユニッ-方式というものは､寸法の異なる
キャビネッ-を積み重ねたり'並べたりして

ーつの人きな収納スペースをつ-ります｡で
き上がった空間に入れる場合'このタイプは人件や壁との間にはどうしてもすき間が出てきますLt　どちらか-いうと､置き家具の延長といえるタイプです｡

パネル方式は'規格化されLJ部材や扉を､
現場で組み立てるものです｡壁や天井とのすき間を埋める調整材があ-ますので､造-付け家具と同様にスッキ-と仕上がり'スペースも有効に使えます｡また､部屋の間什切り
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N Kホームモデルハウス/インテリアデザイン-宮

城由紀子･宮城デザイン事務所′カメラ-宮下信治
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-して使用し､両方の部梶から使うこ-もできます｡

洋服朋パイプ'引きHLt IIr釣棚'アミカ

ゴ､和服朋引き出し等'組み入れるパーツが幽古田にあり､コンセンーや照明器具の取-付けも吋能になります｡･王寝室やト供室など､収納スペースを卜分--たい部屋には'システム家什ハや造り付け収納をプランの最初の段階から設置する場所を計画に入れておきLJいものです｡●照明はソフトなものをi:相室の照明には､間接照明のようなソフーな光が向いています｡大井を照らすアッパータイプのブラケッ-が､色々と出ていますの

で'過甘ベッドサィドの壁などに取り付けます｡

補助的にダウンライトをい-つかつける場

i;'ベッドに横になった付置からまぶしい光
源が直接Hに入らないよう､配置します｡

本などを読むための手.化の照明は'スポッ

-タイプのスタンドで'明か-が広が･しないものがよいでしょう｡

常夜灯-してフッーライ-も考えたい-の

でヰo

照明のスイッチは'部峠の･<り〓-枕.化で

操作できるよう､｡蕗スイッチにします｡明るさを調光できるライトコン-ロールは､是非つけておきたい-のです｡

W邸/設計-宮城由紀子･宮城デザイン事務所/ノノカメラ-センターフォト

●年齢に合わせた部屋づくりを.｢供宴を考える時'人事なこ-は.十供の収長に対応できる､融通件のある空刷であり､まLJ.十供の創造力を伸ばすFlH tな空間であることです｡

√供室といっても'年齢によって考え方が
変わってきます0両親の管押下にある幼‖ル期～小…:TL佼低学年'遊び友達や仲間-のつながりができ',.#体性のでて-る小…:i穣‖回学年から小学牡の時期'人人としての意識や･-三体性を認識し始める高校から大…:Lr竹の時期｡それぞれの段階に応じてr供達が使いこなせる部LWでなければな-ません｡

幼児期には'独立した部屋であるよ-､親
の目が属-位置にあって'自由に遊べるプレールームとしての空間を広-とってやりましょう｡造り付け家具などで固定して考えず'将来の配置#=え､模様韓えができるようにしておきます｡

小学校高学年位になる-'兄弟でもfI三活パ
ターンが違ってきますから'独1.帆した部槌が必要でしょう.入部届-して使っていた部尾を独立した部届に分ける場合､システム家具を間仕切りにしますと'.州内面使いの収納を確

保できます.注意しなければならないことは'独L止した部描-して使えるよう'入り日ドアは'二か所つけてお-こし　部輔を什切った畔の照明やスイッチ､コン七ン-の位置'冷喝妨なども別々の部糧としてt H舶初から与えておきます｡

仁侠は人人と体型が違います｡狭い所や大
井の低い場所もうま-利川する-､仁侠にとっては変化のある魅力的な空間になります｡大井を‥‖回--つて'空間をトトに分けt Lのロフト部分にベッド､卜を遊びや勉強の部分という凪にt L机体的に使う-変化に･)==んLJ.ド供室になります｡川角い部屋にベッドと仇-いうより空間的に変化のある方がLL供に-つても､自分の部庵としての愛希がt=まれます｡

明るい日差しや'心地良い凪が入り､‖然
との触れ入日いを感じられる-いうことも､.㍗供にとっては人切なことでしょう0窓からの採光が期待できなければ'トップライ-をつけるなどして'日照をとり入れるト大をしたいものです｡テラスやバルコニーなど､外部とのつながりがもてる空間は､自然を身近に感じられる場叶であり'またt r供が八八ままに遊べる場としても使えます｡



N Kホームモデルハウス′/インテリ

アデザイン-宮城由紀子･宮城デザ

イン事務所　カメラ-宮下信治

A邸　インテリアデザイン-宮城由紀

子･宮城デザイン事務所/カメラ二宮

下信治

●子供室の仕上げ
什卜げ-しては汚しLJり'キ.犬をつけても

堪えられるもの'手入れのしやすい泉材であるこ-が必要です｡特に幼‖ル期の√伏宅では､r供に汚されることを懸念するより'汚しでも良いものを使い'円山にのびのび-遊べる部梶でありたいものです｡

床の真相-しては'.十供が肌で触れる部分

ですから'カーペッ-や木:門の休がよいでしょう.l九n),.′角のカーペッ-を敷きつめてい-タイルカーペッ-は､汚れたり､キ..T(をつけたりした場人目､その部分JLJけ交換できますから便利です｡.1色使いにLLJ-､パターンをつ-つたりして'ー伏宅らしい小分けHH机を目すのも楽しいでしょう｡
コルクタイルは､木より感触が柔らか-

収良性がありますので､転んだり'はねLJりの活発な動作の多いト供室の休には向いています｡i/1,し､鋭いものでのキ.犬や水気には弱い欠点があります｡

壁材としては貼-行えのできるビニールク

ロスや､簡単に塗り作えられるペンキ獲りがよいでしょうOポスターや好きな写具をピンアップし1Jり'ぬいぐるみやオモチヤなどいろいろなiのがにぎやかに入ってきます｡あっさりした明るい色のガが､合わせやすいといえます.赤やグリーン､ブルーといっLJ強い色をアクセントカラーにして引き締めます｡●子供室の家具は安全性を考慮したい●和室づくりは
形式的なことにこだわらないことt=溝様式の洋風化が進んだ昨今ですが､和

室のまった-ない住七というのは少ないといえます｡多様に仕える便利さ､kい時代を経て･:･化成されたシンプルで端tii;なつ-り､埠.トやタタ--いう〓然基材のもつ柔｡1かい室内など'和･:･].i:の良さはいろいろあり'簡叫に捨て上るこ-はできません｡

小…:.1ttの畔倣っていた椅rを'人…:･Lf:にな

るまで使うわけにはいきません｡ト供のスケールに作った家日.(で､できれば成長に従いt
h=回さを凋節できる家;.ハが望ましいといえます｡

追-付けより'必要に応じて場所を変えたりつぎ足したりできるタイプの家具が'変化に対応しやすいので便利です｡
表面はキ..T<や汚れに強いメラミン化粧板､

温かい感触の日本のもの'嘩-行えのき-碍装家具などが考えられます｡

特に幼児期の家什ハは､デザィンやディテー

ルが鋭角的で'シャープな形ではな- ､丸みのある什卜がりになっている家什ハを選ぶこ-も必要でしょう｡●照明は機能一点ぼりではだめLL供室は明る-ということで､大井此付けの蛍光灯を使う家庭が多いようですが'機能のみ優先の照明でよいものか'情緒や感性を
ム‖てる点か･_[･Jt　改めてー供室の照明を考え

る必要がありそうです｡

全体的照明としては､暖かみのある日熱灯
を使い'机の卜の部分照明には機能的なものを使います｡

ライティングダクーを人什につけて'スポ

ッ-ライ-杏.4㌧　三伯つけ'ポスターを照･-JLたり'机やベッドを照らすというん法もあります｡ライティングダク-は'ライトの位吊を日直に移動できますので便利です｡
●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●.んで､和･:七はつ-つたけれど'あまり仙

わないという講も　よ-耳にします｡住まいをぶ.仲する帖に'和辛の使われんや'付帯などを'よ-検討する必要がありそうです.また'あまり桁式ばっLJつ-りや､信組的なかたちにとらわれず､もっと‖両な形で和:Jtr=を考えてみても山いのではないでしょうか｡
日.=近の住七は'ドアや窓などの問日加の‥=回

さが､..‥小付が舵叶になっていますから'和



S邸′ノ/設計-宮城由紀子･宮城デ

ザイン研究所/カメラ-S S東京

賓の基本モジュールであるL/'問でそえて'窄=回をl･八㍍にしますく外観的に他の窓

;‖回と人目わないなどの矛盾が起こりますo

へけL

和室は兵壁で'長押をつけて'とこだわる

と'廊卜からの入り日も低-な-､他のドアと高さが人目わな-なったり-､困ることが出てきます｡形式的なこ-にあまりこだわらず'現代の建物にあった形で考えたんが'和宅を使いこなせるはずです｡

例えば'リビングのl角にタタ-敷きの部

分があれば､川･しんの場所が広がります｡オープンな形にして､必要に応じて什切れるよぅにしても良いでしょう｡この場人目'什卜げも和室風な什卜げでな- 'リビングの什卜げ

守り憎箪謂･-

6

●玄関
お客様を迎える場所である且問は､きちん

-軽押された明るい印象をLJ,えるようにしっらえましょう｡

柁間の採光が入るよう'窓や欄問をとりま
す｡且関ホールが吹き抜けになっている場へ日は'一癖部分の窓からでも結構光が入って-るものです｡

家族(h=:Hの履き物だけでも､かなりの収納

スペースが必要です｡履き物の他､傘､ゴルフバッグ'コ1-を収納できるキャビネツーを人什いっぱいに造り付ける-よいでしょう｡ただし､あまり広-ない且関の場人目は.]‖川さ九〇代症のサイドボード刑hの卜駄箱のガが'圧迫感があ-ません｡

照明は'あまり明る-する必要がありませ

んが､長閑に立った時､顔が影にならないような位置にします｡

殺風景な丘閲にならないよう､壁に絵を掛

けるとか､吊き物を苗いたり'化を活ける場所が欲しいものです｡こんな峠'スポットライーがあると'絵や吊き物が竹きてきます｡●廊下
廊卜'-りわけ申廊卜の場人目'帖は〃効iT

に人目わせて争えたガがしっ-りいきます.

タタミに座るわけですから'窓の腰の高さ

や飾り棚の高さは､座っLJ位置でh‖回すぎないように気をつけます｡●和室にふさわしい照明は
照明も低い位置にあったガが落ち着きます｡

和紙を使ったフロアランプや､行燈のようなタイプのフロアランプを使う-､柔らかい･f外川ハ爪が目せます｡大作からの照明が必要なら'和風ダウンライ-を大井に埋め込みます｡妹の問の置き物や掛軸を照らす場人目も'虫光灯ではな- ､スポットライ-やダウンライ-のんが'空間を浮き卜がらせる溝川効果があります｡

■;ll

二　ノ憲=　ー　千=二.

はで九〇代/～　1..jH′はぜひ-りたいものです｡

狭い廊卜では人の通行や物の持ち運びの際､
蟹に触れて汚したり'キ..h'をつけますLt廊卜の狭い家は他の部砧がい-･l･広-てらt tゆとりを感じられない家になってしまいます｡廊卜の帖に余桁があれば'.厩の廊卜や隅段宅に'腰高の高さに文庫本を収納する薄い本棚を造-付ける-いうこ-･J考えられます｡●階段

ふ関と肝段宅がl緒になっている場人目は､

隅段の手捕りのデザィンが且問ホールでの人きなポィンーになります｡建物(ii:体のィメージに(;わせてデザインしなければなりませんが､既製=…で'手捕りと段板がセットになっていて'好みの色に塗装できるものもあります｡●照明はどんなものがよいか
隅段ホールの照明は'コードペンダントや

シャンデリアタイプの…砧El(を人汁から.Lげる場人目が多いのですが'.?球の交換や器;.ハの清肘など-考慮して､;=回さを決めるよう注点することも必安です｡

廊卜にはダウンライトを牧か巧　明るすぎ



W邸///謂十-宮城由紀子･宮城デザイン

事務所/カメラ-センターフォト

ないようにします｡他に常夜灯として､フットライーをつけてお-と'スイッチの付帯が多少､離れていても.<促を卜分カバーできます｡

フッーライトは隅段革にもある-便利ですo
●他室と統一をとりたい仕上げ材

よ関､階段ホール'廊卜の什上げは､明る

い感じで'手入れのしやすい材質を選びます｡
『ノ嘉㌫韓二榊章軍/千㌦諏

●浴室
熱いお湯に入り､.日の緊張感を解放する

ハ八分は何とも･.･･=えず'心身のリフレッシュの
ためにも入浴は毎日欠かせません｡浴室は明るく　ゆったり-LLJスペースで'できれば窓は人き-とり､緑を眺められるようにしたいものです｡

ナチュラルフードや'体力作り-いった健
康志向は'欧米の方がはるかに進んでいますが'特に'最近のアメ-カの住宅を兄ますと'寝宅部分のスペースを狭-しても'バスルームをゆった-と'デラックスにするという傾向にあ-ます｡六Hltから十畳ほどのスペースを-り､人型のジエツ-バス'ゆっLJりしたドレッシングルーム'トップライ-や人きな窓を--'自然の光が気持ち良-入り込むようになっています｡床にはカーペットが敷き込んであったり'まるで-ビングルームのようですが'日本の浴字のように､洗い場を倣わないため､日出に梱件的なつ-りのバスルームにできるのでしょう｡

日本でも'ジェットバス'または'バィブラ

バスと呼ばれる気泡によるマッサージ効果をとり入れた浴槽が､芥メーカ-から発売されています｡帖外に機能部を設訂=するタイプがありますが'いずれも配管卜やや.屯気41中が必安です｡

給湯の設備-してはガス､･3八八'石油が･.i
なものですが'佃別式より'云日の給湯機などに給湯する､セン-ラル給湯が甥ましいで

床をフロー-ング張-にするケースが多く

なっていますがt l`肝の騒芹を気にするなら'
..肺廊卜はカーぺッ-敷き込みが･qいでしょ

う｡この場人目､階段は同様にカーペッ-敷き込みにします｡

壁や休の什卜げは､-ビングやダイニング

と同じもののガが､空間のつながりがあって広が-が感じられますo

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

po>-

しょう｡いずれも'コンパクー化､薄型化が進んでおり'ム‖所のコントローラーから浴槽のお湯はりや'さし湯ができる-いう便利なものもあ-ます｡

浴宅の什卜げのタイルも輸人目…'国産‖仰共'

カラフルで美しいものが'た-さん出ています｡バスタブの色-コーディネートして選びましょう0

人浴をただ単に'身体を清潔にするLJめの
毎日の習慣として-らえるだけでな- ､健康や美容を兼ねたもの-して'ジエツ-バスやサウナ'あるいは'アスレチック器具をおいてのシェイプアップのスペースなどで､水まわりを-とのえ'バスタイムを楽しむーゆ-りが欲しいものです｡●洗面所

洗_巾所は浴･:･令に続いてあり'洗面と同時に

脱衣を米川する部帖です｡また'洗濯機や乾燥機を芦いてユーティ-ティー-して使う場
人目もあるでしょう｡洗面だけでなく　化粧小.jr=として使うこともあり'化粧‖…'歯ブラシ'タオル'シャンプーや右けん-いった'こまごまLLJものの収納が必要です｡

洗面所を快適に使うには'こういったもの

のきめ細かい収納がボインーになります｡

脱衣場を兼ねる場人目には､脱衣した衣紙を

入れるワゴン式の脱衣カゴをカウンタートにつ-り､出し入れができると便利です｡ドアの･ +:炎側などにガウンを掛けるフックも欲しいものです｡家族行々の荷作え川の卜弟を分け

7



S邸　設計　宮城由紀子･宮城デザイン事務所　カメラ　SS東京

NKホームモデルハウス　インテリ

アデザイン　宮城由紀子･宮城テサ

イン事務所　カメラ　宮下信治

A邸　インテリアデザイン　宮城由紀

子･宮城テサイン事務所　カメラ　宮

下信治

入れ･㌧れる引きHLt　タオル類を収納する棚も必安です⊃
ユーティリティーを兼ねる場合'托榔機､

乾燦機は折り.Lなつけてか-れるようにしたんがr<ソキ-しまで｡洗抑物をたたんLJりア-ロン刷りをするカウンターがあると便利です｡

化製‖州い洗面化桝ム=には､洗両州砧の紺み込

まれLJキャビネッ-を釧み人目わせ､現場寸法に(;わせた長さのカウンターをのせるシh'tTム化粧ム日がありますo

シh'ラム化粧ム=です-'カウンターりっぎ
日がなぐ.枚で什卜がりますか･㌧　仙いや千-hr･Tキリします｡北面仰山のク-ブ､色'小作令〓lハは叫みに合わせて選べますLt　コマゴr,した収納に刈応できるアクセサリーが選べるいも班別です｡

･ンステムキッチン川根'扉の両日はデザィ
ンや色が多抑類あり､畔‖卜.5ナや術牛陶仙かに合わせて'-ークルにま-める二-カてきます〔■

北.15.5-り純は､畢仙い(はいに大きく(〓

たんが伽輔が広-見えまiIT化桝圭として仙う場合'`■一両純があると便利です

照明は､錆に=日.TL3-2､両.15か･J-光が-る

ように此i･附しますー…出光灯は､久刊?帆.甘美--見せませんr　;熱灯り､ン-リングラ-トやダウンラ-トを人川に(日､帥仙的にブラケットを岬Ll(けま†　浴圭JJ北面叫が抹触する場合'=卜日は両〃りT<へ-スを--クルに*.1えますり　浴槽と北面:;fなどり紬牛陶州rE?色か,へ〓わせ'ク-ルり色と北仙所りf･の色は旧姓したもりでま-めます

タオル川日や小作余日､収納末日ハのドアツ

r二･,など･J.デザ-ン的に純.感をもたせます､.iIH-八<わやタオルとい(た小物柑1.コーディネートされたものを選びます●便所
水枕便叫や汗凪他州ぶりS=収と=:に'〝御小川ハ

こ呼ばれていた-メ- '･[tLJ比べ､桁投に進歩

しましたが､.;に何回か仙川する場川であり'より棒過な空川にしたいものですo

他州加は､:I.ft岨便川rE.和風便州{=-ありますが､

拙煉仁'栴竹卜'また'面梯的に〃効な古…で-､:I.ft岨便州;Eが･L/いでしょうO　ウォシュレット付"Jや唆り仙座付きのものです-'なお快適です｡

広さはできるLJけゆったりと-りたい-の

です｡他.-･~かい他に､ti洗い州iSをつけ､トイレットペーパー'竹理日日州､清掃川日.ハ等を収納できる場叫-確保したいものです｡

ドアは内問さが.iS則ですが'奥〓さが収れ

ない場4日は'外川さにしますo小で人が倒れるなどの巾故があっ1J場4日､ドアが捌け･J ･わら-なるのを仙ぐためです｡

豪族川の便叫を.肝-..断に化<:Ht　水客の

多い豪庭はこの他に水客川の便叫が放しいもりですC便;_加の他にt f拭い:Lifを岬め‥<lLtLJ巡り付けのカウンター､錆があると化粧LI_しに仕えますrJ･i<り目し日はフロー-ンブ触り''ビニール莱?クリ,ンヨンフロア､まLJは'タイルなどが与え･-.れます｡■　きれいな甥机を拙い'タオルや小物の色をアクセントにしたり'小さな
-.Itf=絵をかけるなどして､気持ちよ-仙えるよ

うにしますC

川肘lE什七や'名人家族-のHI=が州えて

います｡老人･:1'=には隣接した水まわりを与えLJいもりです.浴室､北面′叶.便Irを]･=めた
T<ヘIr(むつ-る3.か理州心ですが'それが無

理な･Jr　他所LJHで-フラン山中｢. ∴<れます■

老人ハム=から･肌用､;･<りができるようにレ

-アウトし､･fO投jiT.か,ち-し　拘り､バ-杏=･に取り付けるなどり配収をしまLLi.つ

唆りはぜひ欲しいJのです｡it畷叫がベr(

-で千か､小利･山パネル刑卜り放熱器でJまいてLLt･つ｡



床暖房で実現した快適インテリア

J.　-･･I･-_　　　_　　　　r.卜

住まいの中心部で'家族全員が集う部屋で

す｡従来の応接間が豪族に開放されてリビングやダイニングの用途を持つようになっLJこの空間が'今や住まいの顔となっています｡吟味された調度品､皆で楽しむ草花や植物'まLJt　1家の人気者の小鳥などのペット　そのすべてに床暖房(オートバスラーシステム
とこだ人

の常岐)　は最適です｡
ダイニングで大切なことは､食物が乾燥し

ないことです｡皮をむいた果物や刺身などの

鮮度の必要なものも'温風暖房に比べて床暖房の場合'驚-ほど新鮮に保てます｡

か.､は人

空気を擬拝しないことは'清潔な環境で食
事をするのに大事なことです｡さらに'頗寒足熱の空気分布のため､食物の臭いもこもりません｡

居間･食堂･台所をワンルームにまとめLJ

大空間で'ホームパーティーを催したときもタバコの煙'人いきれに気を使うこともな- ､お客様との楽しい箪らいに専念できますo

青森県-六郎凸邸/設計-合坂設計事務所℡
01 78 (45)7365 /施工-野崎工務店℡01 78 (96)

5366/床暖房施工-田中住設センター℡0178

(44)2335

愛媛県-二宮邸/設計-玉乃井公和建築事務

所℡0899(73)8950 ′/施工=一宮工務店℡0893

(54)021 1床暖房施工-いよや陶器店℡0893

(24)2541



j･,.I:引,.Il'･

岡山県-田中邸/設計･施工-かやの

建設℡0862 (54)9091 /床暖房施工=佐

山住器℡0862 (64)2227

〔居間･食堂)と床暖房

東京都=伊藤邸/設計･施工=三井ホーム℡
03(348)3131/床暖房施工=音士プラント･ア

ルコ℡03(372)3150

広島県-千葉邸/設計･施工-テラハウジング℡

0849(63)3510/床暖房施工-サンワ設備℡08477

(2)2210

､･声:こ



it.､‥　　　　　上

I-;′払弧.IPP

-ITV-lV　二遭-

JJR･17LP.l　巌意義欄■鴨　･欄駄＼･＼ W l糟耶

神奈川県-沖津邸′設計･施工-住友林業℡
03(349)7551 /床暖房施工=マルサン紙業℡05

57(47)3890

21

千葉県-野上邸　設計･施工=日本電建℡04

72(24)8日　床暖房施工-下総石油℡0476(9

6)1701



東京都- M邸/設計･施工=日本ホームズ℡03(479)

70 1 I /床暖房施工-富士技研工業℡0424 (82)6249

青森県-六郎田邸/設計-合坂

設計事務所℡01 78(45)7365/施

工-野崎工務店℡01 78(96)5366

/床暖房施工-田中住設センタ
ー℡01 78(44)2335



(居間･食堂)と床暖房

長崎県=池田郎/設計
-鴨川建築設計室℡09

58(49) I l52/施工-清

水建設℡0958(22)4 1 88

//床暖房施工=明治興

産℡0958 (23)4664

長崎県= K邸′/床暖房

施工=諌早水管工業℡
0957(22) 1271

東京都- K邸/設計･施工-住友林業℡03(7

70)631 I/床暖房施工-貴商℡0482(82)4689

神奈川県-兵藤邸′/設計･施工-積水ハウス

℡045(32り280レ/床暖房施工-富士プラント
･アルコ℡03(372)3150



(居間l/漠撃I　)野墜樗

神奈川県-若林邸′′設計･施
工-ジー工ルホーム℡048(86

2)4148/床暖房施工-ミツワ

電気℡0425 (81 ) 7235

東京都-佐藤邸　設計･施工
-住友林業℡03(41 1)69日/床

暖房施工-ハラグ住研サービ
ス℡03(324)3541



東京都-瀬尾那/設計･施工=大成パルゼット関東℡03(5

6り5388 /床暖房施工-ハラグ住研サービス℡03(324)354】

百森県-遠藤郎/設計･施工-蹴揚工務店℡01 76(55)4597
ノ床暖房施工=遠藤商店℡0178(28)7】22

広島県-西本郎ノ/設計･施工=ダイキョー住建℡082(823)

7533./床暖房施工-東洋管工事℡082(289)3622

25

()



東京都-熊田即　設計･施

工-ミサワホームエンジニ

アリンク即3(331)3321床

暖房施工-富士フラント･

アルコ℡03(372)3150

富山県-松下邸　設計･施

工-オタケホーム℡0764(9

3)rr55　床暖房施工-山本

与八商店℡0776(22) 1263

東京都-福EB郎　設計-有里建築設計事務所

℡0473(26)6880　施工-馬場工務店℡03(945)

3711床暖房施工-貴商℡0482(82)4689

2

l �5H5�-8-ﾂ�*ｶ俑映�ﾒﾒ�ﾙ=I?�ﾘ耳耳耳vBﾘ耳璽���b�′′ ∫ ik:■.. ≡ー1 I �� ��

卜 �� 

- 劍+��

i＼卜 

I+f 

神奈川県-岩本邸　設計･施工-三井ホーム
℡045(319)引30//床暖房施工-富士プラント

･アJL'コ℡03(372)3J50



(居間･食堂)と床暖房

香川県-千原郎　設計･施工
-香川ナショナル住宅℡0877

(23)3511床暖房施工-尾原

商店℡0878(98)5616

愛知県-黒木郎/設計･施工
-住友林業℡052(962) 191 1

床暖房施工-高橋物商℡052 (5

24) 0726

東京都-福田郎/設計-有

里建築設計事務所℡0473 (2

6)6880 /施工-馬場工務店

℡03(945)371 1床暖房施工

-貴商℡0482(82) 4689

■■■■』』_
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長野県=戸塚邸　設計-武井一級建築士事務

所℡0266(23) l 100　施工-加藤建築℡0266(2

2)5381床暖房施工-ソーラーシステム販売

℡0266(4I )4321



神奈川県-斉藤邸/設計=アピタ℡03(489)3320/施工-池田建

設℡0427(26) 1924/床暖房施工=神奈中工業℡0463(3I) 1821

I J　　心

埼玉県=F都/設計･施工-アペックス･ウ

ォールテン/床暖房施工-山一冷凍設備℡05

52 (4り3308

広島県-相良邸/設計-共和設計事務所℡08

48(63)8381/施工-山陽建設℡0848(62)2日l

/床暖房施工-西条設備℡0824 (22) 2559



-■

(居間･食堂)と床暖房

神奈川県-藤岡邸/設計
･施工-三井農林℡03(2

61)3日/床暖房施工-神

奈中工業℡0463(3り1821

東京都-木内郎/設計･

施工-日本グローバルハ

ウス℡03(478)5917/床嘆

房施工-富士プラント･

アルコ℡03(372)3150

｣lF..桓hl田iJPt

秋田県-設楽邸./設計･施工=高田住宅工業℡0185(7

6)3493/床暖房施工=平川木材売場℡0185(52)3134

29

愛媛県=町田邸　設計-ライフスペース建築事務所℡08

99(33)1716 /施工=共立建設･四国支店℡0899(43)0815

//床暖房施工-有葵商菩℡0899 (25) 3230
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兵庫県- S邸/設計･施工-戎工　　神奈川県-小堀邸/設計･施工-菊池建設℡

務店℡0797(89)6271/床暖房施工　　0466(27)531 1/床暖房施工-ミツワ電器℡04
-宝商事℡0792(98)2681　　　　　25(8り7235

神奈川県=斉藤邸/設計-アピタ℡03(489)3

320/施工-池田建設℡0427 (26) 1 924/床暖房

施工-神奈中工業℡0463(31) I821

滋賀県-元井部/設計･施工-ワシントンホーム℡075

(672)3r45 /床暖房施工-マルヤス電気忠0748(62)J347

宮崎県-安倍邸/設計-田建築設計事務所℡0985(29)51

78/施工･床暖房施工-大島建設℡0985(48) 1230



愛媛県-小山邸/設計･施工-大川工務店℡

神奈川県-進邸/設計･施工-丸

増℡0422 (44)8日/床暖房施工-

神奈中工業℡0463(3り1821

(居間･食堂)と床暖房

栃不県-池田邸/設計･施工=栃木セキスイ
0899(31)F772/床暖房施工-清水建材店･松　ハイム℡0286(53)5400/床暖房施工-オノサ

山支店℡0899(22) I J61　　　　　　　　キリヒンクサーヒス℡0282(86)0894

32



33

北海道-神守邸/設計･施工-北海建工℡Ol

l(5I2)1010/床暖房施工-富士プラント･ア

ルコ℡OII(221)337I

大分県-徳永邸/設計･施工-田坂建築℡08

975(6)0277/床暖房施工-巴田建材店℡0978

6(8)II81

大阪府-益田邸/設計･施工-旭化成ホーム
ズ℡06(347)4日I /床暖房施工-小林住設℡

0794(24)5128

1 )

山口県-M邸/設計
-アオキ総合設計℡

045(252)2224/施工

-中村鉄工所℡0838

2(2)5423/床暖房施

工-極東ガス燃料℡

08382(5)3600

長野県-宮本邸/富貴

計･施工･床暖房施
工-三和建設℡0267

(42)3312



青森県-武田邸/設計･施工-イシトヤホー

ム℡01 72(37)2424/床暖房施工-三橋興業℡

OJ77(39)827I

新潟県-横山邸/設計･施工-′度辺建築℡02

54(62)2187/床暖房施工-ウチト興産℡0256

(35) 1200



壁)と床暖房

東京都-川村邸/設計･施工-大

和ハウス工業℡0473(45)51 I 1/床

噴房施工-ハラタ住研サーヒス℡

03(324)3541

熊本県=松本邸/設計=山本建築
士事務所℡0966 (63) I 565/施工-

白鳥舎℡0966 (63)2807/床暖房施

工-久木田建材総合センター℡09

66(63) l l55

35



L

神奈川県-久保邸/設
計･施工-東日本ハウ

ス℡045(314) 1581 /戻

暖房施工=富士プラン

ト･アルコ℡03(372)3

150

)と床暖

居
島根県-堀越邸/設計･施工-国分インテリ
ヤデザイン/床暖房施工-金剛ホーム設備℡

08562(3) 1230

東京都-今井邸/設計･施工-穣水ハウス℡03(348)　千葉県-小沢邸/設計･施工-西武不動産℡0473(35)

4J76/床暖房施工-山-冷凍設備℡0552(4J )3308　　7755/床暖房施工-アイコー熱研工業℡03(897)9341

36



神奈川県-速水邸/設計･施工-三井ホームサービス℡044(98

8)8431 /床暖房施工-東京オートバスラー販売℡03(348)4375
宮城県-佐藤邸　設計･施工-松崎建設℡0224(33)2703

/床暖房施工-小松物産家具センター℡0224(33)ZJ20



石川県-打本邸/設計-コジマ環境設計一級建築士事務所℡07617(3)3088./施工-熊坂木

材℡076J7(3)2831 /床嘆房施工-河崎風呂店℡0762(3I)38I8 ･加賀営繕℡076I7(2)0444

･llJ"･ _

新潟県-小玉邸/設計-アトリエポスト℡025(267)66

8レ′施工-伊藤建設℡025(266)480l /床暖房施工-パ

スラー新潟℡025(287)2060

神奈川県-赤田邸/設計･施工-三和ホーム℡045(31

4)6045/床暖房施工-富士プラント･アルコ℡03(372)

3150

神奈川県-M邸/設計･施工-野村ホーム℡　埼玉県-林邸/設計･施工-フロンヴィルホ

045(662)651 1 /床暖房施工-嘗士プラント･　-ムズ℡045(664)3061 /床暖房施工-貴商℡

アルコ℡03(372)3 1 50　　　　　　　　　　　　0482(82)4689

38



東京都-木内邸/設計･施工-日本グローハ
ルハウス℡03(478)5引7 /床暖房施工-富士プ

ラント･アルコ℡03(372)3150

岳1-等一一一Ri撃邑王!



岐阜県-日比野郎/設計-節

谷建築設計室℡0572( 22) 0023

/施工-西村木材℡0572(57)

3125/床暖房施工-サカエ工

業℡0572(23)58J9

L居間･fLUu)

東京都-岡部邸　設計･施工-ミサワホ-ム城北℡03(981)7181

床暖房施工-富士フラント･アルコ℡03(372)3150

､=三三立　てここ_ ー竃
一･･･二二二

神奈川県-進邸/設計･施工-丸増℡0422(44)8日/床暖房施
工-神奈中工業℡0463(31 ) 1821

東京都=中山邸//設計･施工-旭化成工業℡03(344)701 1 /床暖房施工=ハラ

グ住研サ-ビス℡03(324)354J

北海道-河野邸/設計･施
工-土屋建設/床暖房施工
-野田ボイラー℡OJ36(22)

1 264

山口県-永山邸　設計･施

工-大和ハウス工業℡0834

(31)IJ9J　床暖房施工-秤

光℡0834(3I) I J59



神奈川県-岩本邸/設計･施工-三井ホーム℡045(319)5130/床暖房施

工-富士プラント･アルコ℡03(372)3150

床暖一家し実現した快適インテリア

台所に求められる機能は清潔で'作業がし
やすく　安全なことです.まLJ.限られLJスペースをできるだけ有効に利用するLJめには､暖房機などに場所をとられるのも困ります｡例えば､埋め込み式のものであっても､吹き出し口や吸い込み口の周囲には物が置けないというスペース利用の制約を受けます｡

仮にスペース的に解決できLJとしても'空
気だけを暖める暖房では､換気扇をまわす機会が多い台所では'そのLJびに暖かさが逃げてしまいます｡と-に台所の床は冷LJ-な- ､物がこぼれても汚れないような素材で什上げたいものです｡

.I.I,lL.'<

床暖l屠(満暖)はこのような台所の特性に

も完全に対応します｡オープンタイプの台所が増えてきた昨今では'台所にもインテリア性が求められる時代になってきました｡スッキリとまとめられた機能的な空間は'お客さんにも自慢です｡主婦にとって一番の悩みだった足元が冷える台所とはおわかれですo

神奈川県-吉田郎/設計･施工
-野村不動産℡03(486)068 I /床

暖房施工-フロアーヒ-テイン

グ℡03(897)820 1

4



神奈川県-若林郎/設計･施工=ジーエルホーム℡048(8

東京都-M邸/設計･施工-日本ホームズ℡

03(479)70 1 1 /床暖房施工-富士技研工業℡04

24(82)6249

神奈川県-久保臥設計･施工-東日本ハウ
ス℡045(314)158l '床暖房施工-富士プラン

ト･アルコ℡03(372)3150
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神奈川県- N郎　設計･施工-宇部興産℡0466(2

2)7322/床暖房施工-神奈中工業℡･0463(3I) I821

長崎県-A邸/設計･施工=谷川建

設℡0958(48)358J /床暖房施工-旭

興産℡092(47り8687

東京都-木内邸′/設計･施工-日本グローハ

ルハウス℡03(478)5917′/′床暖房施工-富士プ

ラント･アルコ℡03(372)3150

埼玉県=坂田邸/設計･施工=積水ハウス℡

0486(43)35J5//床暖房施工-黒沢バーナー℡

0486(5り4126

45



刑　と床暖房

愛知県-黒木邸/設計･施工=住友林

業℡052(962) 191 1/床暖房施工-高橋

物商℡052(524)0726

神奈川県- Y邸/設計･施工-北　　滋賀県-元井邸/設計･施工-り

島工務店℡044(954) H l/床暖房　　シントンホーム℡075(672)3145/

施工-ハラグ住研サービス℡03( 3　床暖房施工-マルヤス電気℡0748

24)3541 (62) 1347

東京都-金丸郎//設計･施工-丸増℡0425(2　　東京都-山崎邸/設計･施工-木下工務店℡0425

神奈川県=中西部/設計･施工-三井ホームサービス℡045(319)　7) m8//床暖房施工-山一冷凍設備℡0552(4　(26)354し/床暖房施工=山一冷凍設備℡0552(4り

514I/床暖房施工-富士プラント･アルコ℡03(372)3150　　　I)3308 3308

γ　ここ

46



千葉県-比良田邸/設計･施工-染谷商事℡

0487 (46) 2002/床暖房施工-須鎌電気工事℡

0480(22)3450

埼玉県-林部/設計･施工=大成パルゼット

関東℡03(56り5388/床暖房施工-貴商0482 (8

2) 4689

｣

47

山形県-久保田邸
/設計･施工･床

噴房施工-ウンノ
ハウス℡0236(23)

53ll
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愛知県-黒木邸//設計･施工-住友林業℡052

(962) 191 1/床暖房施工=高橋物商℡052(524)

0726

iiJ-.i

一■■l　二

東京都-伊藤邸　設計･施工-三井ホーム℡

03(348)3131/床暖房施工-富士プラント･ア

ルコ03(372)3150

49

宮崎県-安倍邸/設計-田建築設計事務所℡
0985(29)5178/施工･床暖房施工-大島建設

℡0985(48) 1230

千葉県=森川邸/設計･施工-旭化成工業℡
0472(24)861 I/床暖房施工=貴商℡0482(82)

4689

･.邦語



tL一二一

鹿児島県-畑野郎//設計-田代建築設計事務

所℡0993(72) 1 566/施工-上木原建設℡0993

(72) J 840/床暖房施工-近世空調設備℡0992

(53) 9490

埼玉県=林部/設計･施工=フロンヴィルホ
ームズ℡045(664)3061 /床暖房施工=貴商℡

0482(82)4689

50

■
京都府- T邸/設計･施工-大和
ハウス工業℡0742(34)30日/床暖

房施工-小林住設℡0794(24) 5 A 28



(台所)と床暖房

青森県=中村邸/設計-高村建築事務所℡01
76(53)6273/施工-千葉建築℡0176(52)448I

/床暖房施工-高橋℡0176(53)引75

東京都-今井邸/設計･施工-積水ハウス℡03(34　　青森県=平山邸/設計-サトウ建築設計事務所℡0172(94)8959/施

I

-一一-三国も



88(64)2 1 0 I /床暖房施工-貴商℡0482(82)4689

施工-日本ホームズ℡03(479)東京都-島村邸/設計
701 1/床暖房施工-ハラタ憧研サービス℡03(324)3541

愛知県-吉川邸/設計-浅井佳彦設計事務所℡052(93

2)3186/施工-仲代建設℡052(794) 1221/床暖房施工

=高橋物商℡052(524)0726

(台所)と床健房



床暖房で実現した快適ノシテリア

日の約三分の一は睡眠時間です｡床暖房

.U二LJ人
(常噴)はぐっすり-心地良い眠-をさそう押

想的な暖房です｡
床暖房は部局を暖めすぎることもな- ､空

気を乾燥させるこ-もな- ､また､音を発牲させることもな-静かで'さらに'低温ヤケドやガス漏れといった位険性もな-安全そのものです｡
こうした優れLJ環境の中で'安心して熟睡

できる快適睡眠は'明口への活力を養います｡

･ I.jiこく

G_貰芸遥㌢

- ､ ■-　■
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長野県- M郎/富貴計-土谷紀設計事務所℡03(316)8101 /施工-校本

岡谷組℡0263(32)8855/床暖房施工-信光石油℡0263(47)2323

東京都-熊田郎/設計･施工-ミサワホームエンジニアリンク℡03

(33り332レ/床暖房施工-富士プラント･アルコ℡■03(372)3150
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佐賀県-脇山都/設計-宮口建築設計事務所℡0955(77)2302/施工
-宮口工務店℡0955(64)3047/床暖房施工-高田電機℡0955(74)43

Il

(窒王)と床暖房

神奈川県-Y邸/設計･施工-北島工務店℡044(954)日日　床暖房

施工-ハラグ住研サービス℡03(324)3541
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神奈川県-若林邸/設計･施工-ジーエルホーム℡048(862)4148/

床暖房施工-ミツワ電気℡0425(8り7235

55

群馬県-中島邸/設計･施工=高

平建築℡0279(23)6733/床暖房施

工-高橋商会℡0270(24)9890

7/

東京都-佐藤邸/設計･施工-住

友林業℡03(41 1)691 1/床暖房施工

-ハラダ住研サービス℡03(324)3

541

青森県=六郎田邸/設計-合坂設
計事務所℡0178(45)7365/施工-

野崎工務店℡0178(96)5366/床暖

房施工-田中住設センター℡0178

(44)2335



)と床暖房

京都府-T部./設計･施工-大和ハウス工

業℡0742(34)30日/床暖房施工/小林住設

℡0794(24)引28

56



青森県-中村邸/設計-高村建築

事務所℡0】 76(53)6273/施工-千

葉建築℡0176(52)4481 /床暖房施

工-高橋℡0176(53)4175

東京都-有川邸/設計･施工ニス

ギヤマミサワホーム℡03(478)353

5/床暖房施工-ハラグ住研サービ

ス℡03(324)3541

長崎県-池田郎/設計-鴨川建築

設計室℡0958(49) =52/施工-清

水建設℡0958(22)4188/床暖房施

工-明治興産℡0958(23) 4664

57

北海道-辻邸/設計-アトリエ∪℡

0日(55り8150/施工-富川工務店℡

0日(727)3205/床暖房施工-富士フ

ラント.アルコ℡0日(22I)3371

東京都-中村邸/設計･施工-旭

化成工業℡03(344)70日/床暖房施

工-ミツワ電気℡0425(84)3797



(寝室)と床暖房

愛媛県-町田邸/設計
-ライフスペース建築

事務所℡0899(33) 17I6

/施工-共立建設･四

国支店℡0899(43)0815

/床暖房施工-有事商

脊℡0899(25)3230

甥岩笠:歪芸冨霊工空
もウンノハウス℡0236(2

富山県-松下邸/設計･施工-オタ'J>ホーム℡0764(9

58



東京都-宮崎邸/設計･施工-木下工務店℡
03(366)3231/床暖房施工-ハラダ住研サービ

ス℡03(324)354 1

埼玉県-林部/設計･施工-大成パルゼット

関東℡03(56日5388/床暖房施工-貴商℡0482

(82)4689

神奈川県-藤岡邸/設
計･施工-三井A林℡

03(26り3日l/床暖房施

工-神奈中工業℡0463

(3I)1821

59

神奈川県-小堀邸/設
計･施工-菊池建設℡･

0466(27)531 1/床暖房

施工-ミツワ電器℡04

25(8り7235

鹿児島県-近間邸/読
計-CUBIX ℡092(741 )

3938/施工=ハウジン

グ新建℡0992(43)8 1 48

/床暖房施工-大口カ

ス℡09952(2) 1352



秋田県-設楽邸//設計･施工
=高田住宅工業℡0185(76)34

93/床暖房施工-平川木材売

場℡OI85(52)3L34

東京都-長崎邸/施工=山崎工

務店℡03 (884) 2862/床暖房施工

-貴商℡0482(82)4689

l
､〉一一二I'- 1

)と床暖房

t=-　~-~~~▼　'

千葉県=森川邸/設計･施工-旭化成工業℡04
72(24)861 1/床暖房施工-貴商℡M82(82)4689

一　一一一一･･■--

r･了　　摩二滴
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床暖房で実現した快適インテリア

≡≡≡≡1

神奈川県-M邸　設計･

施工-野村ホーム℡04

5(662)6511床暖房施

工-富士プラント･ア

ルコ℡03(372)3150

受験勉強に没頭する.｢供さんや.:塗‖心力の

ない幼児が使関する.十供室は'安全を第｣に考えLJいものです.火災やガス巾轟'火の気によるヤケド､機諒の存在によるケガなどは絶対にあってはな-ません｡

また'健康向でも配慮が必要です｡汚れた
き丸や建材から出るホコ-などは'ぜん息には禁物ですoまた､室温を上げた状態になれ

てしまうと､-供は抵抗力を失い'風邪をひきやす-な-ます｡

i-こLJ人

床暖▲塀(常暖)は室内に火の気がな-･.Vt(令
で､しかし娘寒比熱の快適な勉強環境をつくります.低.温水式なので室内空気を乾燥させることもなし過執tないので低温ヤケドの心配もあ-ません.そのLJめ､健康的で舵抗力のある十供がムロちます｡

東京都-今井邸/設計･施工-棟水ハウス℡

03(348)4176 /床暖房施工=山一冷凍設備℡0

552 (4り3308

6



/床暖房施工-貴商℡0482(82)4689

東京都-島村邸/設計･施
工=日本ホームズ℡03(47

9)701 1/床暖房施工-ハラ

グ住研サービス℡03(324)

3541

〔子供室)と床暖房

4.･-Y

争

q a
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長野県-服部邸/設計･施工-大成建設･長野ニ
ューホーム℡0262(96)9041/床暖房施工-バスラ
ー機器販売℡0262 (27) 3383

長野県-小林邸/設計/手塚和男一級建築事務所

℡0268(38)4830/施工=上田開発℡0268(23) 1084

/床暖房施工=バスラー機器販売℡0262(27)3383

京都府-T邸/設計･施工=大和ハウス工業

℡0742(34)301 1 /床暖房施工-小林住設℡07

94(24)5128

63

青森県-平山邸/設計-サトウ建築設計事務所℡
01 72(94)8959/施工-工藤建築℡0 1 72(87)2757/

床暖房施工-赤垣商会0177(39)7822

神奈川県- E邸/設計･施工=菊池建設℡04

92(25)7800/床暖房施工-富士プラント･ア

ルコ℡03(372)3150



神奈川県- Y邸/設計･

施工=北島工務店℡044

(954) H lレ床暖房施工
-ハラグ住研サービス℡

03(324)3541

室)と床暖房

新潟県-小玉邸/設計-アトリエポスト　℡025

(267)668I/施工-伊藤建設℡025(266)4801/

床暖房施工-パスラー新潟℡025(287)2060

64



栃木県-池田邸/設計･施工-栃木セキスイハイム℡0286(53)

5400//床暖房施工-オノザキリビングサービス℡0282(86)0894

65

愛知県-岡元邸/設計-住まい塾℡03(9

34)4949/施工-内藤工務店℡05615(3)

67 1 3/床暖房施工-高橋物商℡052 (524)

0726

神奈川県-吉田邸/設

計･施工-野村不動産

℡03(486)0681 /床暖

房施工-フロアーヒー

テイング℡03(897)82

01

東京都-山崎邸/設計･施工-木下工務店℡0425(26)

354l Jノ床暖房施工-山一冷凍設備℡0552(41)3308

千葉県-小沢邸//設計･施工-西武不動産℡0473(35)

7755 ′/床暖房施工=アイコー熱研工業℡03(897)9341



鹿児島県-近間邸　設計-

CU a I Xl空092(741)3938

施工-ハウジンク新建1空09

j　92(43)8J48　床暖房施工-

大口カス℡09952(2) 1352

(子供室)と床暖房

千葉県-森川郎/設計･施

工-旭化成工業1℡0472(24)

8611床暖房施工-貴商℡

0482 (82) 4689

千葉県-木田郎　設計･施工-大成パル

セット関東℡03(56り5388　床暖房施工-

貴商℡■0482 (82) 4689

7

66

神奈川県= E邸′設計･施工-菊池建設℡0492(25)7800　床暖房施工
-富士プラント･アルコ℡03(372)3150



床暖房で実現した快適インテリア

′J

山形県-高橋邸ノ設計
･施工-斎藤建築℡02

36(88)3470/床暖房施

工-林℡0236(43)4408

神奈川県- E邸//設計
･施工=菊池建設℡04

92(25) 7800/床暖房施

工-富士プラント･ア

ルコ℡03(372)3150

繊細な木目をいかしLJ日本建築o部屋の造
作材も温度や湿度の急激な変化を嫌います｡また'落ち着いた雰囲気の日本建築には'露出した設備機器類はなじみません｡

^IP)

このような純日本風の建築には床暖房(栄

た人

暖)　がピッタリです｡

機器が蕗出することがないので'落ち着い

た雰囲気をこわすこともなく　建物に与える温度'湿度の影響も最少限におさえることができます｡タタミは通気性のある本床を使えば､分厚いタタミとはいえ､暖房感は十分に得られます｡
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愛媛県-二宮邸/設計-玉乃井公和建築事務所℡0899

(73)8950/施工-一宮工務店℡0893(54)021 1/床暖房

施工-いよや陶器店℡0893(24)2541

(和室しき床暖房

長野県-宮本邸/設計･

施工･床暖房施工-三和

建設℡0267(42)33 1 2

東京都-中村邸/設計･

施工-旭化成工業℡03(3

44) 701 I /床暖房施工-

ミツワ電気℡0425(84)37

97

Ⅶ顎転句
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秋田県-設楽邸/設計･施工-高田住宅工業℡0185(76)3493　床暖

房施工-平川木材売場℡0185(52)3134

神奈川県-斉藤邸/設計-アピタ℡03(489)3320　施工-池田建設

℡0427(26)1924　床暖房施工-神禁中工業℡0463(31)1821

東京都-K邸　設計･

施工-住友林業℡03(7

70)63日　床嘆房施工

-貴商℡0482(82)4689



大分県-丸山邸/設計･施
工-佐藤組℡0975(37)8055

/床暖房施工-協巣工業℡

0975(69)5800

神奈川県-小堀邸/設計･

施工-菊池建設℡0466(27)

5311/床暖房施工-ミツワ

電器℡0425( 8り7235

(和零　と床暖房

吊 兩_一一一-一二一一一一-一て 
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山形県-久保田邸//設計･施工･床暖房施工
-ウンノハウス℡0236(23)53H

70



東京都-宮崎邸/設計･施工-木下工務店℡
03 (366) 323J/床暖房施工-ハラタ住研サー

ビス℡03(324)3541

千葉県-比良田邸/設計･施工-染谷商事℡

0487(46)2002/床嘆房施工-須鎌電気工事℡

0480(22)3450

71

神奈川県-小西邸/設計･施工-三井ホーム
サービス℡045(319)5川l/床畷房施工-富士

プラント･アルコ℡03(372)3150
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新潟県-横山邸/設計
･施工-渡辺建築℡02

54(62)2187/床暖房施

工-ウチト興産℡0256

(35) lZOO

山形県-加藤邸/設計
･施工･床暖房施工-

五十嵐工務店℡0235(2

3)7593

鹿児島県-畑野邸/設

計-田代建築設計事務

所℡0993( 72) 1 566/施

工-上木原建設℡0993

(72) 1840/床暖房施工
-近世空調設備℡0992

(53)9490

東京都-川村邸/設計
･施工-大和ハウス工

業℡0473(45)5日レ/床

暖房施工-ハラタ住研

サービス℡03 (324) 35

41

神奈川県-進邸/設計
･施工-丸増℡0422(4

4)8日/床暖房施工-

神奈中工業℡0463(3り

1821

73
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千葉県-森川邸/設計･施工-旭化成工業℡04
72(24)861 1/床暖房施工-貴商℡0482(82)4689

富山県-松下邸/設計･施工-オタケホーム

℡0764(93) l l55///床暖房施工-山本与八商店

℡0776(22) 1263

長野県-小林邸/設計-手塚和男一級建築事務所℡0268(38)4830/施工-上田開発℡0268(23) J 084

/床暖房施工-パスラー機器販売℡0262(27)3383

(和室)と床暖房

74



床俊一壊し実現した快適ノシテリア

福岡県-永友部/設計-福岡中小建設業協同

組合℡092(62日7035/施工･床暖房施工-清

水工務店℡092(57日0300

宮崎県-黒木邸/設計-メイ建築研究所宮崎
℡0985(29) 1691/施工-エイゼン宮崎℡0985

(29)3303/床暖房施工-九州電気工事℡0984

(23)4181

玄関'ホール'廊下はドアの開閉のLJびに

冷気が入り込み'暖かい空気が逃げやすいところです.そのため'家の中でl番寒いところ-いっても過言ではありません｡

暖かい居室から急に寒い廊下などに出るこ
-は'老人ばか-でなし若い人々にてって

とこt1.i

も健康上よ-め-ませんo床暖房(常暖)は床の部材を暖める方式なので'空気の入れ換わりによる冷気の影響を受けません｡つまり暖房感が失われません｡その-え､省エネ性も備えているので､温風暖房では考えられないこうしたスペースにも'ためらわず設置できます｡また玄関では'雨や雪の日に持ち込んだ水気も乾き'常に清潔で快適です｡
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亡二=コ
(玄関･十　.･:　耳十二,斥暖房

岡山県-卯月邸　設計･施工-青梨建設℡08

64(73)7338 /床暖房施工-五洋工業℡0864(7

2)2529

京都府-T邸　設計･施工-大和ハウス工業

℡0742(34)301 1床暖房施工-小林住設℡07

94(24)5J28

76





岡山県=田中邸/設

計･施工-かやの建

設℡0862 (54) 909卜

床暖房施工-佐山住

器℡0862 (64) 2227

:~~-､● '~　~ ､､　1平

北海道=黒坂郎/設計
=都市設計研究所℡OI

I(26I)86日/施工-宮

脇建設℡OH(7日)lI56

/床暖房施工-富士7し

ラント･アルコ1空0日

(22り3371

【玄関･ホール･軒下)‥｡J;暖房

埼玉県=林部/設計･施工-フロンウィルホ　　福島県=析笠郎　設計･施工-ナショナル佐
一ムズ℡045(664)306l ,床暖房施工-貴商℡　　宅福島中央℡0249(33)0904　床暖房施工-あ

0482(82)4689　　　　　　　　　　　　　　　　　おい商事℡0242(25)2215

78



青森県-六郎田邸/設計=合坂設計事務所℡
0178(45)7365 ′′施工=野崎工務店℡0178(96)

5366/床暖房施工-田中住設センター℡0178

(44) 2335

長野県-宮本邸/設計･施工･床暖房施工-
三和建設℡0267(42)3312

神奈川県-進郎/設計･施工=丸増℡0422(4

4)8日/床嘆房施工-神奈中工業℡0463(3り

F821

埼玉県-吉沢郎/設計･施工=住友林業℡04

86(45)1545 /床暖房施工=須鎌電気工事℡04

80(22)3450



東京都ニケテル邸　設計･施　神奈川県-M郎　設計･施工

エ-三井ホーム℡045(319)5l　　-野村ホーム℡045(662)65J I

15　床暖房施工=東京オート

ハスラー販売℡03(348)4375

〔玄関･ホール･廊下)と床暖房

床暖房施工-富士フラント

アルコ℡FO3(372)3150

愛媛県-町田郎　設計-ライ

フスへ-ス建築事務所℡■0899

(33)(716　施工-共立建設･

四国支店℡0899(43)0815　床

暖房施工-有葉商舎℡0899(2

5)3230

香川渠-千原郎　設計･施工-香

川ナショナル住宅℡0877(23)351 1

床暖房施工-尾原商店℡0878r9



神奈川県= E邸　設計･施工-菊池建設℡0492(25)7800　床暖房施

工-富士フラント･アルコ℡03(372)3150

長野県-小林郎　設計-手塚和男一級建築事務所℡0268(38)4830

施工-上田開発℡rOZ68(23) 1084　床暖房施工=ハスラー機器販売℡

0262(27)3383

Hll

■E i
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愛媛県-二宮邸ノ/設計-玉乃井公和建築事務

所℡0899(73)8950/施工-一宮工務店忠0893

(54)021 1 /床暖房施工-いよや陶器店℡0893

(24)2541

[玄関･ホール･廊下]と床暖房

√ヽ

東京都-瀬尾郎/ノ/設計･施工-大成パル

ゼット関東℡03(56日5388/′床暖房施工-

ハラグ住研サービス℡03(324)3541

神奈川県-若林邸/設計･施工-ジーエ
ルホーム℡048(862)4148′/床暖房施工-

ミツワ電気℡0425(8日7235

東京都-天野邸ノ/′設計･施工-三井木材

工業℡03(294)146l ′/床暖房施工-ハラタ

住研サービス℡03(324)3541



東京都-川村邸/設計･施工-大和ハウス工業℡0473(45)　青森県-武田邸　設計･施工-イシドヤホーム℡01

5日l /床暖房施工-ハラグ住研サービス℡03(324)3541　　72(37)2424　床暖房施工-三橋興業℡0177(39)8271

大阪府-益田邸　設計･施工-旭化

成ホームズ℡06(347)4日l　床暖房施

工-小林住設℡0794(24)5128



･I.1一..1一斗､劃什卜し､

東京都-宮崎邸//設計･施工-木下
℡03 (366) 3231/床暖房施工-ハラ

サービス℡03(324)3541

和歌山県-真鍋邸′/設計･施工-西峰工務店

℡0739(42)3002//床暖房施工-中央設備℡07

39(42)5088

東京都-熊田邸　設計･施工-ミサワホーム
エンジニアリング℡03(33り3321床暖房施

工-富士プリント･アルコ℡03(372)3150
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滋賀県-元井邸//設計･施工-ワシントンホ
ーム℡075(672)3145//床暖房施工-マルヤス

電気℡0748(62) 1347
一日の疲れをいやす浴室は快適にしたいも

のですoところが'タイルの床は冬季は冷LJ- ､子供達のお風呂嫌いの一因ともなっています｡赤ちゃんや幼児を入浴させるお母さん方にとっても'この冷え冷え感は苦痛だといわれています｡また､冷LJいお風呂場は'ヒ-ーショックという温度差による身体への悪影響をお年寄りに及ぼします｡
こうLLJ数多-の問題点を解決する床暖房

JJ･l.i.･<
(常暖)は､機器の露出もな-'感電の心配もありませんから'水や湿気のため暖房はむずかしいとされていた風呂場にも簡単に施工できます｡床暖房の施工で結露も少な-なり､天井からの不快な水滴の落下がありません｡結露が少ないことは'建物の寿命にも好影響を与えます｡

)

富山県-新井邸//ノ設計-なかだ建築

設計工房℡0764(37)9925//施工-育

野工務店℡0764(4り5968 /床暖房施

工-マルサンサ二クーハウジングセ

ンター℡0764(22)0303

L/
｢●



神奈川県=斉藤郎　設計-アヒタ℡03(489)3

320　施工=池田建設℡0427(26)1924　床暖

房施工-神奈中工業℡0463(31) 1821

埼玉県-石田郎　設

計･施工-木下工務

店℡048(864)2101

床暖房施工-モリタ

電設℡0482(94) I l88

埼玉県-F邸　設計･施工-アペックス･り　　京都府=T邸　設計･施工-大和ハウス工業

ォールデン′床暖房施工-山一冷凍設備℡05　　℡0742(34)301 1床暖房施工-小林住設℡07

52(41 )3308　　　　　　　　　　　　　　　　94(24)5128
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∃神奈川県=進邸/設計･施工=丸増℡0422(4

1 4)8日l ,床暖房施工-神奈中工業℡0463(31)

1821

･''..,...i.. JJ..,. 'i,":I..;, I:,.. :IT/.一
埼玉県-日下部邸/設計･施工=木下工務店
℡0488(64)210[ ,床暖房施工-貴商℡0482(8

～)4689



福岡県-後藤郎/設計･施工
-明和工業℡093(63り3035/

床暖房施工-キクチサンレイ

℡093(57り2688

長崎県-赤星郎/設計-木下

直樹一級建築士事務所℡0958

(23)1863　施工-玉愛工務店

℡0958(24)3451床暖房施工

-創研設備℡0958 (6り8682

(浴室)と床

89

神奈川県=森邸/設計･施工-三井ホーム℡

045(319)5115.床暖房施工-ミツワ電器℡04

25(8り7235

宮崎県=安倍邸//設計-田建築設計事務所℡
0985(29)5178 /施工･床暖房施工-大島建設

℡0985(48) 1230



l■
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/I J I
1　　　　-

日● ＼　　ー_×　_　ー_∋塵嶺層国愚

千葉県-小沢邸//設計･施工=西武不動産昏

0473(35)7755　床暖房施工-アイコー熟研工

業℡03(897)9341

福島県-八島邸/床暖房施工-双葉総菜℡02
40(33)3137

(浴室≡空運援軍

愛媛県=二宮邸　設計=玉乃井公和建築事務

所℡0899(73)8950　施工　一宮工務店℡0893

(54)02日　床暖房施工-いよや陶器店缶0893

(24)2541

愛知県=岡元邸　設計=住まい塾缶03(934)4

949 //施工-内藤工務店℡05615(3)6713　床

暖房施工-高橋物商℡■052 (524)0726

I - ---lFF･'{/

博･&

可司戦野■



愛媛県-町田邸/設計=ライフスペース建築

事務所℡0899(33)1716/施工=共立建設･四

国支店℡0899(43)0815/床暖房施工-有事商

舎℡0899(25) 3230

秋田県=設楽邸/設計･施工-高田住宅工業

℡0185(76)3493/床暖房施工=平川木材売場

℡0185(52)3134

千葉県-野上部/設計･施工=日本電建℡0472

(24)8日/床暖房施工-下総石油℡0476(96)

1701
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埼玉県-林邸/設計･施工=フロンウイルホームズ

℡045(664)306レ/′床嘆房施工=貴商℡0482(82)4689

東京都=岡部邸/設計･施工-ミサワホーム城北℡03(9

91
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宮崎県=黒木邸/設計=メイ建築研究所宮崎℡0985(29)169J　施工-エイゼ

8I)718F /頒暖房施工-富士プラントアルコ℡03(372)ン宮崎℡0985(29)3303床暖房施工-九州電気工事℡0984(23)418I

3150



床畷季実現した快適ィ,11丁半_

申温水を熱源にしたビルトインタイプの]‖回

級健康サウナが･1<現します｡50度cI60度Cに温められLJサウナ室内の昧'壁､大井から川る遠赤外線は'温度から想像できないほどの発汗効果があ-ます｡日日回温サウナでは身体に悪影響が出る八や'

ニ二1''へ

熱すぎて嫌いな八にも'中温水の常暖サウナなら人丈夫｡きっ-満足いただけるでしょう｡中温水で身体にやさしいため'お年寄-や女性'ナ供にも安心して使え､維持費はサウナス-ーブ　(電気ストーブ式)-比べ格段に安くすみますo省令面でも'直火がないのでヤケドや火災の心配はまった-ありません｡

_.a
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ナ)と床暖房

神奈川県-久保邸/設計･施工-東

日本ハウス℡045(314)J58I/床暖房

施工-音士プラント･アルコ℡03(3

72)3150

0178(96)5366/床暖房施工-田中住設センター℡0178(44)2335

長野県=宮本邸/設計･施工･床暖房施工-
三和建設℡0267(42)33 1 2

94



床喝覆し実現した快適ノシテリア

句読7
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ンヴィルホームズ埼玉県-林邸/設計･施工-7口
℡045(664)306 1 /床暖房施工-貴商℡0482(82)4689

日常頻繁に使う場所ですが､継続して使う
ところでないので'暖房をしていない場合が多いようです｡しかし'用途を考えると最も暖房が必要な場所なのです｡

特に'冬の冷えきったーイレは誰にも幸い

ものです｡また'老人の場合は冷えが脳溢血を引き起こすケースさえあ-ます｡

とこだ人

床暖房(常暖)なら､暖房機器を設置でき
ない小さなスぺ-スでも取り付けられ'感電の心配がないため､水に濡れる場所でも安心して使えます｡

宮崎県-黒木邸/設計-メイ建築研究所宮崎℡0985

(29) 169I/施工-工イゼン宮崎℡0985(29)3303/

床暖房施工=九州電気工事℡0984 (23) 4 1 8l

I　､

.tl. 1　.し.

し､､､｢
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(_洗面所･ト播膨)と床暖房

埼玉県-吉田邸/設計･施工-住

友林業℡0486 (45) 1 545/床暖房施

工-シムラ電器℡0429(25)2508

東京都-島村邸/設計･施工=日本ホームズ℡03(479)

701 1/床暖房施工-ハラグ住研サービス℡03(324)354】

香川県-千原邸/設計
･施工-香川ナショナ

ル住宅℡0877(23)351 1

/床暖房施工-尾原商
店℡0878(98)5616

琵露臣声.-.

1

-　　　　　　-　---i



青森県=平山邸/設計-サトウ建築設計事務
所℡01 72(94)8959/施工=工藤建築℡01 72(87)

2757/床暖房施工-赤垣商会℡0177(39)7822

←tqll ･ I-

97

埼玉県-木村郎/設計･施工-小堀住研℡0486

(45) 07引/床暖房施工-貴簡℡0482 (82) 4689

東京都-木内邸/設計･施工=日本グローバルハウス℡
03(478)5917/床暖房施工-富士プラント･アルコ℡03(3

72)3150

/♂

~＼1-～

電i

/･一一- '

ノ･一㌔

範､_　　ヰ･ホ

/　　　　　　　　　神奈川県-森邸/設計

･施工-三井ホーム18

045(319)51 15/床暖房

施工-ミツワ電器想〕425

(81)7235

ー■　　　＼

i

｣--

宮崎県-黒木邸/設計-
メイ建築研究所宮崎缶0985

(29)169I/施工-エイセ

ン宮崎℡■0985 (29)3303/

床暖房施工-九州電気工

事℡0984(23)4181



神奈川県-中西部/設計･施工
-三井ホームサ-ビス℡045(31 9)

5141/床暖房施工-富士プラン

ト･アルコ℡03(372)3150

青森県-遠藤邸/設計
･施工-蹴揚工務店℡

0 1 76(55)4597/床暖房

施工-遠藤商店tFOI78

(28)7122

t二迩塁

野r二､-〆1/ ､
-一一　　　､√ゝ躍.
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鹿児島県-畑野邸/読
計-田代建築設計事務

所℡0993(72) I 566/施

工-上木原建設℡0993

(72) 1 840/床暖房施工

-近世空調設備℡0992

(53)9490

千葉県=天利邸/設計
･施工=大成パルウッ

ド℡047日63)2601/戻

暖房施工-貴商℡0482

(82)4689

99
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､簡

福岡県=獄邸/設計･施工-宝

満建設℡092 (922)287 1 /床暖房

施工-九州コロナ℡092(50り2489

富山県-松下邸/設計
･施工=オダケホーム

℡■0764(93) I l55/床暖

房施工-山本与八商店
℡0776(22) 1 263

′i

(洗面所･トイレ)と床暖房

佐賀県-福田邸/設計-久保建

築設計室℡0955(42: 53IO/施工

-井戸宅建℡0955 (42)6348/床

暖房施工-坂口ポンプ工作所℡

0955 (42)3348



東京都=熊田邸/設計･施工
-ミサワホームエンジニアリ

ング℡03(33り332 1 /床暖房施

工-富士プラント･アルコ℡

03(372)3150

ト

愛媛県-二宮邸/設計-玉乃井公和建築事務所℡
0899(73)8950/施工=一宮工務店℡0893(54)021 1

/床暖房施工-いよや陶器店℡0893(24)2541

宮城県-佐藤邸/設計･施工-松崎建設℡0224

(33)2703/床暖房施工-小松物産家具センタ
ー℡0224(33)2120

100



(洗面所･トイル)と席暖房

千葉県-比良田邸/設計･施工=染谷商事缶0487 (46)

2002/床暖房施工-須鎌電気工事℡■0480 (22) 3450

愛知県-岡元邸/設計-

住まい塾℡03(934)4949

/施工-内藤工務店℡
056J5(3)67I3/床暖房

施工=高橋物商℡052

(524) 0726

∫-｣_

101
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神奈川県=小堀邸/設計･施工-菊池建設℡0466 (27)

531 I/床暖房施工-ミツワ電器℡0425(81)7235

鹿児島県-山本邸/設計
-サンキュー設計℡0996

(57)0203/施工-左近允

工務店℡■0996 (57) 0227/

床暖房施工-市来電気店
℡0996(57)0143



＼

iZI

ニ/

大阪府-益田郎/設計
･施工-旭化成ホーム

ス℡06(347)41 1 1/床暖

房施工=小林住設℡1)7 94

(24)5I28

(洗面所･トイレ)i

愛媛県-二宮郎/設計
-王乃井公和建築事務

所昏0899 (73) 8950/施

工-一宮工務店℡0893

(54)021 1/床暖房施工

-いよや陶器店℡■0893

(24)2541

大阪府-益田邸/設計
･施工-旭化成ホーム

ズ剖6(347)4日l/床暖

房施工-小林住設℡07 94

(24)5128

宮城県-佐藤邸/設計･施工-松崎建設℡■0224(33)2703

/床暖房施工-小松物産家具センター℡0224(33)2120
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