
安全編

お年寄りや子供にも

安心して使えるのかうれしい
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建築家が診断す人の健康を左右する設備だからこそ

28
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〟頭寒足熱″の床暖房は
量も理想的な空調設備

建物は人間を入れる容器ですが'単に雨露
をしのぐだけのものでは快適な生活ができません｡構造的にしっかりしている'美しい'安全や健康が保障されている　-　など'数々の必要条件があるのです｡そして安全･健康は､機能(設備)と大きな関係があ-ます｡

設備のうち'メーンとなるもののひとつが

空調設備(暖房'冷房､換気の設備)です｡大規模な建築物から小規模な個人住宅まで､空調設備なしには考えられません｡中でも暖房については'必要度1-0%です｡
健康面や快適性を考えれば､人間にとって

″頭寒足熱〟が最もよいとわかっていたにもか
かわらず､従来の暖房設備はほとんどが逆の

″頭熱足寒〟方式でLLJ｡そのため使用者のみ

ならず､我々設計者も選定に苦慮してきまLi,｡しかし最近は'頭寒足熱式が注目され'床暖房の開発が進んできています｡これは非常に喜ばしいことで､私も建築物を設計する際には､できるだけ床暖房を勧めています｡電気の床暖房を用いることもありますが､私としては'安全性や経済性など様々な面から見て'温水式床暖房の方が優れているように思います｡
(+

大空間を快適に暖めるためホテルにも床暖房を採用

個人住宅だけでな-'私はホテルにも床暖
房を採用してみました｡60年1 0月竣工の｢ホテル鐘山苑･別館｣(山梨県富士吉田市｡地下-階'地上9階建で｡延べ床面積約2000秤)です｡暖房個所はロビーとラウンジ､客室'大浴喝宴会喝結婚式場全施設で'計

約1000坪にな-ます｡

床暖房を採用したそもそもの理由は'寒冷
地の大空間で対流式暖房(ス--ブ'ファンヒーターt FF式温風暖房機など)を用いるのは'あま-に効率が悪い1ということでした｡ご承知のように'対流式暖房ですと暖かい空気は上に集まってしまいます｡ホテルの客室で室温を計ってみると'天井近-は30度ぐらいになっても､床の方はまだ冷たいのです｡ましてや宴会場､結婚式場'ラウンジといっLJ大空間になる-'よほど強力な暖房をしなければ'人間のいる所は暖か-な-ません｡しかも機器の近-にいる人は､温風-運転音で気持ちが悪-なる､といった事態も起こります｡その点'床暖房なら効率がよ-快適性も最高なので'ホテル側も私の提案に賛成して-れまLLJ｡

使用しLJのは温水式床暖房システムで'3

万5000キロ児の小ボイラーを30台設置し'熱源にはA重油を用いました｡普通､ホテルなどの大規模な建築物においては'ボイラー能力はピーク時の最大限に合わせて決定します｡しかし｢鐘山苑｣の場合は小ボイラーを

接続する方式を用いたため､必要な所に必要なだけのエネルギーを回すことができ'ヒ1-ロスが非常に少な-なっています｡また部屋ごとに個別制御できるので､使用していない所まで暖めるというムダもないわけです｡小ボイラーですと､専門のボイラー技師を常駐させる必要がなし　人件費の節約にもな-ます｡

ちなみに鐘山苑では'日本で初めての試み
として'床暖房の設備で冷房も行-システムを採用しました｡これは｢水蓄熱方式｣といい'容器に入れた水を凍らせ､溶かし､また摩らせる繰-返しによって生じる熱を'冷房に用いるものです｡冷房時の余熱で'給湯も行えます｡

むろん床暖房は'この稿のテーマである安
全性の面でも'大きなメ-ツトをもたらしました｡

まず'室内に燃焼するものがないので'酸
欠'ガス漏れ'火災などの心配は皆無です｡暖房機器が室内に出ていませんから､うっかり触れてヤケドをするようなことはもちろん'機…砧につまずいてケガをするおそれもあ-ま



せん｡操作が楽(-いうよ-､使用時にはホテル側でスイッチを入れるので'利用客は全-ノータッチでよい)であるため'操作の誤-による事故などの不都合も'起こ-得ないのです｡

病院やホテルなど不特定多数の人が使う建
物では'安全を第一に考えなければなりません｡ほんのわずかの危険性も排除する必要があるのですが､その点'床暖房はやはり最甘回の設備だと思います｡腰匪

酸欠､火災等の心配がなく温水式なら低温ヤケドなし

個人の住宅でも'安全性は大きな条件の一

つです｡その面からも'床暖房をもつともっと横板的に採り入れてはしいものです｡
ス-ーブのように燃焼する機器には､常に

危険が伴います｡特に子供室やお年寄-の部

屋では､正直なところ｢紙が落ちて燃えたらどうしよう｣　｢触れてヤケドするかもしれない｣などとい-不安がつきまとうでしょう｡燃料としてガスを用いた場合は'うっか-ガス管を踏んで火を消し'ガスが漏れる-いったこともあ-ます｡床暖房ならばいわゆる″火の気〟はありませんので'小さい子供やお年寄り'病人のいる部屋でも安心して使えます｡
また床暖房は'換気の必要があ-ません｡

最近の建物は､断熱･防音性能を重視し'すき間をな-すことに気を配っているLJめ'換気が大きな課題とな-ます｡ですから､酸欠を招きやすい設備はできるだけ避けるべきなのです｡″消し忘れ〟による事故のないこ-も'大きな長所といえます｡特に温水式床暖房の場合は､沸かす温度を設定しておけば､つけっ放しでもそれ以上に高温になることはあ-ませ

ん(沸きすぎて沸騰LLJ-しない)｡ボイラーは完全に囲ってし-フので､どれほど長時間
(極端にいうとシー(.T･(ン中ずっ-)つけっ放しにしていても'機器の周囲が熱の影響を受けLJりしませんLt H火が自然に消えL,りもしませんo一般家庭においでは'あま-つけLJり消したりするよ-'むしろつけつ放しにした方が経済的でもあります｡操作の簡便さは､先に述べLJように､安全性に直接つながるものです｡

低位温水式床暖房には他にも″低温ヤケド

の心配がない〟-いう長所があります｡電気式ですと､床に置いた物体(タンス､机の脚など)は､かな-の熟を吸収して熟-なってきます｡同様に'足の裏など床に接している体の部分がジ-ジ-と熱-な-'低温ヤケドしてしまうケースがあ-ます｡低位温水式なら'熱源のお湯の温度が4 5-60度C-らいであへ使いやす-安全で'ヤケドすることはありません｡台所などで部分的に用いる場合は別として'長時間使う部屋の床一面を暖房するなら､やは-温水式の方がよいでしょう｡

最後に､私が最近設計した住宅において'

姥-三が挙げられLJ″出水式床喝坊のメリッ-〟を糾介しておきます｡このお宅は約28坪の鉄骨造住宅で'居間'寝室'勉強部掘'浴室'洗面所の計5か所､約1 5坪に床喝坊を施しました0位印したのは温水式システム'熱源は都市ガスです｡●1台のボイラーで暖房'給以'風呂の追い焚きができ､便利である●足元から暖まるので､低温でも快適｡しかも電気式床暖房と違って低温ヤケドをしない●室･<;に機器を置かずにすむので'壁面･床血を有効に使えるLt　見た目にもスッキリする●操作が簡単で､消し忘れでも大丈夫●空気が汚れた-'乾燥LL,-しない●ガス･石油･電気のストーブを組み人目わせて使っていた時に比べ'光熱費が安-なった
このほか家族が風邪をひかなくなった'奥

様の冷え症･神経痛が治った､など健康.･E面で人きなプラスがあったそうです｡欠古…のない設備ですから､私は今後もどんどん皆さんにお勧めしていきたい-思っています｡

(天野建築事務所々長)
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｢子供や両親のためには

操作のしやすさが何よりです｣
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○トロフィーの並ぶ飾り棚のある床噴房の居間は､心地良い哩かさ
には大宴会場にも早変わりします

床･じゅうたん

■■　　■■　　◆　　◆　　●　　◆　　◆
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◎広々とした食堂､台所も床哩
房で冬の底冷え知らず｡採光も

申し分なく､この部屋の主役の

奥さんも一年中快適な朝を迎え
られます

床･長尺塩ビシート

0洗面所と便所にも床暖房が｡
ご両親に大変好評です

床･100角タイル､長尺塩ビシ
ート

三二lIl●◆◆

lfr.

家族構戎　夫如(1=.人26歳) +I-供1人+lAj親

(主人57歳) +次t)i

床面illi//330.00m- ( 100坪)

1　階　247.50ml (75坪)

2　階/ 82.50m- (25坪)

ljt一噸蛎/台所､居間,浴'ii:､沈Lhi脱衣'駕.便所

於-Il場/ 4か所

設計･施工/坂本姐築(℡0178 ･-.戸84-3011)

床暖蛎施工/宮本農機(℡0178 --二戸75-1024)

竣工1l･=//59年10月

カメラ./斎淋　功

◎ご主人自慢の床哩房の浴室｡
ヒヤッとした冷たさがなく､い

つでも熱いお湯に潰れます

床･100角タイル

床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

青森/坂本さんの住まい

0開口部を多くとったシンプルな外観｡開口

部が多くとれるのも床哩房のおかげです

熱い風呂にいつでも入れるのか最高の魅力
冬の寒さが厳しいご}-地に住む坂本さんは'

以前から床暖房システムには興味があったそぅです｡｢どうせ利関するなら家を新築する時にしよう｣-､かずかすの製品資料を集めてじっ--プランを練っていっLJ結果'最終的には給湯兼用の温水式床暖l甲ンステムに決まりまLLJ.競輪選手-いうスポーツマンのご主人と同居の弟さんにとって'快適な暖かさを得られると同時に'いつでも熱いお風呂に入れることが最大の魅力だっLJそうです｡｢僕自身は熱い風呂があればそれで満足ですが'小さな子供や両親のことを考えると'操作面で安全だLt空気の汚れない床暖房にして本TによかっLJと思います∴フちは,ご覧の通サム日所や水まわ-がゆっL,-としているんですが'床暖房だからこそ安心して設計できたんでしょうね｣と､ご主人は語って-れまLLJ｡
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床畦房の家
､､健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

北海道/山崎さんの住まい

｢他に比べ低温やけどをしない

確実に安全な床暖房を選ぶ｣

燃費の安さもうれしいですね
山崎さんのこの住まいは'奥さんご自身で

設計プランを考えられたものoというのも'42年に前の住まいを新築され､今回が二度目LJつたので'自分の思う通-につ-りL,かっLJからだそうです.″へソ祭-(北海道の中心のヘソの意)〟や'倉本聡が住んでいるので有名な富良野の隣にある芦別は'｢冬は'30度か40度-らいなんでね｣と､いちいち｢マイナス｣などといわないのは'さすが北海道｡山崎さんの住まいは'芦別駅の南側'やや郊外といっLJ観の住宅地にあります｡

設計時のポイントは″冬暖かいこと〟にし

ぼり込み､まず暖房を集中型で経済性のあるものから選んでい--床暖房'しかも給場と床暖房'風呂の追い焚きまででき'燃費も安い､今回採目したシステムが浮卜したのだそぅですo　いろいろなところで床唆塀についての知識を収集した結果なのです｡｢他のメーカーの金城パネルにカーぺッ-を張っている床唆坊では'暖まりガは早いけど､長時間座った-している-'低温やけどになること.Jあると捌きましたよO　しかも嘆坊をしていない呼は'金属がカーペッ-を適して熱を奪フため'暖房していない時は､冷LJ-て不愉快との経験者のアドバイスもあって'このシステムの床暖房にしました｡この床暖房はどこに座ってもt Hに当たっているような暖かさですから｣と奥さんがいわれる通り'床暖房は

0床暖房を設置Ll:南向きの居間.家中の窓はすべ
てペアサッシなので零下40度にも万全の対応　床･

ナショナルK｣255合板フロア

◎1階の部屋はすべて南向きなので､冬でも採光と

床哩房で日中は27度くらいになるそうです

◎浴室の床にも哩房を設備しており､ご主人はゆっ

くり朝風呂を楽しまれます

床･磁器タイル

大悦熱と同じ熱の尉き方をする榔射熱による嘩妨なのです｡

こ主人はお風呂の中で温泉気分

｢何といっても'お風呂がいつでも快適だというのが'重商に気に入ってます｡主人は酵素を入れて､すっか-温泉気分です｣
このボイラーは'浴槽のお湯を別のパイプ

を通るお湯で温める画期的な定温維持機能付きなので沸かし過ぎ'空焚きがなし　温度が卜がると自動的にスイッチが入るシステムですから'いつでも希望の温度が保たれるこ-にな-ます｡

寒中でも室内は花盛り
奥さんは大のお花好き｡セントポーリア'

コーヒーの木は､いつも青々しているLt糾蝶嘩紫考†蘭､アガパンサスなども'寒中に室内でみごとに花を咲かせるのも'空気を乾燥させない床暖房だからでしょうと語っています｡｢お正月には紅梅､白梅の菅がちょうどふ-らむように'家中鉢を移動しながら調節しているんです｣と'嬉しそうに話していましたo家族構成/夫如(主人60歳)

地域指定//第2種住居専用地域

姐ペい率′/60%

容柄率./ノノ200%

構造/木造2階建で

敷地面積/669m- (202.72坪)

床面柄//140.36m'(42.53坪)

1　階/ 95.00'Tt.(28.79坪)

2　階/ 45.361.･'(13.74坪)

味暖房/居間､台所､浴室､洗面所､寝室

絵揚./4か所

設計･施工//田中工務店(田中茂雄　℡01242

1T別2- 1369)

床暖蛎施工/大橋組(大橋敏子　℡01242芦別

2-4520)

竣工年月//58年4月

カメラ/佐藤成拒
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おばあちゃんのために
安全な床暖房を計画

0南側から見た外観｡広大
な敷地に立つ平屋は堂々た

るもの｡外壁の緑色も､周

辺環境にしっくりなじんで

います

○東側から見た玄関ポ
ーチ部分｡洋風ですが

軒が深くでているので

安定感があります

◎床喝房で出窓の盆栽も冬季間､快適に過ごせます

1　　1

1

床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

青森/石橋さんの住まい

部屋か均一に暖まる健康的な良さを買う
市街地-はいえ､青森の冬はかな-厳しい

ものです｡石橋邸では'家事作業を行うのが
･ 'i:におばあちゃんであるLJめ'特に安全で､

気持ちのよい暖房方法をと-LJい-希望されたそうですo以前､知人から床暖.序の使い心地の良さを聞いていLJLJめ'｢燃料常がかさむのでは｣という心配もあ-まLLJが'思いきって使ってみることにしまLLJ｡

施⊥個所は'家事作業の場であるム‖所･食
菅'洗面脱衣室'居間-いっLJ部分｡使ってみて､予想以上に身体が暖まること､広い部糧でも均質の暖かさが得られること'慮外に燃料やがかからず経済的であるこ-などを改めて感じ'快適に過ごしているそうです｡

家族構成/大村(主人54歳) +母

味暖蛎/居間,食堂･台所､流血脱衣室

拾揚/4か所

設計/一級建築士4i頗所･ r.i-1娃設計(℡0176 ･'.沢53-3881)

床暖f#施工/ ㈱T･:.I;棉(℡0176三沢53-4175)

竣工年月/60年8月

カメラ/斎部　功
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0床暖房を入れた居間.約16塁大の広い部屋ですが､床暖房のおかげで均質化され1=噴かさが得られます　床･フロ-リング

0食堂･台所も約12畳の大空間0　台所作業は主におばあちゃ

んがされますが､床暖房は安全で快適なので､家族も安心だそ

うです

床･フローリング

0洗面脱衣室o　ここも洗濯時など家事作業の時間を過こ

す場所｡床暖房なので作業が楽になったといいます

床･長尺塩ビシート
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1土

床畦房の家
tl健康な住まいと暮らし"を実現する

床暖房派か急増中

青森/三条保育園

｢乳幼児の安全第-を考えて

選びました｣

;姦表表遠目一一　-∫-二二(,r
O保育園の外観と庭で遊ぶ子供たち○社会福祉法人･道友会三条保育園のアプローチ

◎広々とした教室　床･ビニールタイル

燃費は以前に比べて安くなりました
八戸市の三条保育園では主な教室に床暖房

を施しています｡保育園は'乳児や幼児をあずかる所なので､建物や設備へ　それに冬季の嘆坊にも安全性が第Tの条件にあげられます.そこで新築を期して､暖房を温水式の軸射熱パネル方式の床暖房にしました｡このシステムの床暖房は､同時に給湯ができるので'子供

LJちの手洗いや'孔幼児用の浴槽にも給湯できて重宝しています｡

公共建築物では､燃費性も重要なボインー
です｡燃料費は以前に-らべるとかなり安-なり'まLJ､暖房機器を置かないので教室が広々と使えます｡

子供たちは思うぞんぶん遊んでいて､ほふ
く室では'おにいちやん'おねえちゃんに負けじとばか-'乳児がはい回っている､床暖房バンザイの園内でした｡
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0ほふく室｡床哩房の床にゴザ

敷きです

床･ゴザ敷き

◎浴室と便所も床哩房を設置しています　床･タイル ○廊下にも床畷房を入れています　床･フローリング
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床暖房/乳児宅､教室(5か所)､ホール､廊下.浴IiL便所

拾粘/3か所

設計･施工/カネヒロ建築(℡0178八戸52-2365ノ

床暖房施工/遠藤商店(℡0178八戸28-7122)

竣工年月/58年12月

カメラ/斎甜　功



｣
青森//玉勝温泉

｢低温でもどんどん汗が

出る｣-温泉宿の温水
サウナが大評判

構造,鉄作造2階旭で(桁場･鉄筋コンク1)-ト造)

敷地血flbI//1888m7 (572.12坪)

1ぷLfu'illi//632.2m, (191.58坪)

1　階/′316.1rnで(95.79坪)

2　隅/316.1rnl (95.79坪)

設計･施lン八鹿ーL掛古(℡0176ヒ北56-2443)

煉暖lJj施_l二　r'iJ･廠It:メント脱･Ja

竣二Ⅰ二年月/57年8月

○当初は利用客の応対
に苦労した高橋さん夫

妻

◎温水式のサウナ室｡
太陽光線と同じ遠赤外

線(電磁波)を転射す
るので速熱性があり､

温度も50-60Cの1=め､

呼吸器や循環器系-の

負担も少ないのが特徴
です

このサウナ全然熱くない､故障じゃない

｢すみません｡このサウナ､ちょっとおかしいですよ｡壊れているんじゃありませんか｣

まLJフロン-に牛がやってきて､･=川橋さん

にクレームをつけまLL,｡やっと彼を納得させてサウナに州LLJ-思えば'九ほど入ったばかり-思われる別の客がまLJやってきますo

k勝温泉旅館の;‖川桁さんは何度も川じこと
を説明しなければな-ません｡

｢お客さん'サウナはh‖回塩があLJり前-みんな思っていますけど､うちのサウナは榔射熱を利川した温水式サウナだから､00度の脱皮でも卜分発汗作目があるんです｡

ほかのサウナは､帥壇や棚度

の;‖回温ですから'女性やナどもは入れませんでしたけど､これはみんなが安心して利川できるサウナです｡でも'発汗効果は高.IBサウナよ-ずっ-h=回いんですよ｡

3

青森/あすなろ温泉

0 ｢あすなろ温泉｣の外観

電気サウナは経費がかかりすぎる温泉桁場｢あすなろ搬泉｣の経営芥･堵名

さんが浴場に温水式サウナを増設したのは'同じ-浴場を経常する知人から｢今度のサウナはいいよ｣といわれたためです.〟今度の〟-いう言葉でわかる通へ　この知人は以前にもサウナをつ-つLJことがありまLL,.その時のサウナは'車仙気を使うもの｡増訂さんが試しに入ってみLJところ､空京が乾燥しすぎるわ､熱いわー-･で全然よ-なかっ1Jそうです｡しかも純絹がかかる-捌き､

お客さん'黙ってもう.度サウナに.11Jつて
5分'1 0分入っていて-ださい｡きっとわか-ますo　このサウナはからだのためにもいいんですよ｣

以前は巾叱:刈サウナでしたが'高温で壁の板

にすき問があき'ス-ス-風が入ってくるといわれて改築する-き'熱心にすすめてくれLJ代理店の説明をきいて今年'導入することにした-いいますo

女性や子とも客が倍増しました

｢できてから･;分でも試してみまし1)が'女のEl分でも卜分入れるサウナに感激｡以後tH信をもってすすめている｣-いう奥さん｡

サウナから川てきたお客は日々に報黙して

-れるのです｡｢いやあ-人したモンだよ､どんどん汗が出LJ｡今までの2､3倍は出LJね｣｢前みLJいに日も蛇かずHしくもならない｡なんか'こう'やわらかい唆かさなんだが'効果があるんだねエ--｣

温水式サウナにしてか･㌧　と-にrどもと

女性客が借近-準えたそうです｡r1分の経営する浴場に付ける:丸など､モ頭起きませんでLLJ｡
車仙気サウナを付けた友人も'結局しばら-

してそれをやめ､批水サウナに取り行えLJのです｡｢さっそ-行ってみる-'確かに感触がいい｡
川仙度は低いけれど､‖然に汁が吹き出すんで

すね｡うちも付けよう､と思いまLLJ｣
=仙水サウナは､]f Bi'人井'腰掛けとす

べての内照の卜に配管Lt乍面から熱を光化させる〃qo車仙気ヒーターで局所ー-勺に熱-するのでなく乍体に暖めます｡溢水を川いるため熱が尖らか- '刺すような感党がありません｡内部の氾度は50度から60度Cですが､



｢お年寄りや子ど

もに安心して入
ってもらえます｣

敷地繭WE/1980m, (600坪)

床面桃/561m2 (170坪)

1階/396m2 (120坪)

2　階/165m2 (50坪)

サウナ設計･施工/I.1-･鹿セメント収･JE

(井上√ f　℡0178八戸22--7311)

竣工年月/60年11月

○低温なので年寄りや子とも達の人気を集め
るサウナ室｡ヒバ板の仕上げです

州度のサウナよりもかえってよ-発拝します｡

サウナを付けてお客さん倍増を期待

｢普通のサウナは入った途端にすごい刺激がありますから'体の弱い人などはちょっと無理です｡でもこれなら'お年寄りやお子さんにも心配な-入ってもらえる｡いろいろな方が来られる浴場には､最適ではないでしょうか｣(蛇名さん)

最近は内風呂が当LJ-前のようになり､公

衆桁場利川者は減る.ん｡｢あすなろ温泉｣のある地域もその例に減れませんが､｢サウナを付けLJことで､壮U段来ない人も来て-どさるようになれば･･････｣と蝿銘さんは期待しています｡冒頭の知人が経営する浴場でもサウナは好評とのこ-｡｢あすなろ温泉｣のサウナも'きっ-地域の人LJちの人気を集めることでしょう｡
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青森/荒沢さんの住まい

構造/木造平屋建て
敷地面桃/825m, (250坪)

昧両横/198m2 (60坪)

設計/伊藤建築事務所

施工/山道建設
味暖房施工/fJi森セメント敗･,'a

竣工年月/60年11月

荒沢さんご一家

◎床哩房の浴室｡奥さんが入りやすいよう浴
槽を埋め込んでいます　床･タイル

｢体の不自由な

女房のために
床暖房を入れました｣

0入母屋づくりの重厚
な荒沢邸の外観

○腰掛ける生活が楽ということで｢床噴コク
ツ｣を設けた寝室床･カーペット

改築でも簡単に施工できるんですね
荒沢さんの奥さんは去年卒中で倒れ･今も

入院中です｡間もな-退院の壬疋ですが･体に障害が残るとのこと｡｢家を暖か-してやらなきやな-ませんが'普通の暖房だと空気が乾いてかえって健康に悪い面がある｡そこで'パイプに湯を適す方式の床暖房にLLJいと思っL,のです｡これなら風邪をひ-こともないし､第‥安全ですからね｣

ただ新築ではあ-ませんから'実際に施工
できるかどうか疑問｡できるにしても'大∫事になるのでは･･････という心配もありまLL,.

この古着設計事務所に聞いてみたところ'｢温水式のこの軸射熱パネルなら意外に簡単ですよ｣との答が返ってきたので'奥さんのために改築に踏み切ったのです｡ボイラーの燃料は'灯油を使っています｡

毛布2枚で寝られるほどの暖かさ
日月に工事が終わり'使い始めたばかりで

すが､｢部屋､廊下'便所'風呂--みんな暖か-て気持ちいい｣-荒沢さんは-二機嫌｡卜から暖めているため､寝ている時が特に快適だそうです｡｢以前は毛布2枚'布川2枚
･･････などと何枚も掛けていLJのにt t布2枚

だけで十分ですからね｣
船室には｢床噴こたつ｣を設置しまLLJ｡

｢床に脚を折って座るよ-'腰を掛けるガが楽｡特に体の不自由な妻に-つては'据-ゴクツ形式が一番いい｣と考えたからです.このコタツに入っていると､足の‥炎からじわじわ-暖かさが位わって-るとか｡磁気を使う槻-ゴクツと比べへ熱の柔らかいのが人きな長所です｡

奥さんも､きっ-〝楽園のようになったわ

が家〟を気に入られることでしょう｡
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床畦房の家
"健康な住まいと暮らし"を実現青春

床暖房派か急増中　　　　　　　や

宮城/松尾さんの住まい

梅雨時もデリケートな暖房
調整で最高の快適さに

梅雨の時期もジメジメ感がありません
東北大…:.1を定年でやめられた松尾さんは'

奥さん-お∴人'閑静な和風の家にお住まいですoそれまでは各省庁関係者の官舎に住んでいLJのですが､この官舎は鉄筋のマンションで､住まい-しての潤いがなかったので'純日本家屋の奥床しいたLJすまいが感じられる住まいというのが'新築の際のご希望だっLJそうです.

床暖房は設計･施工会社の菊地さんの勧め
で'メーカーの仙台営業所まで出向いて検討し'｢うん'これならいい｣と松尾さんご自身が納得の上で決めました｡

引っ越しはれハ女でしたo新築の家は建材が

判埜丸で'カビが発fJLLJ-するものですが'
家全体がソ7-に蛇燥し､習隼初めての梅雨時にJ､ジメゾメしたうっとうしさがまった-ありませんでLLJ｡`般の喝塀ではなかなかむずかしい斥先や梅雨時の肌寒い日の氾度凋節も床喝坊なら快適にできます｡｢結構な咋ですから'これからは喝坊に気を配りたいですLt　この昧喝坊は軌交換式ですから常に家の中が唆かいのがいいですね｣と語る松尾さんは､還li=を過ぎたとはとても思えないほどの片々しさ｡...)本人は｢気が若いからでしょう｣といいますが'小学牲時代から現在も'シニアチームに入って野球を続けているという根っからのスポーツマンなのです｡

火災の心配かない安全設計もうれしいですね

｢仙ム日も大平洋1L-はいえへ冬は結構マイナス6度-らいになるものですから'仰宅時間を逆算して､タイムスイッチを入れておくと揃って玄関あける-ホワ-ツ-暖かいんです｡
.人とも長い間共働きをしていLJので､誰も

いない家に帰ってきて､ヒヤーツとしているのは嫌でし1)から､この床唆塀のおかげで'身も心もホッとしますよ｣(松尾さん)｡

まLJ.お凪Hの追い焚きもお湯でお湯を沸

かすシステムなので'空焚きや描かし過ぎがな- ､火災の心配のない安全設計も'嬉しいことのひ-つです-'松尾さん｡
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○アフローチ固リ

○落ち着いた純和風の構えに､松の積振
りも美しく映えます



○健康への配慮から､ ,16室の床にも暖房を入れ足からくる冷え込みを解消
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○こたつも温水暖房なので､ソフトな噴かさが得られます｡食堂と台所も床暖房を設

置　床･タタミ(和室) ､カーペットと長尺塩ビシート(食堂､台所)

◎飾り棚のある床暖房の客
間　床･タタミ

家族構蛾′,人&,J･ (~i=_人62歳)

敷地面桃/235.59111 (71.391･F)

昧面flli 110.58m (33.511,F･)

1　階　80.76m〉 (24.47坪)

2　階　29.82m (9.04坪)

休暇Ijf fi所､食堂､茶のl臥和:iL浴寅､洗面所

鼻汁湖/3か崎

設計･施工/ビーバー-ウス(-il'地英一　℡022仙

台249-0181 )

l御宝TJl'施｢. I.･:･.'f_･7ラント･アルコ†而･.;,'･'.･某所(℡

022仙缶258-6638)

竣工年月/ 58年3月

カメラ/斎部　功
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床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし′′を実現する

床暖房派か急増中

東京′//安井さんの住まい

子供がうたたねしても風邪を
ひかない均一でマイルドな暖房感

0床哩房で哩かく.使いやすい明るい台所･食堂

床･コルクタイル

○ゆったりと広い床哩房の洗面所

床･カーペット

二世帯の意見か一致して床暖房を採用安井邸は両親との2世帯住宅です｡暖房に

っいては奥さんが″研究担当〟 ｡両親の住宅部分の暖房については妹さんが担当LL,そうです｡｢その結=7.礼-妹の･A':たりとも=血水式の昧畷Wにしようと意見が.放しました｣
今はははえみを浮かべて捕る奥さんですが'

研究中､もっとも頭を痛めLJのは3人の.十供LJちの健康'滋乍に対する気遣いです｡そうした点を(.山懐にク-アしたのが'この昧唆帖だったのです｡｢子供にとっても'床暖序の暖かさは心地よいのでしょうね｡子供はよ-床の上でスヤスヤ-寝てしまうんですよ｣と笑われる奥さんは'そのやわらかな暖かさをご自身も実感してこう語られます｡｢室内が均一にやわらか-暖かいのがいいですね｡温水を使用しているので清潔で､子供にも安心ですね｡主人もたいへん喜んでいます｣

いつでもお瓜Hが'一定の温度で利用でき
ることも安心｡｢急に熱いお湯が流れ出してくるようなこともないので'子供にも本当に安心なんです｣

このボイラーのお凪Hは柔らか-沸かせる

のが特徴｡
さらに入りたいとき早-沸き'空焚きの心

配がなしまLJ沸きすぎず'冷めに-いのも特徴です｡
安井邸の奥さんも､｢燃費がまっLJ-気に

ならない-らい安-すみます｡とにか-子供のためには非常にいいシステムですね｣と実際に使われLJ感想を話されていまLL,0
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◎子供たちにもやわらかな板張りの床暖房を入れた居間　床･フローリング

○床暖房を設置し
たピアノのある部

屋床･カーペット

家族構成/欠如+ I'.I)油,li+係3人

構造/木造2倍建て

味暖蛎/親tU:借･居間.汗'B.'､食堂･台所,浴省､洗面所,揺

雀､ LI1歳､流血所･傾所　i･世借･居臥　食堂､台所､

溢室､ i･供雀3､洗面IjjF

歳計･施工/小堀住研(℡03如!;..349 0711

1R暖蛎施工/;･:日.･フラント･アルコ(℡03火l;･;348 3801)

カメラ/性藤城梅
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床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

長野//ノWさんの住まい

子ぽんのうのご夫妻が選ばれ
た清潔で安全な床暖房

床暖房だけで冬を越す
Wさんの家は床暖房を-防-2隅に設置し

ています｡旧居では冬になると非常に寒くそれが引き金になって'暖房面に考慮を払った家づ--にな-ましたo

まず'外壁は断熱効果の高いALC板を用

い､すべての開‖部のアルミサッシは2竜です　(複層ガラスのサッシではな- ､ガラス戸が2枚ずつ在っている)Oこのように断熱効果を‥‖回めてガードを囲めLJ建物を'内側から暖めるのは床暖房です｡
W邸の嘩塀は床暖好.本や-｡平面川を見

てお判りのように､設置場所は両階に及んで

います｡以前はス--ブやFF暖房機で個別暖房をしていまLLJが'全面的に床喝序に切り換えLJので個別の暖房機はT切使っていません｡一般に床暖房は立ち上がりが遅いので補肋の暖房機をつけるこ-が多いのですが､W邸ではこれがありません｡その嘩由を次に述べます｡

日中は適温に就寝時は低温にセット
長野市郊外にあるW邸ではt H月中旬ごろ

から翌年の4月下旬ごろまで床暖房を使用します｡厳寒期は24時間運転の連続です｡給湯を兼ねた床暖甲ンステムでは温度調節や暖房個所の切り替えが容易にできます｡ですから

日中､使用する-きは適温に合わせておき'夜'就寝する-きは低温に七ッ-します｡そして'翌日の早朝便-部屋･1台所食骨､居間などはタイマーでセッ-してお--､起床のころは適温になるという具合です｡｢全-手のかからないシステムで､tT重な暖房方式なのです｣
W邸の給…何は7か所｡浴槽には気泡装吊を

つけています｡.=<李は浴名川のみにボイラー杏.,ii1転させますo

床唆坊を快い始めて4回日の冬を越しまし

たが'暖かさと室内の空気が汚れない快適さはいうに及ばず､小さなナビも達を安心して遊ばせられるのが何よ-というのが､子ぽんのうなWさんご夫妻の感想です｡
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0子ともたちと接する

機会を増やすため､床

暖房の家事コーナーは

居間につづく食堂の南

面に設けられました

床･長尺塩ビシート

○寄棟屋根を現代風に
デザインした外観

◎床噴房にした食堂と

台所は奥さんの意向で

分離されました

床･長尺塩ヒシート



○床哩房の台所｡システムキッチンや大型の食器棚を造
り付けた充実スペースです

床･長尺塩ビシート

0木の感触を存分に楽しめる床暖房した居間
床･フローリング

家族構成/大棚(i三.人37歳) +(･供3人(女

9歳･6歳､ 113か月)

構造/木造2階嘘で
敷地血frI//297.00rn' (90.OO呼)

tk'面械/181.50m' (55.OO呼)

1木曜蛎/1階-b;日脚､鹿骨,台怖､桁'鵜.

洗如所.便所　2階-恕'+L l･供'戦､衣装'+;､

使所　統II'臥/7か所

昧暖蛎施工/バスラー機器肱･,'fc

竣工年月ノ/57年5月

カメラ/斎溺　功

奥さんとお嬢さんたち

ウ ノl 171.F 唸5�� ��

岬 � 

rJ 劔 

- 劔剪�劔 

[=コ□ 誓□ 劔��､二 剪鋳� ��

- 劔劔劔鳴����

□口 1 

l 劔劔劔��
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床暖房の家
､'健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派か急増中

山梨/雨宮さんの住まい

床噴戻した居間

床･カーペット

新居の外観

44

｢清灘で安全､ハイハイする

孫には理想的暖房です｣

床暖房した板張りの食堂　床･フローリング

6畳もある広々とした台所

も床哩房で寒さ知らずです

床･クッションフロア

古いボイラーを改造し.て床暖房に毛利絹
地築後､.;数小経過した什七の給湯化山刷と

して'雨宮さんは3年前か.上=HLプラント･アルコの.　.刑京イラーを採目し仙川していましたが､隣地に住む･l{大加に了供が小まれ'食車をはじめ､乍日日が'この旧家で過ごす畔川が耶えLJので'建て伴えるこ-になりまLLJ｡そして'まLJ折しいボイラーなので再利川するこ-を業･Tに希望する-､ボィラーHの水机を交換する-昧順.Wもできるようになる-いうアドバィスを受けた雨宮さんは'理肌Jわずかですみ､川よ--昧畷川を施仁した他所の家で'マイルドな暖かさを実感したこ-か･㌧　この改造バスラー(川二川○刑-)を仙うこ-に淡めました｡｢まLJ使える物をどんどんHい作えさせるメーカーがある中で'ちょっ-した部‖州の交換で機能が耕し-なる設備をつ-るメーカーの姿勢が気に入-ました｣と雨宮さん｡

†トドL

衣/Jil肌成　)､也r: ( i:.Jヽ59l'.'k)

Jj(LHlllJJ I.I:I.'LJ.た骨. fHrJi

Jj'llかJi施l二:.森ガソリン爪(℡055｣

34臓IIl14　0343)

i'Tili"　4かJ'11

竣l.IlH　6111 4日

カメラ　L/.J]'hJJk純

.若奥さんと2歳のお嬢さん



床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし′を実現する

床暖房派か急増中

静岡/堀内さんの住まい

｢火の心配がないことが

なによりも安心です｣

一番喜んだのは子供たちですね

｢コタツに入ってしまうと､腰が上がらないんですよ｡コタツから〓ると寒いですからね｡でも給湯を凍ねた_脱水のi<畷Wを入れてからはそんなこ-はありません.たIj届小が境か-て動きやすいんです｣

堀内邸の奥さんの前によると'4生別'家

を新築する以前の唆坊はコクツだっLJとのこと｡ご･ +i人の考えでこの床唆坊に切-Jf;えました｡

仁侠が小さかったLJめ'以前からスト17

は危ないので使いませんでLLJ.現在子供は､山人i2年と小学6年の娘さん1.人｡それとー･Ij親の6人家族です｡
建物は平掘建てですが､1 4龍の地下室があ

ります.床喝塀は仁侠小我と地下室に施されて

います｡

地卜室はトップライーを付けて人変明るい
部局です｡段弟.のついたタタ,,,のコーナーもある板張-の空間で'ご,.i1人は苦点に使うつち-でつ-つたとのこと｡

ナ伏二八の部絹は8日ltO板張-でじゅ-た

んが敷かれています｡子供宅は以前､コタツでLLJが､ほかに机二つ､オルガン云口､本筋､小物入れ-物が多いL,め､大変狭-なっていまLLJOところが'床暖房にしてコタツをとつLJら部LWが広-使えt tL供LJちは人喜びしているそうです｡

奥さんも､お凪円は以前'ガスで沸かして

いたので時間がかか-ましたが'今ではいつでも､すぐ入れるのでとても便利ですと話しています｡｢そして､なによりも火の心配のないことが'とても安心できます｣と'奥さんは言柴を結ばれまLL,.

地下室のタタミコーナーも床暖房です

家族構成//大棚+ √伏2人(女13歳･12歳)+[両親

構造/木造Lr'--k妄姐て･溺RC
1.Lつ　　地域指'i /住居地域

Fjt'lrII一紙/151.80m2(46.0坪)

1　肝′ノ127.05m:(38.5fl'･)

地ド'ji/　24.75m2(7.5坪)

1脚かJ)-　(･供Ijミ､地卜'1号

皐た湖/ 3か所

設計･施l二/堀内私設(℡0545'.1:･.'1.-35 -1564)

1人暖JJj施r. , I.I:.,'l:アセチレン1'.澄(℡0545',I:I.'I:61 -3195)

外観｡切妻屋根の

伝統美をたたえる

和風住宅です

床哩房の地下室｡トッ
プライトでとても明る

い執務コーナーです

床･フローリング

ご両親も哩かな床暖房を大変　　竣I'.il'･JJ // 581li 6 JJ

喜んでいます　　　　　　　　　　カメラ.(b崎　徽
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-長　一も㌔}鶏も

享t I I- ,-i--

床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

兵庫/中川さんの住まい

床か暖かいのいったいどないなってるの､とお客さんかびっくり
中川さん.家は若夫婦に男のおナさんばか

り3人しまだl凡気な,.I)両親の計ヒ人という人家族です｡∴十生別に新築した家を'二年前に大増改築したわけですが'その時'以前から､懇意にしていLJ業者のガからすすめられていLJ給湯を兼ねLJ温水式の床暖房システムを使って'床唆妨-'好みの部屋に自在にお湯の出るシステムをとりいれLJのです.

暖房についてはこのシステムの床暖房を

施上して実際に稼動している部屋や浴室の洗い場の上を家族みんなで素足で歩いて体験し､納得したものですから､みな完成するのを楽

しみにしていまLLJO

床唆坊をLLJ部輔は食催･ム‖所ですが'若
奥さんのお客さんガがこの部JJLTFに人っLJとき壁.gがポカポカ-暖かいので｢これはいったいどないなってるの｣とびっ--する人や'｢こんなにもいいものとは知らなかった｣と快適な暖かさの初体験に感激したりする八がいたりして'とにか-大好評だそうです｡｢食堂･台所に床喝材を.JL,ものですから､以前に-らべて､冬場は家族がこの乱掘に居る時間が長-なり'おかげでコミュニケーションもよ-なってうれしいですJq(井奥さん)

床暖房した食堂･台所をじじ･ばばは天国といっています

寒い日､外出から佃ってきたじじ'ばばも

″食堂は入国〟といわれます｡ストーブのように焚きさす暖かさでなく卜から体の芯を暖めて-れるようだというこ-です｡

台所什事の長い器奥さんも｢本‥11はここに

.山座していたいようですよ.空八八は汚れない
し､火事の心配もな- 'お枇辞でなく　本Tに床暖房にしてよかったと‖心っています｡価打ち為-ますよ｣

46

｢空気は汚れないし､

火事の心配もありません｣

家族構成/人如( i三人48歳)

+ √供3人([)123歳･20

戊･171Lk)+両親

地城指定　第2種目:.lJ紬目

地),Lt

地ぺいヰミ　6000

容hlL率　20000

構造　本道2肝建て

休暇IJj/fT所･食背

紋-:湯　4か怖

休暇IJ;一施l-. ′ト休日:..没(℡

0794加l ll川t2415128)

カメラ　人枯l勝塩

0家族が集まってくる食
堂と台所(床暖房設置)

床･長尺塩ビシート

◎増改築の結果､外観も
内部も充実した中川邸



床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派か急増中

広島/大田さんの住まい

引き戸で居間と間仕切られた床哩房の食堂､台所｡

夫冬でもこうやって開放的に使えるのは床哩房なれ

ばこそです　床･フE)-リング

母や子供のために操作が簡単で
安全､体にも良い床暖房を選ぶ

後方に緑が広がる好立地に立つ大田邸

家放構成/夫婦(主人41歳)+子供4人(男19歳､女15歳
･12歳､ 1歳)十母

構造/木造2肝姐て

床暖tij/居間､免常､台風　老人室､浴室､便所

拾揚/4か所

読.fl- ･施工/山根木材･建設藷仔(℡082広砧254-3236)

床曙lii施工/西条設備(℡0824束広島22-2559)

竣工年月//60年9月

カメラ/藤瞭研泊

床暖房は決して高価ではない

｢おばあちゃんたら'一人で冬を過ごすのにもったいないからといって'ほとんど使わなかったんですよ｡せっか-安全だからと思って利用しLJのに'使わない方がもっLJいないですよねェ｣と奥さん｡事のいきさつをうかがってみました｡

大田さんは昨年9月に'実家のある東広島
市におばあちゃんと住む2世帯住宅を新築しました.LJだ､子供たちの学校の区切りが悪いため'大田さん一家は引っ越しを今年の3月とLt　おばあちゃん一人が昨年からこの家で過ごしていたのです｡

大田さんにしてみれば'小さな子供-おば
あちゃんのことを心配して､操作が簡単でし

かも安全'体に良い暖ま-方のできる床暖房を思い切って入れたのですが'反対に､苦れ質のおばあちゃんは一人だけでこの心地良さを味わうのが忍びなかったのです.
3月に一家全員が揃ってからは､暖かい日

が-るまでボイラーはフル回転したそうです｡もちろんみんな大満足｡｢暖ま-方が柔らかいねエ｣と口ぐちにいい合っているそうで'今ではおばあちゃんもうれし気です｡
ところで'大関さんは″床喝塀など聞いた

こ-はあっても自分-は無縁だと思っていLJ〟ので'設計者に相談することもなかったのだそうです｡ところが奥さんの実家で偶然､メーカーの人に会い″床暖房は決して高価で縁遠いものではない〟と説明されて'俄然勇気が出てきたとか｡｢この偶然にとても感謝しています｣-奥さんも喜びを隠しません｡

床哩房の居間

床･フローリング
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床畦房の家
"健康な住まいと暮らし′′を実現する

床暖房派か急増中

岡山/左子さんの住まい

居間から食堂を見たところo低温水式床喝房だから安心
して木の床にできました

床･フローリング

前庭も美しく造園された左子邸の外観

｢他の暖房と比較検討し､ずば

抜けた安全性を買いました｣

床畷戻した1階の

和室｡空気が乾燥
しないので､掛軸

や人形も傷みませ

ん

床･タタミ

自然石の風合いが

全体に生かされた

浴室と床哩房の洗

面所

床･長尺塩ビシー

ト

空気の乾燥や汚染がないので健康的ですね

｢幅射熱暖房の良さは周囲の人LJちにいろいろ聞かされLJL､私自身とても納得しているんです｡ただねエ'工事にまとまってお金がかかることと'維持費がどの-らいになるか予想がつかなかったことが1番問題で'最初は考えちやいましたねエ｣という左子さん｡ご自身も建築関係の仕事をなさっているだけに'暖房設備に対する知識も豊富ですから'暖房をいろいろな観点から比較検討したご様子です｡｢結局､床暖房の採用に踏み切ったのは､その安全性がずば抜けて高いためです｡前の住まいではヒーターやス--ブを使っていたのですが､子供たちが夜遅-まで勉強していれば'火元のことが心配だし-- 'とにか-暖房機の数だけ″火の用心〟が必要になる｡それが今では台所の火と私のタバコの火だけを気をつけていればいいんですから｡おまけに空気が乾燥したり'汚れLJりしないのは健康にいいでしょう｡私はね'どんなに寒-でも辛抱できるんです｡はっき-いって暖房なんてそんなに必要ないoだからこの床暖房は家族のLJめ､それとこの新しい家のLJめっていうのかな｣

こう語るご主人の横で奥さまは'うれしそ
うに｢とても柔らかな暖かさが最高です｣と微笑んでいました｡

48

左子さんご夫妻

家族構成/大輔(主人51歳) +子供1

人(男14歳)十母

構造/木造2階建で

床面析/116.54m虫(35.31坪)

1　階/ 69.11m2(20.94坪)

2　階/ 47.43m℡(14.37坪)

床暖Iz5/台所､免償､屑糊､和室､

洗面所

絵描/4か所
設計//坂本一級娃築設L,汁'Ji碓所

施工/サンヨー住宅(℡0868津山22
-9618)

lk'喉塘施工/タカラ産丑(℡0868津

山26-0155)

カメラ/中桐帖良



設備プロの眼にかなった
安全で空気を汚さない床暖房

149
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○床暖房の応接室

床･じゅうたん

家族構収　入hJ)I ( t三人56歳)

床暖IJJ /氏常I fil軌　Xo)1批和宅, T応接'某､

桁'埠!

拾f揚　4か所

蕊.汁･施r.小fT祉設

休暇JJj施r_　西条.設備(℡0824火広llも22 2559)

竣l二q:･fl　60年111J

カメラ/藤噂研泊

0昔の秦農の屋敷を思
わせる威風堂々たる入

母屋の外観

○床哩房を施した食堂
･台所o約10畳の広々

としたスペースです

床･長尺塩ビシート

0床哩房の和室

床･タタミ

床暖房の家
"健康な住まいと暮らし′′を実現する

床暖房派か急増中

広島/谷津さんの住まい

◎床哩房の浴室
床･タイル

オンドルに近い暖房方式の床暖房を採用
ガストや･ガス州{=日.ハ収尤公社を経常する:(=

滞さんは'職業柄'住七設備に関する情紬には人.情敏感です｡3.前から側心を持っていLJ〝オンドル〟(古水から刷鮮で川いられる暖
.Wはで､･=川にレンガで煙道をつ-り､燃焼

空気を送ってit乍体を=血める)　に近い喝坊方式をとる床暖房のことを知り､‖七で'実験の点味も凍ねて佐川するこ-に決めました｡

冬は.度越したきりですが'プロの鋭い観

察眼による-､①=3.化か･㌧峻まる感じが良い､②風で空気がか-拝されないから空気が汚れない'③電気叩砧E'ハのようにコードに足をひっかけるこ-もな-安全であるこ-が､すぐれた点だそうですo



床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

香川/松田さんの住まい

北国から温暖地までとこでも使える暖房ですね

｢マイルドな暖房感が最高｣と'床暖房の使用感を口にされLJ松田さんは'ワンバク盛りな男の子が二人いるため'日頃から安全性の高い暖房方法はないものかと探し求められていまLLJ.そんな析'販売店からすすめられLJのがこの床喝序です｡とはいえ'当地では北国のような厳寒期というのはありません｡｢寒-ない環境が得られればそれでよし｣と考え

られていLJ松田さんは'｢施工費用と燃料費用が少々高-つ-のでは｣と'当初尻込みをされていたようですが､実際に使っているお宅で実体験Ltその快適さに魅了されて採用に踏み切られLJといいますo｢二二二年､寒い日がありまLLJが､それに耐える十分な暖虜感が得られました｣と､床暖房を採糊していて良かったと話される松剛さんは'北国から温暖な地方に至るまで'広-使える設備だと､言葉をつがれます｡｢実際に使ってみて驚いたことは'安全であること手がまっLJ-かからないこと､さらに燃費も

思いの外安-つ-ことです｣(松田さん)｢マッサージを受けLJみLJいにサッパ-する｣という超音波風呂に毎日のように入る松田さんに､燃費の具体的数字を上げてもらったところ｢厳冬期で暖一掃を1 7-1 8時間使っている時で2-0㍍-らいですか｡もちろん毎日入る風呂も入れての数字｣が答えとして返ってきましたo

この経済性に加え快適性が松田さんの心を
動かし'今､販売店と'子供室を床暖房にする工事打ち合わせをすすめられているそうです｡

5

ワン^.ク盛りの男の子がいて
も安全なⅥ床暖房〃を採用

○床哩房の居間｡家族が
居る頻度の高いこの部屋
に床哩房を施しています｡

念願のフローリング仕上

げにも対応できるとのこ

とでこの床哩房を選びま

した

床･フローリング

◎玄関ホール側から見た居間

家族構成/欠如(主人38歳) +(一供2人

(労10歳､ 7歳)

構造/鉄筋コンクI)-ト造2僻地で

床面械/105.6m2 (32坪)

1桁/66.0m,(20坪)

2　階/39.6mで(12坪)

床暖IjlE/矧[王J

拾揚/4か所

設計･施工/大成建設(℡03水成567-1551)

床暖IJl施I-/尾原商店(℡0878高松9815616)

竣工年月/59年10月　　カメラ/大砲勝寛



床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派か急増中

高知/武田さんの住まい

r火只や子供のヤケドの心配がなく､

燃費も安いので採用しました｣

O ｢使ってみると､新しい発見

がありました｣とおっしゃる武

田さん一家

実際に使ってみるとより以上に床暖房の長所がわかりました武川さんは'販売店の勧めで給湯を兼ねた
温水式の床暖房を知-まLLJ｡近隣に床暖をっけている家が多いので､それらのお宅を見せてもらって話を聞き'①火災の心配がないこと②子どもがヤケドした-しないこ-③燃費が安いこと　-　などを確認して'採桐を決めたそうですo

実際に使ってみる-'最初考えた以卜に便
利で快適だった-のこと｡｢人の家で短時間味わうのと'自分の家で毎日使うのとでは､チェックボイン-が微妙に違うのですね｡よそのお宅を見せていただ-時は'ただ暖かさとか安全性'燃費といった表面だけを気にしがちですが､自分が使うとなれば'操作が煩わし-ないとか､細かい点もとても大切になります｡その点でも'大満足しています｣と武田さん｡

医院を開業する義兄にこの設備を贈るつもりです武田さんは薬局を経営しておられ'商売柄､
体の調子の悪い方がよ-みえます｡そういった人達も武田邸の快適さが気に入られ'居間はいつの間にかサロンのようになりました｡

｢家内の兄が東京で医者をしているのですが'
近々高知に戻って医院を開業する予定です｡その時は'お祝いにこの温水式システムの床暖房を贈るつもりですよ｣と'武田さんはおっしゃっています｡

○武田邸の外観

家族構成/人&.I; (i:.人39歳) + (･

供2人(女6歳. 914TX)

床tlH'桃　的132mウ(40上-I;･)

1　肺　約92m, (28坪)

2　肺　約40mご(12坪)

床暇lji/i;liG､食菅､ I.T:-JrrJ

L'i湖/3か所

設計/市Ill舷.没.汁rJi頗1･TT (℡0880

2作川4 -0913)

施L/ rf川l拙策(℡08802作川4-

0176)

休暇蛎施r: /三栄商会(℡08802

汀川2 -3434)

竣r_1F:月/54q･'･3 JJ

◎ひと続きになった居間･食堂･台所｡

床哩房は､広い空間をまんべんなく

暖め快適このうえないそうです

床･フローリング､じゅうたん

/   ヽ

ふ&へ　(.__ i　　_.b._--■

■』　ー　　　｢

r"



香川/大橋さんの住まい

｢以前使っていた温風暖房機の安全性に

不安を感じて安全な床暖房を採用｣

温泉並みの風呂に大満足
熟年夫婦の終の住まい-して､海辺のL地

に純和風の格調高い住宅をお建てになった人橋さん｡計画中に販売店さんからの強い勧めがあって床暖房を取り入れました｡

人橋さんはそれまで床暖房に対する知識が
なく'説明されてもどんな噴かさなのか実感が湧かなかったそうです｡｢説明の中にオンドルという言葉が出てきて初めてなんとな-わかりました｣　(r..)･七人)といっLJ具合です.でも旧宅で倣っていLJ｢温風暖好機の安全性に不安感を感じていLJL LJめ'｢操作が楽で安全｣な床暖房に決定しましたo

床暖房の良さを本当に実感したのはもちろ

ん入居後のことですが'その感想をご主人は'｢川田といえども'ここは冬になると海凪が吹きつけて寒さがさびしい所なのですが'おかげで今は寒さ知らずです｡私が好きなのは何といっても温泉並みのお凪Hですが'たまに遊びに来る孫たちが裸足で元災よ-走り回っているのを見るのもいいもんですねエo教えて-れLJ販売店さんにはとても成心謝しています｣と'その快適さにすっかり満足している様子です｡

52

0外観D重厚な純和風建築です

○居間の隣に位置する10畳の和室｡床暖房だから和風建材も

傷まず安心していられます

床･タタミ

家族構成　欠如(ii人65歳)

構造　木造i;･帖旭て

床面117　299.31m (90.70坪)

FjmllJj /州'J､圧せ. fil軌和室( 6･':t､ 10-㌢と)I

浴室､便所

的湖　4かIirr

.乱汁/近藤姐築設計●li席怖

施l二　高倉組(℡0877丸lh22 0030)

脚rJJi施工　信和慮某(℡0878高松66 9583)

竣1二年‖　5911:･11日

カメラ　大砧勝'fE



153

◎広縁とし辛型につながった開放的な床暖
房の居間

床･じゅうたん

0威風堂々とした門構え

◎広々とした浴室には床哩房が特に効果的｡
大橋邸では気泡バスを利用しています

床･タイル


