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埼玉･浦鷲/Kさんの住まい

設計.施工//木下工務店℡048(864)2101 

床暖房施工′/責商℡0482(82)4689 

140

4和室

:::≡≡『
iii冨==≡≡≡璽



住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア
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東京･世田谷区/Mさんの住まい

設計･施工//木下工務店℡03

(366) 3231

床暖房施工　ソ＼ラタ住研サービ

ス℡03( 324) 3541



住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

亨居間･食堂



東京･立川ヲYさんの住まい

設計. 倡ｸﾔ�m�ｨﾔ洩�5�C�C#R�#b�3SC��

床暖房 倡ｸﾔ��(自~)8��ﾙOXxC�SS"イ��33���

l外観
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設計.施工ノ/ノ~小堀住研℡0486(45) 

0761 

床暖房施工//責商℡0482(82) 

4689 

埼玉浦和市/KyJんの住まいB
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神奈川･横浜市/Aさんの住まい

設計. 倡ｸﾔ閲��三和ホーム℡045(314)6045 

床暖房 倡ｸﾔ��ﾈ�ﾂ��富士プラント.アルコ℡03(372)3150 
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住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

5

.I



埼玉･蕨市/MyJんの住まい
設計･施工/三和ホー
ム℡03(505)3011

床暖房施工/モリタ電
設℡0482(94)1188
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設計･施工//ジーエルホーム℡848(862) 41 48

床暖房施工/ /ミツワ電気℡0425(81 ) 7235

3/玄関､ホール
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神奈川･讐市/WyJんの住まい
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住宅メーカー2才社の住まいと床暖房

健康住まし1･快適インテIJア

良...慨r　　　　~¶

1
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(盲洗面所､便所
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東京･八王子市/Tさんの住まい

設計.施工./住友不動産ホーム℡0422 

(56)257ー 

床暖房施工ミツワ電気℡0425(84)37 

97 

4和室と居間6居間と和室

2′先面所､浴室

58
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斐川･小田原市/bさんの住まい

設計･施工/住友林
業℡03(349)7551

床暖房施工/マルサ
ン総業　℡0557(47)

主税1

5:J食堂と台所

L･外観

60



住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい甥適インテリア

8)居間と食堂
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埼玉･上尾市/Yさんの住まい

62

設計･施=　住友林業缶8486(45)1545

床暖房施工　須鎌電気工事℡0480(22) 3450



5居間･食堂
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東京･町田ヲSさんの住まい

設計.施工/住友林業℡03(4川6911 

床暖房施工/富士プラント.アルコ℡田 

(372)3158 
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住宅メーカー27社の住乱1と床暖房

健康住まい･快適インテリア

65



ijii5./℡0529621 祷耳爾�

床暖房施I/高橋物商℡052(524)0 726 

Kさん

の住ま')
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埼玉･狭山市/Yさんの住まい

設計. 倡ｸﾔ��ti}�ｼhxC�CッイR��SCR�

床暖房 倡ｸﾔ�5h8�8�6HｮﾘxC�C#茶#R�#S���
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嘉･松宗/0さんの住まい

設計･施工/西武不動産
℡0473( 35) 7755

床暖房施工/アイコー熟
研工業℡03( 897) 9341



住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア
(息ホールと廊下
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栃木･宇都宮ラーyJんの住まい



‥
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l､ノ外観

神奈川･鎌倉市/Hさんの住まい

設計･施工//積水ハウス℡045

(321) 2801

床暖房施工/富士プラント･ア
ルコ剖3(372) 31 5口

176
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神奈川･鎌倉ヲHさんの住まい

設計･施工/積水ハウス℡045
(321) 2801

床暖房施工/富士プラント･ア
ルコ忠03(372) 31 50

l＼ノ外観

76



住宅メ｢カー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

･五) ,
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埼玉･入間讐Tさんの住まい

設計･施工///積水ハウ

ス剖492(45) 841 1

床暖房施工/あざま管
工℡0429( 42) 3771

78



住宅メ｢カー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

179



埼玉･大宮市/Sさんの住まい

設計.施工//積水ハウス℡0486(43)35ー5 

床暖房施工///黒沢バーナー℡0486(5ー)41 

26 

80



〔Ⅴ

住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア



設計.施工/′積水ハウス℡0263(33)71 

10 

床暖房施工/ソーラーシステム販売℡ 

0266(41)4321 

82



住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

83



兵庫･芦屋市/Mさんの住まい

184

設計. 倡ｸﾔり�ﾉ���X6�4X5�C�sｃ#X�ｲ��ベ�ｲ�

床暖房 倡ｴ��ﾂ��bﾙ�XｼhxC�sｃ#C��3C32�



住宅メ十カー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア
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⑨オーディオルーム
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住宅メーカ⊥27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

187
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東京･狛江市/-さんの住まい設計.施工////積水ハウス℡03(348)4176 

床暖房施工/山-冷凍設備℡0552(41)3308 

188



.':1  'r

住宅メ｢カー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

⑥食堂･台所

⑦食堂･台所
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千葉･市川市･<さんの住ま.)

設計･施工/大成パルウ
ッド℡0471(63)2601

床暖房施工/富士プラン
ト･アルコ℡03(372)3150

192

⑨洗面所と浴室



住宅メーカー2 7社の住まいと床暖房

健康住まい･ ンテリア



千葉･市川市/KyJんの住まい

設計.施工/大成パルゼット関東℡ 

03(561)5388 

床暖房施工/東商℡0482(82)4689 

(診食堂

194
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住宅メーカー2 7社の住まいと属援房

健康住まい･快適インテリア

(9洗面所と浴室

⑥ユーティリティー
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①外観

(参洗面所

｢『『■』』も･　　　･ :叫
(　ヽ

設計･施=/大成JUレ
ゼット関東℡03(561 )5

388

床暖房施工/富士プラ
ント･アルコ℡03(372)

31 5tI

埼玉･浦和市Hさんの住まPJ
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東京･豊島区Sさんの住ま.) 1

設計. 倡ｸﾔ��Y�ﾈ7�8ｸ5ｸ6(6xｭi8ﾈxC�2ゴc�鉄3モ�

床暖房 倡ｸﾔ�W域ﾘ7h8�986r�4�8ｸ5(xC�2�3s"�3�S��

②ポーチと路地

(勤玄関､ホール
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健品hLf･蒜箭､三買ノア

⑤居間･食堂

甲′1
ヽ

I Jtl▲-
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針玉･川口市/-さんの住まい耶

設計. 倡ｴ訂�Y�ﾈ7�8ｸ4X6(6�C�Cｉfィ�#�CR�

床暖房 倡ｴ艇ﾙY�(6��ｸ6坪xC�Cッゴ�鼎�#b�

(9食堂･台所
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京都･相楽郡/Tさんの住まい

202

設計.施工/大和ハウス工業℡0742(34)3011 

床暖房施I/小林住設剖794(24)5128 



住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

⑦居間･食堂

地下階

203



⑲オーディオルーム
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住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア
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神奈川･横浜市/FyJんの住まい

206

設計･施工/大和ハウス
工業℡03 (274)0355

床暖房施工/富士プラ
ント･アルコ℡03(372)

3150



住宅メーカ｢27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア
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山口･徳山市/Nさんの住まい

208

設計.施I/大和ハウスI業℡田74 
(31)1191 

床膿房施I/神光℡0834(34)1159 



住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

209



東京･文京区/Kさんの住まい

設計.施工-/大和ハウス工業℡0473(45)5111 

床暖房施I/^ラグ住研サービス℡03(324)3541 

210

･'s)和室と食堂

3:玄関ホール



住宅メ｢カー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

ブ �� 
;lA 剪���
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香川･丸亀ヲCさんの住まい

iS':ノ∃℡ �877(23)35日 6 

床暖房施工/尾原商店℡0 ��878(98)56ー 

214



僻メーカ｢画主まいと床肪

健康住郵1 ･快適インテリア
⑥台所と食堂　一･亨･止=二年
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福島･会津若松ヲ0さんの住まい

設計 唸邵ﾔ�6�5h8x6�8ｸ��餾�8y(h甸�B�蔦32ﾒ��

024 09ロ4 房施工/あおい商事(℡0242-25-22ー5) 

床膿 

④居間･食堂
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東京･八王子ヲKwJんの住Ar

設計･施工/日本グローバルハ
ウス℡03 (478)591 7

床暖房施工/害士プラント･ア
ルコ℡03 (372)31 50

218

④吹き抜けの食堂



住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア



⑦食堂･居間

220
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千葉･佐倉市Nさんの住ま')

設計. 倡ｸﾔ�?ｩgｹ6HﾉｨxC�Cs"�#B塔����

床暖房 倡ｸﾔ�岔�ﾙ�駮ｸxC�Csbンb��s���

I.二.-
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所面汰③
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住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

⑦居間･食堂
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千葉･市川ヲKwJんの住まいr

設計. 倡ｴ訂?ｩgｹ6HﾉｨxC�Cs"�#B塔����

床暖房 倡ｸﾔ�W域ﾘ7h8�986r�4�8ｸ5(xC�2�3s"�3�S��

③食堂と台所

224



⑤居間と和室

④ユーティリティー
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群馬･山田讐Mさんの住ま
⑤玄関､ホール

設計. 倡ｴ訂?ｩgｹ6HﾉｨxC�#s"�#�田#コ�

床暖房 倡ｸﾔ�4�6ﾘ5X4ﾈ8ｨ7(984�5H�ｸ7(5�C�#�"ャb��ンB�

⑥居間と和室
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東京･町田ヲMさんの住まい

設計. 倡ｸﾔ�?ｩgｸ7ｨ�ｸ8�5�C�2イs駐s�耳爾�

床暖房 倡ｸﾔ�W域ﾘ7h8�986x4�8ｸ5(xC�2�3s"�8�ｳX8ﾒ�
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④吹き抜けの居間



住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

二二二‡≒ I



東京･狛江市/§さんの住まい

設計. 倡ｸﾔ�?ｩgｸ7ｨ�ｸ8�5�C�2イs駐s�?｢�

床暖房 倡ｸﾔ�･�齎7h8�986r�4�8ｸ5(xC�2�3s"�3�S��

④洗面所･便所



住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア
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葉川･横浜ヲYさんの住まい

設計.施工/野村不動産℡03(486)068ー 

床暖 03( 册ｸ邵ﾔ�7H8ﾘ4��ｸ7�自)ｨ48984閂B�ンr塔#���
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住宅メーカフ27社の住まいと床暖房

健康住専い･快適インテリア
iコ

235



Ji)外観

斐川･川崎ヲMyJんの住まい

設計･施工/野村ホーム℡04
5(662)651 1

床暖房施工/富士プラント･
アルコ℡03(372)3150
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(彰洗面所と浴室



住宅メーカ｢27社の住まいと床暖房

健康佐郡1･快適インテリア
~　▼⊥
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葉川･横浜ヲKさんの住Ar

設計.施工/東日本ハウス℡045(314)1581 

床膿房施I/富士プラント.アルコ剖3(372)3150 

∴････..I_～...:A-.I.': '';.:I::-,. ''･ -'∴. ‥∴.--.千
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埼玉･大宮市Hさんの住まい

設計.施工/フロンヴイルホームズ℡045(664)3061 

床暖房施工/富士プラント.アルコ℡03(372)3150 

③台所
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東京･青梅ヲKさんの住.まい

･‡･二軍空車麺三･i､て…

設計. 倡ｸﾔ�ｭｹ�ﾘxC�C#R�#r噸s��

床暖房 倡ｸﾔ��(自~)8��ﾙOXxC�SS"イ��33���
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住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

魯/和室の続き間
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神奈川･中郡/Sさんの住まい

(Dアプローチ

設計.施工/丸増℡0422(44 駐�����Cc2�8�ｲ��ｳ�#��

床暖房施工/神奈中工業℡0 

､ . ･､=JpIL三､.一･

/

嘉一I-1~ I-

④食堂･台所
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住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア

(参居間と和室

⑤玄関ホール



＼
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東京･練馬区/0さんの住まい

252

設計.施工/ミサワホーム城北℡03(98ー)718ー 

床暖房施工/富士プラント.アルコ℡03(372)3150 

LF-洗面所と浴室



住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい/ ･快適インテリア

253



東京･世田谷区/Aさんの住まい

④食堂と居間

254

設計.施工/スギヤマミサワホーム℡03(478)3535 

床暖房施工/富士プラント.アルコ℡03(372)3150 



住宅メーカー27社の住まいと床暖房
/

健康住まい/ ･快適インテリア
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東京･世田谷区/Kさんの住まい

･耳′先面所と浴室

256

設計.施工/ミサワホームエンジニアリ 
ンク℡ロ3(331)3321 

床暖房施工/富士プラント.アルコ℡03 

(372)3150 



住宅メーカー27社の住まいと床暖房

健康住まい･快適インテリア
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神奈川･横浜市/Fさんの住まい

設計.施工/三井農林℡03( �#c��3����Cc2�3����#��

床暖房施工/神奈中工業℡ロ 

⑤吹き抜けの居間
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東京･多摩市/-さんの住まい
設計･施工/三井ホーム℡03(348)3131

床聴房施工/富士プラント･アルコ℡03(372)3150

③浴室と洗面所
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健康住まい

(訂居間と食堂

インテリア
⑥食堂

_一･二~ I

､｣
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神奈川･横須賀市/Mさんの住まい

③玄関ホール

264

設計. 倡ｸﾔ��

三井ホーム℡045(319)5115 

床暖房 倡ｸﾔ��

ミツワ電器℡8425(81)7325 



住宅メーカー27社の住郵1と床暖房

健康住まい･快適インテリア
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東京･大田区/Nさんの住_まい

設計. 倡ｸﾔ�蓼皐7ｨ�ｸ8�xC�2�3Cｓ3�8�ｲ�

床膿房 倡ｸﾔ�W域ﾘ7h8�986r�4�8ｸ5(xC�2�3s"�3�X8ﾒ�
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東京･武蔵村山ヲAWJんの住.まい

②玄関ホール

設計･施工//三井木材工業℡03(294)1461

床暖房施工/富士プラント･アルコ℡03(372)3150
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滋賀･近江八幡ヲMyJんの住まい

272

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℡07 

48(62)1347 



住宅メ-カー27#の住まいと床暖房

健康住幸い･快適インテリア
-Tj:1'山一.B,越≡≡二二_____________二
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住宅メーカ127社の住まいと床暖房

健康住まい1快適インテリア

274


