
経済編

省エネ設計の床暖房

で家計は大助かり

9



建築家が診断多くのメリットを勘案すれば

る
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温水式床暖房の燃料費はFF式温風暖房機の二分の一
床暖房の快適性は'かなり広-知られてき

まLLJ.そのわりにまだ普及度が低いのは'

せいil.､

｢お金がかかる､SiI'沢な設備｣という誤った
印象を持つ人が少な-ないLJめでしょう｡そこで､この稿では床暖房の経済性についてお話しようと思います｡

確かに床暖房は'ストーブや温風暖房機に
比べて機器類が高く　工事費もかか-ます｡しかし経済性を考える場合'問題になるのはイニシャルコス-だけではありません｡もうひとつ'ランニングコス-がどうなのかも問題にすべきです｡

床暖房は､温水式(ボイラーで沸かした湯

を'管を通して床下に回す方式｡熱源は灯油'ガス､電気など)と'電気式(床にパネルヒーターを埋め込んだ-'電気カーぺッ-を敷-方式)　の2種類に大別されます｡このうち前者は､ランニングコス-が非常に安上が-です｡熱源に灯油を使い'計20畳大の空間を1日1 0時間ずつ暖房した場合t Iか月の燃料

(資料1 )各種暖房方式のコストの比較
-6 ･ 6 ･ 8畳の3部屋に暖房し､ 1日10時間使用すると仮定-

＼.誓式 �y�X���h册ｲ�幽ｴ9Y�ﾌ冑册ｲ�FF式 �7H4�92�

A ���

コスト 冑册ｺHｸｹZjHｨ��葈ｬyyﾘｴ�EﾉWB�唖房書用 刮ｷ風哩房機 �7��ｸ5��ｲ�

イニシャル コスト ��紊sBﾃ����900.000 都sRﾃ����453.000 ���"�����

ランニング コスト (月頼) 湯ﾃ都R�虻ｹ9(ｭﾈ-竰�8.700 �#津c���19.100 �#"貳��

エネルギー �9Ioｲ�同左 幽ｴ2�灯油 �:�b�

と単価 茶sX苓6ﾒ����茶#X冷鬻ｷtｒ�(75円/且) 

(注)Aで給湯しない場合は､イニシャルコスト.ランニングコストともに大桶に軽減されます

(単位:円)

費は9000円前後から1万円弱(灯油-=;あた-75円として計算｡資料-参照)｡同じ-灯油を熱源としたFF式温風暖房機を使絹するのに比べ､約半額ですみます｡

後者の電気式は電気のヒーターを使うので'
ど-してもランニングコストがかさみます｡台所の流し台前などに部分的に使うならともかぐ　何部屋も暖房する場合は'経済面からいうとお勧めできません｡～  +

温水式床暖房の燃料費が安い理由

く注〉①イニシャルコ

ストは､機器類の価

格と工事*を合計し

たもの　②温水式A

は暮士プラント･ア

ルコ｢常頓｣､同Bは

三菱金Jt rパンダパ

ネルJ ③床唖房の設

定室温は､すべて18

度C　④F F式温風

哩房機は最大能力28

20Kcal/時､常用78

-85%で運転｡ファ

ンヒーターは長大能

力3200Kcaレ/時.鷲

用85-90%で運転

温水式床暖房のランニングコス-が安いの

は'輯射執…暖房だからです(電気式も同じ幅射熟暖房ですが､エネルギー単価の高さによって'割高になります)0

FF式温風暖房機などを用いるいわゆる対
流式暖房は'部屋全体の空気を温める方式ですが'暖かい空気は上昇する性質を持っています｡従って低い位置まで温めようとすると'天井近-はかなりの高温にな-ます｡不必要な所を最も温めているという､ロスの多い方法なのです　(冷LJい空気は重いLJめ'どれは

ど温めても厳寒時には足元が冷える､という欠点もあります)｡
一方温水式床暖房は'床面さえ温めれば梅

射熟によって室内が均等に温まります｡しかも1 6-1 8度という低めの室温設定で'十分暖



か-感じられるのが特長です｡ロスのない'省工,盃訊備-いって間違いあ-ません｡
im

暖房･給湯･浴槽管理兼用の多機能型が便利
この温水式床暖房も'さらに2つの種類に

分かれます｡ひとつは暖房専用のポイラ-杏設置する方式で､以前から発売されている製品は大半がこれです｡も-ひ-つは'画期的方式で一つのボイラーで暖房のほか'給湯と浴槽の管理もできるエネルギーステーション型です｡これは輯射軌州暖房時代の主流方式かと思います｡後者はイニシャルコス-が高-な-ますが'私の個人的考えでは､こちらの方が便利です｡ほかに給湯設備をつける必要がないので､その分を設備費は浮きますし'風呂は暖房の余熱で一日中適温を保つことも可能です｡
59年4月に自宅を建て直した時､私は迷わ

ずこの方式を採用しました｡このシステムを

選んだ理由はい-つかあ-ますが'主な点を挙げる-'①多機能'多目的な熱源機のため無駄がなし燃菅は通常のボイラーの50-60%程度ですみます｡この多機能型は設置スペース-故障率の低減の面でも助かります｡②熱-ラップ機能付きで､缶体からの放熱がな-経済的です｡これは長時間使用する幅射熱暖房では大変重要なことです｡③低温水システムの輯射熟暖房は快適性'安全性のみならず､経済性でも大変有利です｡温度が低いということは､外気に奪われる熱も少な-な-'その上システムに無理がなし床暖房部分の保障が'建物の耐用年数同様長い　-　など｡このうち①と②は'経済性と大いに関係があります｡むろん､③も経済性と無関係ではありません｡

三鷹の私の家では'台所･食堂･居間'個
室'浴室､事務所など計4 1畳大の空間に暖房を行い'台所'洗面所'浴槽'シャワーの計4か所に給湯しています｡これで､暖房の必

要な日月から3月までの灯油使用量は'月平均4-0㍍｡このうち暖房に使用している灯油が3-4=肘です(ほかは給湯用)o灯油の価格はしばしば変動しますがtI=いあた-75円とすれば､-か月に2万5800日になるわけです｡

体の不自由な母がいるせいもあって'暖房

の使用時間はかなり長く　朝6時から夜中の1 2時までほぼつけっ放しです｡しかもその時間中にお風呂は温泉のようにいつでも沸いています｡というと随分繁沢なようですが､つけっ放しにすること自体はコスー高にはつなが-ません｡最初の-ちはマメに消し､その後つけつ放しに変更してデータをとったところ､灯油の使用量の差はわずかです｡｢低温水式の床暖房はつけっ放しでよい｣という″常識〟を'身をもって体験したこ-にな-ます｡
しかし他の暖房方式では'つけっ放しにす

ると大変です｡以前の家では8畳-6畳の2部屋に灯油温風ヒーターを使い､今-同様深夜以外はつけつ放しにしていまLLJ｡その時の灯油代が'月平均2万2400円｡暖房する部屋の面積が3倍以上になったことを考えれば､床暖房の安さがおわか-でしょう｡

酬

何年ぐらい使えばモトがとれるか
ところでイニシャルコス-が高-てランニ

ングコス-が安い設備の場合､肝心なのは″どのぐらい使えばモーがとれるか〟です｡

それを示したのが､資料2のグラフですo

仮にイニシャルコス-90万円の床暖房(熱源は灯油)を採用したとするL I年でイニシャルコス-77万5000円の電気式床暖房より安上が-にな-ます｡そして7年余-で､イニシャルコス-･ランニングコス-共に安いといわれるFF式温風喝屠機(熱源は灯油)のコス-をF回るのです｡これはあ-までも目安で'機器の種類やエネルギー単価などにょって多少違ってきますが､大体1 0年以内で他の暖房方式よ-安-なります｡
もっとも､メンテナンスが必要で毎年お金

がかかるようでは､少しも安上が-にな-ません｡機種によっては保証期間の短いものや'安価でもお粗末なものがあるので'購入時にょ-確認Ltできるだけ長持ちするものを選びたいもので㌻｡　(大倉建築事務所々長)
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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/猪狩さんの住まい

専門家だから選んだ床暖房

朝食が終わる頃使わない部屋のスイッチを切ります

｢設備にt l時的に費用をかけL,としても'これからは床暖房の時代だと､主人は申してお-ました｣

猪狩さんのご主人は建築資材関係の仕事に
携わっている'いわば'専門家としての立場から頼射熟パネルの温水床暖序を選んだとのこと○

お湯を利用して床暖厚と給湯に利用するこ
のシステムは'｢長期的にみれば'経済コス-も安-なる｣-'ご主人は話していたそうです｡

使用状況は'朝起きてスイッチoN｡朝食

が終わる晩に使わない部屋のスイッチを切って'居間だけつけておきます｡このように床暖犀には'部屋ごとに個別制御でき'省エネ性にもすぐれた特徴を有しているのです｡

実際に使ってみた奥さんの成少想は'まず場

所をとらないというメ-ツーのほかに､｢部屋全体があLJたかいのがとてもいいです｣｢以前使っていLJス--ブは'そのまわりだけ熱いんですね｡でも今は'部屋の隅にころがっていてもあったかいですよ｣と､従来とは比べものにならないほど快適な暮らしが実現した-話されます｡

床暖房の和室で布団はポカポカ
床暖犀のある和室に布団を敷いて寝ますと､

｢体全体がファーと暖かにつつまれてまるで夢心地です｡電気毛布のような暖かさと全然ちがうんですよ｣

床境界のおかげで風呂場の使い心地も一変
したようです｡｢以前は'揚ぶねにつかっているときだけが暖かで'出ればもう寒いと感じました｡です

から'あがっLJらすぐタオルを巻いてスーーブの前にきて'そこでふいて服を着るという毎日だっLJんです｡ところが今は'建物の構造も気密性が高-つ-つてあ-ますから､床暖房の温もりが逃げず､本当に快適なんです｣

給湯システムについても'以前は揚加減を
しょっちゅう見に行かなければならなかったのに'このシステムでは'｢沸かしすぎがない､というのがとてもあ-がたいです｣と主婦の立場からそのよさを語って-れました｡

専門家ならではの鋭い目で選ばれ採用した
猪狩さんのお宅は'暖かさでつつまれていました｡

9

●居間から床哩房の和室6畳
をのぞむ｡開口部は大きくと　r

って貴重な採光を確保｡床哩

房パネルは導管､放熱板等全

て銅製で寿命が長く､板材に

もそりゃゆがみを生じさせま

せん

和室の床･タタミ

◎シンプルですっきりした外

観｡木造だがコンクリートの

ようなガッチリした安定感が

あります

､｢ 
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◎床喝房の居間o清潔感のある壁に､

横猿r)の床がよくマッチして落ちオさ

のある部屋です｡この床唖房は板張り

の床にも対応できます

床･ムク板フロア

○床哩房の台所｡｢適温の湯がすぐ出る
のがうれしい｣と奥さん｡このシステ

ムは､熱源機でお湯をわかし､床哩房

と給湯の両方に使えるシステムです

床･ムク板フロア

Bt､ by 愉

メ一一:p

璽S

家族構成/欠如( ii人38歳)十f･供1人(LP,6歳)

+内規+ml

地域指定/第2椎住居酎fJ地域

櫨ペい串/600i

容ilf率/2000/o

構造/木造2階旭て

敷地Itb'椛/169.00m2(51.21坪)

Iぷ-lAi椛/ 125.87TT12( 38. 14坪)

1　倍/ 64.59m7(19.57坪)

2　倍′/ 61.28m'(18.57坪)

峠曜Ii/居間､免償､台所.ユーティリテ

ィー､ 1階和宅　給瀕/4か所

段計･施亡/大過ホーム(尾野消成

○床暖房のユーティリティlo通常よ　　　　　　℡011札幌783-1122)

り広いスペ-スで奥さんのお.気に入r)脚受癌/ホンダ管機.設備

の場所です　　　　　　　　　　　　　　竣工年月/60年3月

床･化粧合板　　　　　　　　　　　カメラ/佐藤成梅



嘉≧急造這嘉憲章

F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

北海道/小田島さんの住まい

｢燃料費は石油ストーブよりも

安いのに驚きました｣

家族構成/夫婦(主人41歳) +子供2人(男13歳.女10歳)十母親

地域指定/第1種住居専用地域

建ペい率/70%

容税率/400%

構造/木造2階建で

敷地面fT(/316.80.nT(96坪)

味面積/198.00m'(60坪)

1　階/138.60m'(42坪)

2　階/ 59.4011.I(18坪)

床暖房/居間､食堂､台所.便所.和室　拾揚/3か所

設計･施工// E]勝建設工繋(守屋勝弘　℡01266美唄2- 1357)

床暖膚施工/Kiバスラー販･,Ja

竣工年月/59年11月

カメラ/佐藤成範

∩二どうして床暖房していない

二2階もあたたかいのですか
小田島さんの住まいでは'居間'食鷺･台

所'便所さらに廊下を隔てLJ母親の部局､(和室6畳2間)の-ち'居間として使う部屋に床暖房の｢頼射熟パネル｣が敷かれています｡｢実は床暖房を入れていない部屋も暖かさが伝わって快適なんですよ｣と'ご主人は驚いています｡床暖犀が入っているのは-階だけです｡｢ところが下の暖かさが家全体に広がって､上にも伝わるんでしょうね｡2階も暖か-なるんですよ｣

温風暖房ならば暖かい空気が上部に上がる

から2階も境か-なるのもわかります｡しかし'空気をあまり暖めないはずの床暖房で､なぜ2階が暖か-なるのか専門家に聞いてみまLLJO答は簡単｡温風暖房は空気を加熱するが'床暖房は'冷LJい空気を取り除-と考えればよいのです｡LLJがってt I階の床暖房が､2階の床面の冷たい空気を取-除いてしまい'2階も暖か-なるという回答でした｡

実際に体験してみて採用を決めました
ご主人は床暖房について､以前から興味と

関心を抱いていたそうです｡しかし､燃料費が高-つ-のではないかと心配もあったのですが'ここ2'3年､床噴ブームで'友人も入れLJというので､さっそ-見に行かれL,のです｡

その友人の｢燃料費は石油ス--ブより安

い｣という体験談を聞いて'｢それならわが家でも使える｣と'意を強-LLJ小田島さんは'友人宅で床暖房を初体験されLJそうです｡上ばか-暑く足元が寒いス--ブなどと違って'足元から全体に暖まる温も-は快適で､
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◎居間から和室の客間と床哩房の食堂をのぞむ｡居

間のタタミ部分(4畳半)は取りはずすこともでき､

また客間との仕切り戸をはずせば合計18畳の広さに

なります

客間の床･タタミ

○床暖房の台所｡奥さんの希望で流しは2格式が採
用されました｡収納スペースも皇宮です｡塙射熟パネ
ルはこの床下にも配されていますが､床哩･給湯と

使えるこのシステムは､ランニングコストが対流熱

哩房と比べて3分の1ですみます

床･長尺塩ビシート

e洗面所から風呂場をのぞむ｡｢うちでは風呂の湯は
いつも45度で快適､いつでも入れます｣と小田島さ

ん｡この灯油､電気など多様な熱源に対応できるの

が特徴です｡

床･長尺塩ビシート

◎食堂にもこのパネルが敷いてありますが､快適な

哩かさの秘密は､太陽光線と同L'原理の塙射熟によ

る哩房システムだからです

身体にもいいのではないか-感じLJそうですo

岩見沢の冬は厳し- ､1 2月中旬から3月中

旬までの3か月は24時間つけっぱなし｡おかげでどんなに厳しい寒さの日でも､篭内温度は1 6度か1 7度以下には下がらないと小円烏さんは自慢されます｡

小田島さんl家のあL,i,かな券図気で床暖
房の快適さがよりいっそう増しているように感じられました｡



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

北海道/斎藤さんの住まい

○雪国ならではのスノーダクト方式を採用した外観
には､外付けサッシが採用されました

床暖房/居間､台所､浴室
給湯/3か所

床暖房施工/熱源(℡01644留萌2-3081)

竣工年月/59年

カメラ/永田史明
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｢場所をとらず､結露の心配が

ない省エネ暖房で大助かり｣

ソフトな温もりかうれしい
室温をあま-上げないせいか結露-しない

Lt安心できて快適で'お部屋の中では邪魔にもならず､燃料費も安い｡床暖房は本当にいいですね｣

北海道の中では札幌市よ-も寒い留萌市に
暮らす点藤邸の奥さんは'床暖房についてこんなふうに分析して-れまLLJ｡

放初の頃は使い方に不慣れでLLJが'メー

カーの札幌営業所員がもう1度説明に崩明解説を納得してからはすぐに床喝塀の竹浦になじんだとのこと｡

とても明るい性格で上品な奥さんは､台所

に立ちながら'｢考えていLJ以上に､あったかいですね｣と'大変喜んでいまLLJ.

足元が暖まるとからだ全体が暖ま-ます｡
室内温度にムラがありません｡このために快適な唾序感を味わえるというわけです｡

直接熟せられると'うっとうしさや不快感
を覚えるものですが'熟にあたっている感じではなし　ソ7-な温もりが足元から伝わって-るので快適と奥さんはいわれます｡

と-に北国ではお風呂に入って暖まっても
すぐ冷めて揚ざめの事を心配します｡体の芯から暖まるお風呂なら'体のLJめにもいいといわれます｡

○冬季の朝晩の炊事も､床唖房のおかげで

楽になったと喜ばれる食堂･台所

床･長尺塩ビシート

○床哩弟で自然の温もりが得られる10■･の

居間

床･じゅうたん

0以前が地獄なら今は天国という床唖房を

施した浴室
床･タイル

鼎肝壷こ
_._一■tll■ttb iもL

｣ー_..



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

北海道/松井さんの住まい

｢真冬でも室温20度で十

分暖かく感じられます｣

わが家なりに使い方を工夫

｢床暖扉を導入した当初は'使い方の要領を得なかっLJのですが､今はもう慣れまLLJので使い方を上火しているんですよ｣-奥さん｡
59年に新築した-き'昧喝帖を屠間と台所

に入れました.

松井邸では当初'全部屈をつけっぱなしに

していました.-ころが今では使わない部届はつけっぱなしにしないで細めにつけたりt
iSLたりしているそうです｡個別制御ができ

るのでこういう使い方が吋能なのです｡｢これでずい分､燃料費も以前よ-は安-払-ました｣　(奥さん)｡

松井邸は2牡帯住宅です｡息子さん夫婦と
子供2人'そして両親の6人家族です｡｢以前は部局の温度を26度-･1いにしていましたが'今は20度-らいで十分暖かです｡浴槽のお湯も大切に使い､2日ぐらいは同じお尚で入浴します｣

このシステムは熱伝導がよ- ､低塩のお湯
で暖癖できるのが特徴｡他の床喝坊のパィプと比べて人いので'高温のお湯をまわす必要がないからです｡

安全で'板張-の床が反る心配もあ-ませ

ん｡

床噴虜は対流暖.LkTl-比べて､ランニングコ

ス-は三分のTですむという粥エネタイプ｡

家族構成/欠如+ (･供2人+【Aj親

地域指定/住居地域

構造/木造2階嘘で

媒赫flkI/224.75m'(68. 11坪)

1　聯/ 99.98m'(30.30坪)

2　聯/ 93.37m- (28.29坪)

地下宅/ 31.40m' ( 9.52坪)

峠暖lJl:/矧臥　台所､食骨

折湖/6か所

設計･施工/北ィ.吉越設(℡011札幌661 -

1751)

lR'暖IJj施_1二/すすヤ商会(℡011札幌762
-9319)

竣｢年月/59年5 ll

カメラ/永M妃明
) l

0居間､食堂､台所をオ
ープンにできるのも床暖

房だからです

床･じゅうたん

◎積雪を考慮して地階を
鉄砺コンクリート進で構

築した外観

◎空気を乾燥させない床

■堅さ二軍霊芝霊諾諾讐誓言走去

○広い台所も床哩房で快

適さが保て､奥さんを喜
ばせています

床･長尺塩ビシート

O｢こまめにスイッチを

入切することで､燃料井
の節約をはかっている｣

というご夫妻
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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/前田さんの住まい

0食堂､台所をオープンにできるのも床噴ならでは
床･フローリング

○床唖房で冬季もおっくうがらずに入浴できる浴室
床･タイル

｢自然の畦かさが得られ

る床畦で燃費は半分に｣

◎床唖幕の食堂ですが､ガラス戸
には断熱性を考慮してブラインド

が設alされました

床･フローリング

｢冬場の暖房菅は以前t Iか月6-7万円かかりまLLJけど'床暖犀を入れた今年の冬は-か月3万円以下ですよ｣

すっかり感心してこう語るのは前田邸の奥

さん｡｢しかも部屋の大きさは､前の家より広-なっているのに燃費は半分以Fだなんて'もういうことありません｣

原田邸は60年に新築されました｡給…何兼日
の床暖房は居間-台所､浴室､脱衣所の4か所に布仙伏されています｡

LJとえば'セン-ラルヒ-ティングなどは

かなりの高温を必要としますが､熱伝導に優れた銅の太いパイプにお湯を通すこの床暖房システムでは'お湯を高温に熟する必要もな-抜群の威力を発揮するので'経済的にかなりのコス-減となるからです｡｢わが家では'パイプに流すお湯の温度を40度にセッ-して使うこともあ-ますが'ちょうどいいですね｣

通常は50度-らいでセッ-して使われるこ
とが多いようですが'前田邸の場合は少し低目の利用です｡｢部屋の中はあっいな'という感じがしません｡ちようどそれが少しも気にならず､しのぎやす-て自然な温かさなんですよ｣

そのため子供たちは'外で遊ばないと奥さ
んは苦笑していまLLJ｡

ダニの発生源となるじゅうた

｢んを避けて床は板張りに
｢浴室の洗い場の床にも床暖房を敷いて'本当によかっLJ｣と奥さん｡

北国の冬は､お風呂嫌いになる季節です｡
揚舟につかっているときはいいのですが'からだをあげると同時に寒さを感じるからです｡

ところが'床境界のある浴室は全体が暖か
く'寒さは少しも苦になりません｡｢子供LJちも､入浴の時間が長-なりました



ね｣

というのもム-はありません｡

｢居間にはじゆうLJんを敷かなくてすむことも､ありがLJいですね｣

部屋を清潔に保つためにも'大切なこ-で
す.じゅうLJんは汚れますLt　ホコリやゴミが溜まりやす- 'ダニの発年も心配です｡

-ころが床暖房は'板張りのままで寒さを

気にせずにすごせますから'木というものの本当のよさを仁清に活かせますo

家族柿成/夫如(F_人35歳)+f供3人(9歳.

6歳､ 5歳)

構造/木造2階建で

峠血柄/194.37m'(58.90坪)

1　階/122.08mt (36.99坪)

2　階/ 72.29lT･'(21.91坪)

味暖虜/居間,台所.食鷺､脱衣所､浴雀.便所

統揚/4か所
設計/風問設計事頻所(℡01242)''･=別3-1222)

施t/田中t席店(℡01242芦別2-1369)

lk一暖虜施t/大橋組(℡01242/◆i別2-4520)

竣工年月/60年12月
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0広い板張りの居間にも床哩房が施されています
床･フローリング

○急勾配の大屋根をかけて自然落雪を計画した外観



床畦房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現す

床暖房派が急増中

北海道/千葉さんの住まい

0床唖房を設置
した床の間があ

る和室が欲しい

とのご主人の希

望でつくられた､

しっとりした落　＼

ち着きのある和　､

塞(8畳)です　-

床･タタミ

○床哩房の居間｡

床哩房を入れる
ときに､開口部

を大きくつくr)

直しました

床･じゅうたん

｢座ること大好き人間には

最良の暖房です｣

火が目に見えるものでないと暖かくないのでは--

｢私は'座るのが好きなんです｣という千葉邸の奥さんは'給湯もできる温水床暖房を入れてから次のような新発見がありまLLJと教えてくれました｡｢床暖房をつけLJ部屋にコクツを出して'上に布団をかけてお-だけで'電気も入れないのに電気ゴタツのように暖か-なっているんです.電気代も節約できて'気分はコタツですから'私としてはとでも嬉し-思いまLLJL

床暖房を入れLJのは'以前使っていLJ給湯

だけのボイラーが壊れLJので'取り持えようとLLJときに､奥さんがこのシステムの存在を知っLJからということです｡

これとは別に風呂釜用のボイラーも稼動し
ていまLL,が'このシステムは'風呂も給湯も床暖房も､みんなひとつのボイラーでまかなえる'という点に者目して入れることにLLJのです｡｢まず主人がその気になったんですが､実をいうと私は不安がありました｡私は'厳しい

寒さの冬を越すのに､たとえばス--ブなど火が目に見えるものでないと暖かくないんじゃないか'とい-気がして仕方がなかったんです｡でもそれはまっLJ-とり越し苦労だっLJんですよ｡部屋全体が'やわらかい暖かさにつつまれてとても快適です｣

風呂好きのこ主人は大喜び千葉邸では､寒さが厳し-なると一日中つ

けっぱなしですが､それまでは朝起きる1時間前にスイッチが入るようになっていて､ご主人や子ども達が出かけたあと'温度をFげるという具合に使っているそうです｡｢主人はもともとお風呂が大好きな人ですから'7番喜んでいます｣

と､奥さんはうれしそうにこう語ってくれ

よしLJ｡｢以前はそんなことがなかったのに'休みのときなどは一日'二度も三度もお風呂に入るんですよ｣　-　奥さんの思いやりがうかがえる住まいでした｡

02

◎隣家に雪が落ちないようにという建主の心配りがうかがえる･

屋根の勾配の角度と方向が工夫された外観

家族構成/太郎( i･-.人56歳) +

(･供2人(女26歳､

労24歳)

地域指左/第2柚住店専用地域
旭ペい率/600占

容桃率/2000/o

構造/木造2聯地で

敷地IAi械/221m7 (66.97坪)

煉tb'桃/106.11m2 (32.15坪)

1　聯/77.76ml (23.56坪)

2　階/28.35m2 (8.59坪)

床暖蛎/居間､台所､和宅

( 8Lilとと6Jllとの2

宅) .洗面所､浴
'j-!､他所,玄関ホ

･･- /レ

於湖ノ　3か所

設計･施工/イT7タラホーム

(石井一大　怒011

札幌821--3436)

ljiJ暖Ihi施_L/すすヤ商会

竣工年H /50年10月

カメラ/佐藤成托



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

北海道/小野寺さんの住まい

0床哩房で明るく､楽しい一

家団らんの会話が弾む居間｡
乾燥しないので鉢植えも生き

生き　床･じゅうたん

○洗濯コーナーと脱衣所を兼
ねる洗面所にも床哩房が施さ

◎奥さんの希望がかなった床
哩房とシステムキッチンを設

お湯がふんだんに使え､しかも
省燃費の給湯兼用床暖房の威力

｢よその八にもよ-いうんですよ｡うちのお凪Hへいつでも入れてあげますよ｡朝でも保でも､いつも沸いていますからねって｡でもそういう-､いつでもお風呂の火をつけてムダな二としてるんだな'と勘違いされるんですねえ｣

こういって笑うのは小野寺邸の奥さん｡60
年に家を新築LLJとき'居間､台所､洗面所に給湯兼用の温水式床暖房を入れまLLJO

寒さの厳しい北国ですから､冬場､毎日入

浴する人はそれほど多-ないでしょう｡そのため一口中､いつでもお風呂に入れるという″ぜいた-〟は､このシステムの秘密を知らない人には'なかなか理解されません｡もちろんコス-が'逆に雀-なるということも.

北海道では､アパートJ(･=めて冬場'平均

ドラム缶1 0本(2000HM)　の燃料を消弔するというデータがあります｡

属間でもザブトンは邪魔という小野寺邸で
は'｢うちはドラム虹7本ですんでますよ｣と奥さんは人変な燃費の節約を喜んでいます｡｢おまけにお湯を出し放しの温泉と同じですからね｣

以前は一度沸かすと冷めやすいから､ひと

りが入浴をすませるとt r供LJちに;+-入れとせかせたそうです｡｢でも今ではみんなのんびりO　入りたいときに入ってます｡みんな風呂好きで毎日利用してますね｡お湯もピリピリこなくて'とても気持ちのよい肌ざわりです｣

0ポーチ回りにガラスを張りめぐらして風除室とした､北海道

ならではの外観

味暖IJl/lJ日lu､ tT所.枕llliJ軒､

浴室

絵'I韻/ 3か所

.設計･施1:/便別人I二g世業

(℡011札幌591-8569)

床暇lJj施L/マルチュ-サトウ

(℡011札幌821-5734)

竣LLL･'･‖ /60q=･

カメラ/永日妃明
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r床暖房を全室使用しても灯油消費量が苦

のストーブとそんなに変わりません｣

◎床哩房の家事室兼脱衣室｡ここの床暖房は｢入浴前後も快適｣と､家族全員に好評
です｡正面に見えるのが､床唖房専用ボイラーです

床･長尺塩ビシート

o床哩房の食堂･台所｡ 10重大の広い部屋ですが､作業する人も食卓についてい

る人も平均的な哩かさが得られます

床･長尺塩ビシート

l L　箆

1一　　　　　　　　　　　　　し

床暖房の家
l､健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派か急増中

北海道/高嶋さんの住まい

o床哩房をした居肌同じオートバスラーによる温風フ
ァンヒーター(右窓下)も併設していますが.床哩房だ

けで十分哩かいそうです

床･じゅうたん

○南の庭側から見た外観

家族栴成/人如(主人50歳)十子供1人

(男13歳) +両親

床暖蛎/居臥食堂･台所.家事･ fMIil'rT

約7場/ 2か所

味暖if,E施工/山一住罫

(℡0138由鯨41 - 0285)

竣工年月/58年8月
カメラ/永田史明

プロが選んだl番快適で経済的な暖房方法
住まいの間取-や内装の仕上げについては

詳細にわLJつて希望が出せでも'設備機器の選択については'素人には判断しに-い部分が多いL,め'プロにまかせLJ方が安心.LJという考え方もあります｡高嶋さんもそんな考えをおもちで､新築時に｢▲番快適で経済的な唆妨方法を｣と､山.住:.船に相談をもちかけました｡そこで勧められLJのが'このi<暖一坊システムですo冬の長い北海道のこと'燃料費が気になるところですがt l番寒さの厳しい二月､朝6時から夜8時まで､毎日フルに全室で使用しても'灯油消雪量は-か月3-O川代以前使っていた石油ス--ブで､ひと部屋を暖めるだけで同呈消費していたのに比べると､格段に経済的であることが実証されました｡奥さんは安心して暖かい床に立ち'楽しんで家事をこなしていらっしゃいます｡



｢燃料の消費量の少なさに

ピックリしました｣

してしまう客間

床･タタミ

○床暖房のおかげで､食事時の

家族の会話も弾む台所･食堂
床･長尺塩ビシート

◎寒冷期の便所も床暖房でラクになっ
た洗面所と便所

床･カーペット､長尺塩ビシート

し. ������I:_ � �����+R�6��

l ㌔ 劔劔��＼ 剪��� 

/′T 劔 剪� 劔� 

i/+ 劔劔劔剪� 
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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

青森/石岡さんの住まい

くつろげる和室二部屋に床暖房を入れました
石岡さんの住まいは､ピロティー形式の住

宅です｡-階をコンクリート道のピロティーにして車庫に使い'2階と3階が住居部分ですo床暖房は2階の主要な部屋と水Tiりに入れてあり'和軍二部届にも入れてあるのが石岡邸の特徴です｡
去る三月の竣工なので､本格的な冬を越す

のは今冬になりますが､入居後に運転したところによると'予想したとお-快適で'逆に燃料の消費量が少ないことは予想に反したそうです｡

石岡邸はライフスタイルからタタミ部屋を

多-とっています｡そして和室に床暖房をして-つろいでいますが'やや立ち上が-が遅い-のこと｡これにはタイマーをセットすれば解決する問題です｡

今年の暮れから本格的に床暖房を運転しま
す.来たる冬の快適さを待ち望む前岡邸です｡

◎床暖房を入れた茶の間は食堂･台所につづいています　床･タタミ

家族構成/夫婦(主人58歳)
+子供3人+守

味暖房/茶の間.和室( 2室)､

台所･食堂､浴室､

洗面所､便所

給湯/5か所

設計･施工/大館建設工菜
床暖房施工/青森セメント販

売(℡0178八戸

22-7311)

竣工年月/61年3月
カメラ/善部　功

03 Jiの石岡邸
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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

宮城/蓮潟さんの住まい

床暖房の材料のみを
購入して直営工事

お母さんもやわらかな暖かさにニッコリ蓮潟さんが'新居に床暖房を設置すること
を考えられたのには､ちょっとおもしろい経緯があ-ます｡

たまLJま雑誌を広げた時に'給湯兼用の温
水式の床暖房の広告を見て資料を請求｡暖房だけでな-'給湯と風呂の追い焚きもできる経済性と利便性に注目｡｢これだ′｣と即決したとのこと｡

早速仙台営業所へ出向き'いろいろと■説明
を受けました｡特に蓮潟さんが感心したのはこの床暖房が信輔できるシステムで'しかも完全なユニッ-施工法であること｡｢私にも拭えるユニッ-なら材料だけ拙供して-ださい｣と常.業所にLJのみt I二Tliはご･卜人の乃配によって運･節されました｡-ちろん結=<は人収功です｡｢店がありますから'やれス--ブだお風呂だと'これまではいちいち全部に点火しなければいけなかったし､火の始末が気がかりでした.このシステムです-､火の元がひとつですか.㌧手がかからず火の管理にも安心していられるから､家中の者がとても楽だというんです｣と語る奥さん｡

おばあちゃんも'床暖房のしっとりとやわ

･しかな暖かさが'からだにも良いLt　順か･し
卜が暖かいのは本Tに嬉しいといわれます.

……唯一心配だった燃費は
■あきれるほど安い

日中はスイッチを入れていな-でも'日が

差し込むの-､床唆Wの余熱で蒔iJIをしていられ'今までよりも析動的になっLJようだと
.舐る奥さんの唯'の気がかりLJつLJ点は､経

済性｡灯油を熱源-して佐川していますが､

床･タタミo床暖房した2間続きの和室o純和風の落ち着いた雰囲気です

:~_-__I_.t ｣1 .ー　ご1..iL .. `二

06
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◎居間から床暖房の食堂､台所を見るo間仕切りの食器収納棚も､オープンな雰囲気を保っています
床･フローリンク

0床畷房の台所｡ ｢白で統一したシステムキッチンは清潔で､後片つけも憶

くうになりません｣と奥さん

e台所､食堂とワンルームの居間o　スぺ-スは18畳ほどですが､すべて床

暖房を設備しているので､とっても暖かいそうです　床･カーペット

l小変蛎　廊下･押入れ､階段を

除く全て　約-;詩　4か怖

家族鱗状　人hl..1 ( i:.人51歳)十

(･供2人(9321歳､女20歳)十

I.lL

敷地面桃　330111 (100坪)

J^=血税165.0111 (50坪)

1　桁112.2Jll (34坪)

2　階　52.8111 (16坪)

没.汁　_･-.好設計(℡022仙fi2

52 - 0405)

施r. [･.j;- r_卿.li (℡022仙

fi234 - 4131)

カメラ/斎郎　功

◎和風の門構えと生け垣が奥床しさを感じさせる外観

今は灯油も安いLt　ビック-するほど他日料が少な-て済むのでその両でも-ても経済的でホッとしました-いいます｡ちなみにー;帆で倣った灯油は'2-0=い-らいだったそうです｡

この床暖扉ユニットは'システムが必･:例式

なので'脱水がさめに--余熱で-暖かさが残るのもうれしい点だそうです｡



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//シュレツクさんの住まい

オーストリア人も快適さに
びっくり｡｢世界一の暖房よ｣

垂杭･大森に住むシュレックさんご夫妻は

床暖序の愛好者と開いて'さっそ-,..)自宅に取材にうかがいました｡
シエレックさんはオース-リア人ですが､

口本件まれの日本育ちで'日本講が達者なLJけでな-日本文化に深-接してきLJLJめ､私i,ちも脱帽するほどの日本通｡留･::i(帰国というのでしょうか-)　したオース--アの入学で勉強中に､スぺィン牡まれの奥さまと如-合い'その後日本で∴人の家庭を築いてきたのです｡現在ご主人はオース--アの特殊鋼メーカーの塞机支店長をなさっています.
まず故初に案内されたのが20畳ほどの広さ

の応接間です｡シエレックさんの住まいは､この部屋に給揚を兼ねた温水式の床暖房を施して利用しています｡この床暖房の暖かさを身を持って体験しながら､シュレック夫人にこの唆坊を使われたきっかけをお聞きしてみました｡

･セントラルヒーティングは
二日本の住宅に

合いません

｢私LJちの故郷'オース--アやドイツは寒さが厳しいので､暖房は七ンーラルヒ-ティングが主流です｡そこで私たちも1 8年前にこの家を新築LLJ時'スウェーデン製の斗派なボイラーを使ったセントラルヒーティングにしました｡

そのあと､実際に使ってみてわかっLJので

すが'日本の家は木造で'壁が全体に薄いのですね｡うちの場介は二重ガラスではありません｡だから寒さの厳しいヨーロッパの家とは密閉度が違うのです｡暖気が自然と逃げていっちゃう｡セン-ラルヒ-ティング自体は良い暖房ですが'やはりH本の住宅には合わないのです｡

そして数年前に,上人が仕事の周係からこの
給湯兼用の床喝妨システムのこ-を知り'直接'メーカ-のガに講を聞きに行きました｡

そこで実際にiS峻蛎をされたんのお家へ遊びに行って､その暖かさに感淑したんですよ｣と奥さん｡

でも今までまっLJ-ig唆坊の知識がなかっ

たというのですから'あえて採川するにはある程度小女もあったのではないですか'とうカカ'フLJ｢そりゃあそうです｡灘でも日分の会社の向
日州は良-いいますから'床唆坊の訪LJつて最

初はウソと思いまLLJね(笑)｡でも遥うんです0本fTに暖かいんです｡日本のこたつもいいけど'あれは動けな-なっちゃうでしょ｡昧暖嘘はどんなに寒い=でも暖か-て軌きやすい｡それに体が暖まっているのに顔が火照らない｡.<川心議な-らいです｡私はウィーンの両親にも″仙界.の喝似よ〟って手紙に苦くんですけれど'やっぱ-ねェ':実際に経験してみないとわからないんですねェ｣-熱心に諭して-れます.

このシュレックさんの住まいでは応接間に
帖射熱パネルを放き'以前のセントラルヒーティングのポイラ-をこのシステムに押えてi<唆坊-給湯'七ン-ラルヒ-ティングに両川しています.ボィラーを押えただけで'七ンーラルヒ-ティングの燃料額まで経済ー-勺になったそうです｡

■零下2 0度近い

夜でも床暖房で体はポカポカすっかりこのシステムが‥爪に入ったシュレ

ツクさんは'山中湖の別荘でも､昨年からこのシステムを利用しています.木の床の食常と居明　タタミのベッドルーム'タイル貼りの浴室にこの休畷坊ユニッ-を敷き込んだ)のです｡ここでの便川感について奥さんは次のように話して-れまLLJ｡｢変は喜んで来て-れるお客様も'冬の山中湖と問--いやが-ますね'寒いから｡″だまされたつもりでいらっしゃい〟-誘って米LJ

人はみんなびっ-りします｡外は零下20度近い夜L,つて体がポカポカします｡お客様を招-にあLJつて.J事をしていないーイレのことが気がかりだっLJんですが､隣の浴室の暖蛎を入れてお-と峻かさが仏わって-るんです｡浴寅も暖かいですよ｡私たちにはシャワーの習旧があ-ますでしょう｡お凪Hも人好きLJけれどシャワーの機会がとても多いんです｡冬の-;小潮ではあきらめていLJのですが'これを入れてみるとシャワーだけでも塞-ないの｡-てもうれしいんです｡それ-別井では私LJちもタタ,,,の部屋に出るんですが､布川の中までヌクヌクして判､･1<に気持ちよ-日がさめます｡だから'毎週のように週末には山中湖へ行きます｡″暖かいから山中湖へ行-〟って桝-とおかしいでしょ｡でも本Tの気持ちなんです｣

シュレック大女は､オーストリアという寒

い地方に故郷をお持ちなだけに､暖l塀設備を見る目には厳しいものがあります｡″暖序は人が快適に暖まって'空気を汚さず'そして安全なものであってあた-まえ〟-いうシユレックさんが'このシステムを絶賛する-ころに強い説得力を感じました｡｢家は暖かいですからね｡何人お客様が来てもスリッパなんていらないのo素足がl番｡便利ですよ　-｣とは'明る-暢気な奥さまのジョークです｡

床暖房でご機嫌の奥さん
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床暖房の家
Il健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

福島/八島さんの住まい

使って二年､とても快適です
八島さんが床暖房を選んだのは'①長い目

で見れば経済的だということ'②自然境界でからだにいいこと､③安全であること'の三点を気に入っLJからL,そうです｡きっかけは代理店の人にすすめられたことで'いろいろな話を聞いているうちに｢そんなにいい暖房だったらやってみようか｣ということになったとのこと｡実際に二年近-使ってみて｢とても快適ですね｣と奥さん｡

八島さんの奥さんが床暖房にして良かった
と思-ことは'｢以前は石油ス--ブを使っていたので､あの特有のニオイがとてもいやだったのですが､床喝犀になってニオイもな-

とても良かっLJと思います｡それに台所も床暖房にしたので炊事がおっ-うでな-なりました｣ということ.台所がとても暖かいので､それまでは寒-てコタツで食事をしていたそうですが'台所で食事をするようになっLJそ-です.そのため配膳や後片づけが楽になって主婦には大助かり｡

不潔になりがちなスノコを不用にした浴室の床暖房
ご主人が一番気に入っているのはお風呂だ

そうです｡洗い場も床暖房なのでタイルがほんのりと暖かく体を洗うのにタイルに直に座ってしまっても平気｡不潔になりがちなスチロールのスノコを敷かずに済むのがうれし

いといいます.また給…吻兼川休喝やンステムのお風呂は超を波風Hになっているので､とても気持ちがいいとご･七人はぷりんでいるそうです｡

給湯兼用床暖房システムにしてからの経
費の面は'期間が短いのでまだはっきりと軽減できLJとい-実感は少ないそ-ですが､2

日;タンクの灯油焚きで'夏場は風呂の沸かし'
洗面所'台所の給湯をすべてまかなって四か月もったということ｡冬場はそれに居間､台所'洗面所浴室洗い場の床暖房が加わるので二か月もったということですが｢以前はお風呂はガスだっLJんですけど'ガスはやは-すごくかかりますからね｡それに比べれば大幅に節約されていると思います｣(奥さん)という話でLLJ｡

r冬の台所仕事がおっくう

でなくなりました｣

109

0床暖房の居臥r床唖房の自然の噴
かさが本当にいい｣と奥さん

床･カーペット

○床唖房の台所｡造り付けの台所セ
ットが働きやすく機能的にできてい

ます｡床哩房で冬の台所仕事も楽に

なりました

床･長尺塩ビシート

家族構成/大輔( i=.A.I)7歳)

味暖蛎/居間､食堂･台所,浴室

拾海/5か所

構造/木造2階建て
味暖房施工/双葉総菜
竣工年月/59年1月

カメラ/斎部　功

◎玄関の吹き抜けのアーチが印象的な外観｡設計は建

築士のご主人

○=･主人お気に入r)のジェット風呂と哩かい洗い場の浴室D

ガラス窓で視覚的広がりを感じさせ､向こう側は温室にし

て植物をiEいています｡隣にポイラ-が見えます

床･タイル



床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派か急増中

東京/Fさんの住まい

｢ユカタン八カイテキデス｣と

カナタ人､コ八二ご夫妻も感心



○外観o建物の手前2階
がFさん夫婦の部屋｡ 1

階がお母さん｡奥の1､

2階がコハ二さん一家の

住まいです

○床暖房した食堂｡右奥が台所｡ ｢インテリアは私が全部考えました｣

とコハニさん｡見やすい目線の位置に絵画が飾られているのが印象的で

した　床･じゅうたん

アパー-付き住宅を新築したFさんの住ま

いには'自邸と貸し家の双方に床暖房を施しています｡一台のボイラーで'床暖序と給湯ができるシステムです｡採用するに当LJ-tF夫人は東京の営業所をはじめ'山梨県の本社まで出かける熱心さでした(その経緯についてはコラムの手記参照)0

ここでは借家人のカナダ人･コハニ夫妻に
床暖房について開いてみました｡｢カナダで一般的に使われている暖房は地下室にガスのボイラーがあって､そこから各部屋まで温風を送り込むシステムですねoまLJ地下室で木を燃やすのもなかなか効率的と最近人気があ-ます｣

寒い〓国の唆坊についてこう語るコハエさ

んは'火京での昧喝坊の初体験を｢床境川はとてもいいですね｡部描全体の空気が均lに暖まるので､気分も快過です｣-'温風唆BS.-は､ひ-昧-ふLJ味も違う味暖序の快適さに目を丸-しておられます｡最もすぐれている-思われていLJ自問での温風暖房の'さらに卜を行-嘆け感覚の床喚けですか･㌧　コハ

家族構成/(Fさん)欠如(主人38歳)+母　渋(コ-ニさん)夫鮎+1･供1人

床喉蛎/(1聯)居間､食堂､台所､便所(2倍)居間､食堂､台FiJL便所

給沿/6か所

床暖&,i施工/アイコー熱研tL.莱(℡03火11･:897--9341)

施工/アシザワ建設

竣工年月/60年8月

カメラ/着き持　功
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コハ二夫人とお嬢さん

ニさんが翫かれるのも触理がありません｡
:i,い川からやってきLJカナダ大家族は'はじめて迎えた車={の冬を､このit畷Wのおかげでなに小目両な-過ごされているそうですo｢主な部届には全部'床暖房があります｣と満娃気に語るコハニさん｡I..)主人もまLJへ東京の寒さが増すにLLJが

って住まいの快適な温もりの良さを実感しているとのことO｢家の中で'各部屈の床暖房と温度調節ができるので大変ありがLJい｣-その経済性'操作性の良さを喜ばれていたそうです.
やがてカナダに帰国しても､東京での床暖

房の温もりは忘れ粗く　きっと床暖房を捜し求めるのではないかと思われるほどの気の入りようでした｡

112



3

0床暖房したコハニさん-家のl階の居間0 -段高くなっている右奥に食堂が見えます　床･じゅうたん

0床暖房の居間､食堂と台所o Fさん夫婦の部屋は台所から居
間､寝室までひとつの空間になっています　床･フローリング

●ドイツ留'7-･も経験LlJ　娃il.の手記●

｢暖かい床にごろ寝します｣

みんな､日本の瞬間湯沸かL岩旨やエアコン

に不満はないのかな｡私だけの体験なのかなo

シャワーのお揚が突然水になったり､やけど

しそうになっT=り､足元は寒いのに顔ばかり

ほてる部屋､ゴミがチリチリ舞ってる夏のク

~フ~｡

私がどんなものを求めているのか､ほとん

どのメーカーは相棒してくれなかった｡だが

私の執念見つけたのです｡輪射軸安房｡舌

をかみそうなこのシステム｡ある日私は､こ

のシステムを応用開発した脚麦Fjfメーカーの

東京事務所にLIJ.かけた｡ S氏の説明はトット

ツとして､決して要領が良いというわけでは

なかったけれど､それがかえって私を安心さ

せるo腰掛けた床岐lJjのベンチにおfJLtこ1云わ

る心地良さ｡なにかあるぞという㌣感｡よし､

ルーツをと､本社のある山梨-｡発案者でも

ある専梓の将来を見通しT=発想､工夫に感服

同感o　見る､閃く､5.･す､触るの八時間｡束京に

戻ったのが夜Illの∴時o　そしてわが家の心臓

部分を作せlJのです｡住み始めて三か月.暖

メガはもちろん､給湯の不満も一挙に解決｡そ

の卜絶賛が'左いおまけ付き｡暖かい床にゴロ

ゴロ転がりながら｢とうとうやったぜ.′｣と

いう気持ちです｡



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

神奈川/生野さんの住まい

｢一冬遺書てびっくりしました｣

燃料費が予想外に安くつく

0南西の外観｡門扉も建物
に合わせて重厚なものにし

ました｡グロワールではタ

イルがはがれないように90

妄′幅に区切った弾性のある
パネルを使って接着剤にも

気を使っています

鉄骨道のクロワールを選ぶ
小川急線向ケIt遊園の駅から｣少はずれる

..JITp

と'駅前の賑わいとは打って変わって'緑の森に幽まれた静かな住宅街にな-ます｡その
一角にレンガ色の磁器タイル貼-の外観が重りLな雰囲気をかもし出している'竹野邸があります｡

牲野邸は桃水化学⊥業のセキスイハイム･

グロワールのHl;設計で建てられたものですが､竹野さんがこのグロワールを遊んだ節｣の槻巾は'この落ち着いた外観が気に入った

ことでし1)｡また小外囲気JLJけでな-実質的に'タイル貼りな･しぼ初めに多少お金がかかっても､メンテナンスの血でも有利だLt　防火面でも望ましいからL,というこ-です｡

家を建てるにあたって牧野さんは'モデル

ハウス-いうモデルハウスはすべて見てまわり'日曜日ごとに兄:Lり人ムに参加して'実際に住んでいる家を見せてもらうという熱心さ｡｢LJからすご-日が肥えてしまっLJんです｣という竹野さんがそうした中で感じたこ-は'｢ほとんどのモデルハウスがオプションばかりのスペシャル什様で建っている｣　こ-でした｡｢だから堪小場のもの-同じものを旭てようとすると､ものすご-h‖回佃になってしまう

んですね｡セキスイハイムの場入日はオプションが少なく展示場のものが･lq際の値段なわけです｣｡またセキスイハイムは桁筆洗曲所､ーイレなどが広々-ゆっL,りしていることも堪ホ場を見ていて気に入ったのだそうです｡
オーディオが趣味の小野さんにとつてはま

LJ､遮音性がいいこと薫れに入りました｡遮古性がいいとい-ことは同時に'断熱性もいいということでこの点で-非常に満足しているそうです｡その他'ユニット方式で一部掘丁部岸が人き-とれるこし関目部が広い(どクチャーウインドー)　こし　アフタサービスがいいこ-などが竹野さんが七キスイハィムを遊んだ理由です｡

4

◎木の色が落ち着いて美
しい玄関｡ガラス使いの

扉がとても気に入ってい
るそうです

床･フローリング



01階台所｡ゴージャスなレ
ンジフードやカウンターテー

ブルの銅板使いなどが気に入
ったそうですo　床噴房が施し

てあるので冬の台所仕事も苦
になりません

床･フローリング

床暖房と給湯を組み合わせる
小野邸では新築の際にi<畷塩収偏を施しま

LLJ｡竹野さんが畷Wに妹唆Wを選んだ理由は'=3.化をあたためると乍身があたたまる感じがすること-､i<かじl大井まで粘度井がないこと'出帆などではないので‖然な心地良いあたたかさが得･られる-いうこ-でヰo
パイプが細い･it唆帖は'‥‖回弧のお陽をまわ

さなければならないのでt i<がそつLJりする恐れがあるのに比べ､人いパイプはそれほど高.弧でな-てよいので安令だLt　経済的です.美際に今叶の冬初めて仙ってみて｢H心ったほど燃料がかか･しなかっLJ｣-いうのが奥さんのii<感です｡
:A,T.に､パイプのつなぎ日が｢カシメ式｣ ...∫ノ1▲

-いって､-ングで物理的にしめつけているので溶接のもの-比べ水もれの心配がないこ-'スイッチlつで佃鞍喋りに切りfiJ;え･られるのも便利と小野さんはいわれます｡

◎2階主寝室｡床哩房のパネルは30芋-ピッ
チの根太の間の断熱材の上にのっているの
で､さらに熟が逃げにくくなっています

床･じゅうたん

01階洗面所と浴室｡風呂のお湯
を一定に保つ循環パイプに発泡装
置を取り付けて､｢気泡パス｣にし

てあります

115



対棚に比べランニングコスト

はその3分の1ですお
床嘘房の家
"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/坂本さんの住まい

○門の外から見た外観｡右手は蔵

◎数寄屋造りの外観｡｢このあたりは入母屋の
ガッチリした建物が多いので.少し趣きを変

えて数寄屋にしました｣と坂本さん

ストーブ時代の電気毛布と布団二枚の生活がウソのよう
設備面で特筆に値するのは､何といっても

ほとんどの部屋に温水式の床暖房を施してあることでしょう｡｢和風住宅の室内に空調機器が見えるとどうしても違和感があるので'床暖房を勧めまLLJ｣-建築家･後藤義彦さんがいえば､板本さんも｢ス--ブは上ばかり暖まって足元が寒いでしょう｡それに室内が乾燥するので体によ-ないし､木材のためにも好まし-ない｡絶対に床暖房にしよう'と決めていました｣とうなずきます｡
この床暖房は､鋼管を使っているLJめ熱伝

導がよく　低温のお湯で十分暖房できる点が気に入ったからです｡坂本邸の場合'最も寒い時期で70度から80度にしているとのこと｡｢この辺はとても寒- ､真冬は零下20度から時には25度にもなるのですが､床暖房していると室内はワイシャツだけで過ごせる暖かさ

になります｡寝る時は毛布と掛け布団一枚で十分ですしね｡建て替え前の家では温風暖房機と石油ス--ブを併用してもまだ寒く夜は掛け布団二枚と毛布'それに電気毛布まで使ったのに｣と'坂本さんは驚嘆の面持ちです｡ここは寒冷地なのでお湯をかなり高温にすることもあ-ますが'都内の場合には冬季でも40度から∽度が普通だそうです｡
単に暖まるだけでなし　その暖かさがまた

快適'とのこと｡｢直接熟にあLJつている感じでな- ､ソフトな暖かさなんですね｣(坂本さん)｡太陽光線の原理と同じ頼射軌だよる暖房ならではの長所といえます｡

対流熱暖虜と比べ､ランニングコストが三

分の一程度ですむのも､輯射熟暖房のよさです｡ス--ブなどでは上の方が高温になるので'床面20度'大井近-は30度-　といっL,不合理な暖ま-方をしますが'床暖房では上下の温度差がないためです｡特に吹き抜けのある部屋では､差が歴然-現れるといわれています｡

6

◎｢おやじが骨とうの趣味を持っているので､
それを飾って合う寮にしようと思いました｣
と坂本さん｡玄関の次の間に設けられた飾り
棚にも､書画骨とうの頬がさりげなく飾られ
ています

く土間〉床･みかけ石



◎2間続きの和室｡床の間の横の丸窓を月に見
立て.雲のイメージで違い棚をつけました｡丸

窓は､金色の障子を閉めることができます｡床
の間と襖の緑は､ウルシ塗りです

床･タタミ

0天井の丸太がいかにも"昔の家〝と
いう印象を与える､長い廊下

床･ヒノキ縁甲板

o座敷に面した縁側の戸は､｢広く虚を見渡せるよ
うに｣という設計者の意見により､すべて戸袋に
おさまるようにしてあります｡天井から軒下まで

わたした垂木は､京都の北山杉の磨き丸太です
床･タタミとヒノキ縁甲板



家族構成　夫婦(主人44歳)+子供3人(女18歳･
16歳･ 12歳)十両親(父親72歳)

木造平屋建て
床面積//2糾.21m～ (85.22坪)

設計　後藤建築設計事務所
(後藤義彦　℡0555宮士吉田84-3525)

施工//岡本建築(℡0555音士吉田84-3016)

床畷房施工　ノ光陽建材設備部
竣工年月ノ/ 59年5月(門塀､蔵は60年5月)

カメラ′　栗原宏光

◎台所｡冬季は床暖房を24時間つけっ放しに
しているため､非常に快適です

床･乱尺フロア

○玄関脇の居間(茶の間)｡広い開口部とトップライト
により､明るい部屋になっています｡この部屋にも床

畷房を施してあります｡そのほか中央に掘りゴクツ(床
哩房を設置)も設けました｡夏はコタツ布団を取り､
テーブルとして利用しています

床･タタミ
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兵庫/薮井さんの住まい

＼

0真南に向かって立つ､日当たりの良い森井邸です

○窓の多い､明るい床哩房の食堂
床･コルクタイル

Ou字型のシステムキッチンで構成された床哩房の台所
床･コルクタイル

○床暖房で哩かく､きれいな浴室は.一日の疲

れをすっかりいやしてくれます

床･タイル

家族構成/欠如(主人35歳) +子供2人(労

9歳､女8歳) +母

構造/木造2階建で
床面柄/132.00m' (40.OO呼)

1　階/ 85.50lT･'(25.90坪)

2　階/ 46.50m'(14.10坪)

昧暖蛎/台所.食堂.浴宅.洗面併

給'Ll場/ 3か所

設計/たくみ一級建築設計事務所(℡0794高

砂31-4187)

施工･床暖序施工/宝商事(℡0792姫路98-

2681)

竣工年月/60年12月

カメラ/大島勝寛

9

余熱を上手に利用した
使い方で省エネに徹する

○焦茶のカラーコ-ディネートで上品に仕上げられた洗

面所にも床唖房が利用されています

床･長尺塩ビシート

○薮井さんご

夫妻と元気な

子供達

､=コ

.不満な点は

まったくありません
住設機器の全社に勤める薮井さんのご主人

は'以前から温水式床暖房の良さをご存知でLLJ.｢家を建てる時には絶対これにするゾ｣という夢をお持ちで､昨年1 2月に待望の新居が完成したのです｡

最初は話半分で開いていLJ奥さんも'この
ひと冬を過ごしてみて､床喝序の暖かさにはすっかり感心LLJご様子.今では効率の良い使い方を覚えて'朝は起床の30登別からつけて2時間､夜は夕方5時ごろから4時間とパターンを決めているそうです｡

｢冬でも日当たりの良い家ですから､昼間は暖序がいらないんです.朝の2時間ほどつけてお-とお揚が正午ごろまであっLJかいので､洗濯にもふんだんに使えます｡エネルギーを余さず使えるって感じがいいですね｣と奥さん｡ご不満はあ-ませんか'という質問には'｢不満はあ-ませんよ｡ス--ブの時よ-灯油を使いますが'これは暖房と給湯のすべてを賄ってるんだから当然ですしね｡--タルで考えればおっ-が-るんじゃないですか｡LJだ'残念LJつたのは'ボケラーを外に設置してしまっLJことです｡温度調節を細目にLLJいのだけどなんだか億劫で｡あれは勝手口やサニタリーなど'室内に設置するといいですね｣と答えて-れまLL,｡



床暖房の家
Il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/佐藤さんの住まい

床暖房の現地見学会でそのよさにすっかりほれ込む
佐藤さん一家は若いご夫婦二人だけの住ま

いです｡新築されるまでは社宅に住んでいたのですが'住まいづ-りを決心してからは'住宅展示場などを実地に見て歩き'家本体は'イメージや耐震･耐火などの点から丈夫で長持ちのする旭化成のヘーベルハウスに決めたのです｡
ムH所の流しや浴槽などいろいろな設備関係

も実際に見て'ふれて､納得してひとつひとつ選定していっLJわけです.

暖好関係については｢理論的に床喝序がよ

いことがわかっていたので'喝坊は床暖房と最初から迷いはなかっLJ｣へご主人)のですが､やはり一度'自分の体でその快適さ'安全性を確かめたかっLJのです｡ヘーベルハウスにもオプション-して床暖房はあるのですが､その性能を体得するチャンスがなかっLJというわけです｡

そんなある日､床暖房を実際に施tしてい
る全社の･:<他見…リム式のチラシが新聞に入っていたので早速川かけ'その施工度､機械の信相性にほれこみ'床喝序の施⊥だけは本体t事と切-離し､その会社=小林住設さんに依根しまLLJ.

｢熱源は灯油ですのでガスよりもランニングコス-は安く‖取近の油事情で安定供給という面でも心配はありません.樟外に設けたボイラー三ネルギ-ステーション)一か所ですから､安全ですLt操作もスイッチ.つで簡単･･-･｡ただ､タイマーを付けていないので'装着すればもつと便利になると思いますが､子どももいないので'別に今すぐ付けるというつも-はありません｣　(ご･.上人)0｢燃費は冬場でひと月､90=小人-ひとかんぐらいですから木へ　七千円ぐらいですかo社宅にいたころは台所に板状の電気パネルを敷いて使っていましたが'見ばえが想いし--0今は本当に1-0%満足しています｣(奥さん)0

2

｢灯油焚きで､燃費は
-か月6000.-7000円です｣

0床暖房をしたご夫婦の温かさを感じさせる､ぬくもりにつつまれ

た居間と､アコーディオンカーテンで任意に仕切れる床暖房の食堂･
◎白いタイルと植栽の緑のコ　　　　台所　居間の床･パーケットフロア　食堂･台所の床･長尺塩ビシ

ントラストが美しいアプローチ　　　　ート



02階の洋室
床･パーケットフロア

◎床喝房のおかげで寒さ知らず｡模様タイルを
存分に楽しめます　床･タイル

0客間の1階和室6畳　床･タタミ

家族枯成　人舶(i三人35歳)

地域指定/ rli的化網や割j.域

構造/ALCコンクl)-ト造2僻地で

敷地而il'レ/222.38m･ (67.39坪)

昧IAifl'i/112.93m, (34,22坪)

1　m/72.93m' (22.lo揮)

2　肝/40.00mt (12.12坪)

嫌喋は1/矧EiJ､食堂､台稗,桁'+;0)

洗い場　統湖/3か岬

段.汁/旭化成｢.業

施工/旭化成ホームズ
IR'p安lJj施｣二/小林住設

竣l二年月/58勺:･3 ll

カメラ/大.tbJl#寛

O ｢床暖房は100%満足｣といわれる佐

藤さんご夫妻

rl】 売｢�劔 剪� 
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｢店の床暖房は夕方4時ごろ切

っても8時まで余熱で暖かい｣

津内さん夫妻(前列)と従業員の

皆さん

家族構成ノ大輔( l三人59歳)+ (･供2人(女26歳､労25歳)

構造′木造2肝姐で
l人面桃/199.5m･(60.45坪)

lR'暖lJi/FF;rlU､食億､ fi所.和'iS:､ JJ.･'舗

阜那溢/3か所

昧暖lJJ施1二　:jqT.設備(℡08677新見2 -2891)

カメラ　申朋相良

居間･食堂･台所

は床暖房です

床･長尺塩ビシー

ト

居間につづく和室の床

哩房は独立したスイッ

チなので､適宜にコン

トロールして使います

床･タタミ

態脳堅滋琵頚

床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし'′を実現す｡

床暖房派か急増中

岡山/津内さんの住まい

iZlzI

I-ー　~　L I L　　　二　日_

津内邸.ガソリンスタンドは家o:

ます

事務所　床･長尺塩ビシート

Zt　　　　　　　　､lV11

台所に入れると女子が喜びますね
ガソ-ンスタンドを経営している津内さん

は'親戚(三和設備)のすすめで床喝坊を入れまLLJ｡4年前に店舗の事務所にこれを入れLJのをかわきりに､2生別'住居部分にも哨礼状しました.｢4告別'床噴犀はいいからぜひにとすすめられ'お客さんへのサービスを考えてまず店に入れました｡日月から3月ごろまで使っていますが､朝スイッチを入れて夕方4時ごろ切ります｡切っても余熱があって午後8時ごろまで暖かいですね｣
その後､床喝好の快適さにすっか--り二

になっLJ津-勺さんは'台所･食骨の増改築を機会に'居間･食堂･台所と和室に床喝序を入れ､浴室もジェットバスに作えました｡｢床暖房は和室より'ムロ所や食堂の方が効率

i;.I.二

的ですね｡台所に入れると女子が喜ぶと思いますよ｣と津内さん｡床暖房は常時使う場所とそうでない部屋をきちんと使い分けることで省エネができると'燃料店の社長は語っています｡
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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

広島/山本さんの住まい

○床哩房の入った応接室｡来客はもちろんのこと､家族

も自然とここに集まってくるというコミュニケーション

スペースです

床･じゅうたん

○山本さんご夫妻

■　清潔で気持ちよい暖かさが

床暖房の良さ鮮やかな緑の山並みに囲まれLJt広島坦比
婆郡の住宅地に山本さんの家はあります｡2年ほど前に新築されLJ住宅ですが'ここでも床喝序が利用されています｡

最初に床暖序の知識を得たのは奥さんでL
LJo友人が設備工事店に勤めていて'かねがね｢床暖犀はいいわヨ'特に温水式のものは--｣と話を問いていLJのだそうです.そこで家の新築にあLJつて'実際にその噴かさを確認するためにショールームへ行き'もちろ

r部屋ごとに切り替えができ

る経済性がうれしい｣

ん納得して帰ってきたのです｡

床喝犀にすっかり感心LLJ奥

さんは'ご主人にも相談して台所と応接間に利用するこ-にしまLLJ｡ご夫婦は共働きで'昼間は家が留守になることが多く床喝犀は大抵夜使います｡奥さんが帰る一時間ほど前にスイッチが入るようになっているため､玄関を開けるとなんとな-ホカホカLLJ空気が出迎えて-れる

わけです｡温度は60度前後に設定｡これはお風呂を沸かしすぎず､それでいて部屋が十分暖まるちょうど良い温度なのだそうです｡｢床暖房の良さは数えしげるときりがあ-ませんが､私にとってはまず空気が汚れない清潔な喝序だということ｡そしてス--ブのように顔が火照っLJ-せず'気持ち良-暖まるこ-ですね｡部屋ごとに切り#=えができる点も経済性を考える-うれしいこ-です｡問題なのはh叱ち･iが-に畔問がかかることですが'これはタイムスイッチを使うことで大方解決できます｡それにスイッチオンで時間がかかる分､スイッチオフの後もずーっと冷めないんですからおあいこみLJいなものでしょう｡そのへんの性格を知って上手に使えばいいんですものネ｣と奥さんは上手な使い方を話して-れます｡

山本さんのお宅では､現在1 8歳と1 5歳の育

ち盛りの息子さんがおり'彼らは以前と違って自分の生活ペースを主張し出す時期です｡受験勉強後の深夜の入浴や､早朝-レーニング後のシャワーー　このシステムなら'スイッチひとつでいつでもたっぷりお揚が使え､ご両親としてもひと安心といった-ころです｡

◎南西側の外観o周囲を石垣がとり囲む重厚なつくりです

家族構成/夫婦(主人47歳) +チ

供2人(努18歳･ 15歳)

構造/木造2階建で
床面析/127.93m'(38.76坪)

1　階/ 94.12m- (28.52坪)

-I l　2　階/33.81m' (10.24坪)
←

一一{ ｣床暖膚/台所(兼食堂)､応接室

給湯/5か所

設計･施工/野田工務店

]床暖房施工/サン'7設備(℡0847
7比婆2-2210)

竣工年月/59年5月
カメラ/中桐暢良



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/藤井さんの住まい

床暖房の浴室はお孫さんの遊び場
藤什さんは4小南の家の人改造の畔にt L

務情の八から昧唆Wの満を附きました｡前ではなるほど便利なようですが'設俳にま-まったお令がかかるのはr許外のことでもあり'=.=初oKをHL渋っていたそうです｡それで
も〟どうも便利そうi,'ゾ〟というハ刈糾ちが地か

･し離れず､‖心いきって｢小に抑み切-ました｡

i<唆Wにしたのはム‖何と浴半'洗面所です.
特に洗面所-浴牛は家の北側に位.t糾する.蘇

iq,い場所だったのが'今ではウソのように暖
か-なったのだそうです｡｢.igHに櫛が遊びに氷ると凪H場が米しい-いって〓てこないんです｡前なら風邪をひかないかt J･ー伽が=jりないんじゃないかと心配していましたが'今ではそんな心配も小安です｡近所の人たちにも.度来てみなさいと誘って

ばか-いるんですよ｣とご,.1人｡そして'瀬になってもちょっと肌寒いナと‖心う日には'批度を低めにして仙うのだそうです｡｢こういう微妙な=B度で暖まれる畷･iS機は他にかいんじゃないですか｡それに鮒かい計許はしていませんが'経済的LJと〓心いますよ｡竹t:{が快適になって､緋約%=汀が安-なれば'これ以卜の即はありません｣
‖ひいきって仙っLJi<喉仏..-　雌什邸では人

収功を収めたようです｡

2

｢低温でも暖まる暖房機は

床暖房の他になし｣

家の東南に位声し日当た
り抜群の台所｡床暖房の

おかげもあって一番快適

な部屋になりました

床･寄木合板一部カーペ

ット敷き

藤井さんご夫妻

南西側から見た外観

玄関側から廊下と続きの和室を見たところ｡トンブ
ライトから光が降り注ぐサンルームです

北側の浴室も床哩房で寒さ知らず.洗濯までお湯が

使えるので奥さんは大喜びです

床･寄木合板､ 100角タイル

'itl肱WIJ戊)ミ如( i三人611.'h)

構造/木j追2耶班で

味dli桃/ 154.00m (46.67坪)

1　聯/ 95.43m (28.92Ll')

2　耶/ 58.87m- (17.84坪)

l脚かJl'/ tT所(兼食菅) ､桁'七､牝[(lIJrJi

統i坊/ 4か所

段.il･ ･施IL.ノ11申lti=.班

11亡P左lJ]施l'. ′サン'7.洲['l (℡08477比婆2- 2210)

嫁IL.II･H / 574[1-･6日

カメラ/-l･朋的良



｢熱効率も高く､維持費も安い

ので電気から切り換えました｣

○どっしりとした瓦屋

根が印象的な白川邸の

外観

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

香川/白川さんの住まい

○落ち譜いたインテリ
アの居間は衷族の団ら

んの甥にふさわしく､

床哩房が施されていま

す

床･じゅうたん

◎■床暖房で寒さ知らずの対面式のオープンキッチンは､若奥
さんが子供達を見守りながら調理ができます

床･長尺塩ビシート

125

家族構成/夫婦(主人58歳) +若夫婦+

子供2人

構造/木造2階建で

床面横/148.46m, (44.99坪)

1　階/101.53mt(30.77坪)

2　階/ 46.93mt(14.22坪)

床岐宿/居間･食堂.台所

拾揚/4か所
設計･施工/日壮建設

(℡0878高松34-8121 )

味頓房施工/信和産菜
(0878高松66-9583)

カメラ/大島勝寛

暖房･給湯で燃費は月に約2万円
親戚が電気式の床暖房を使用しているため

今度はウチでも'と考えていた白川さん｡新築にあたって電気式に決めようとしていた矢先に､給湯兼用の温水式床暖房システムを知ったのです｡輯射熟パネルという面状発熱体の熱効率が良ぐむらのない暖房ができて､暖房以外に給湯や風呂の追い焚きができること'維持費が安いことなどをわかりやす-説明されて'白川さんは｢さ-め-なん｣と納得｡そこで急きょ温水式床暖房にプラン変更したわけです｡

床暖房は家族が集まる居間と食堂'台所に
設置されました｡今では家族全員に大好評です｡真冬には朝8時ごろから夜10時ごろまで使用するそうですが'給湯も含めて燃費は最も高い月で約2万円｡｢暖房と給湯が一緒の値段ですからね｡すご-安-つて助かっています｣と奥さんは大喜びです｡



長野/岩上さんの住まい

○床唖房の居間｡

典は食堂と台所
床･カーペット

r外はマイナス1帽にもなる真冬日か

つづいても床暖房だけで十分快適J
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◎2間つづさの和室｡典の和室に床

燃料費はFF暖房の時と変わりません
岩上さんは新築を機会に床喝序を導入しま

した｡ご当地は冬季の真冬日が2週間もつづき､外気温がマイナス1 8度まで下がる日もあります｡そんな寒さから解放されることを願って'家づ-りをしています｡

まず'外壁には断熱効果の高いALC板を
張って'開口部はアルミの二重サッシを使っています｡こうLLJ断熱工事を施しLJうえで'床暖房を入れました｡

旧居ではFF暖房やス--ブなどの個別暖
房でLLJが'新居は床暖屠だけで個別境界は

一切使っていません｡
｢断熱工事をやっているので休喝坊LJけで十分快適な冬を送れまLLJ｡ス--ブなどでは足元が寒かっLJのですが'これからはその不快さも無縁になりました｡燃料費は平方==当た-で換算するとFF暖房-同じようです｣と岩上さん｡

◎床噴房の台所と食堂
はカウンターで区切っ

ています

床･フローリング

0岩上さんのご家族

家族構成/大輔(主人39歳) +子供

2人(男12歳･4歳) +

両親

床面柄/321.78m' (97.50坪)

1　階/214.13･h' (64.88坪)

2　階/107.65mt (32.62坪)

味暖膚/居間.食堂､台所.和室,

浴室､洗面所､便所､寝室､

子供室(2室)

捨IL.*/ 4か所

設計/竹上一級建築事務所

施工/窪田建築.北沢建築

味哩虐施工/バスラー機払販売

(℡0262長野27-3383)

竣工年月/60年11月

カメラ/宮下信治
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