SEKISUI INTERIOR supports you to make beautiful and
comfortable interior decoration which is considered good for
p e op l e and env i ronment t hrough " FI N E D EC O" .We give you the
l a t e st i nfor mat i on t o hel p y our i nterior decoration.
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ミモザの黄色がこぼれ落ちるころになったら、
部屋の中も春らしい装いにしてみませんか？
冬の間、外の寒さから守ってくれた厚地のカーテンを
軽やかな素材に変えるだけで、部屋の中も軽快な印象に変わります。
レースに限らず、透ける素材のファブリックを上手に使ってみましょう。
たっぷりのヒダやプリーツ、パターンを透過した光と影が、
大きさの違う窓をひとつのイメージでまとめるために、 室内
側に、同じファブリックが見えるようにしています。部屋の奥、
ふたつ並んだルースシェードのカーテンに透ける素材を使っ
たので、手前の大きな窓には、室内側に同じ透ける素材、外

インテリアに、思いもかけないさざなみを加えてくれます。
優しい光が満ちあふれる春。

側に同系色の無地を重ねました。ベージュトーンのファブリッ
クで、大人のエレガンスが漂う部屋になりました。

この時期は、光を味方にするつもりで窓辺を考えてみましょう。

透ける素材のカーテンは
ドレープやプリーツの影や重なりを楽しむ。
レースのカーテンと厚地のカーテンを二重に

室内から窓辺に視線を向けたとき、統一感のと

して使うとき、メインに考えるのは厚地のカーテ

れたシーンがつくれるとともに、 無地のファブ

ンのほう。
レースのカーテンは、サブのカーテン

リックをバックにして、 内側の透ける生地のパ

と考えてしまいがちです。でも、春から夏にかけ

ターンが浮き上がって見えます。

ては透ける素材のカーテンが主役。こちらが引
き立つようにコーディネートしてみましょう。
床までの大きな窓と腰高の窓が並んだリビン

ルースシェードの裾とタッセルは、ビーズのつ
いたリボンコードでトリミングしました。きらきら
した光のラインがアクセントになります。

グルームの場合、大きな窓には二重掛け、腰高
の窓には「ルースシェード」と呼ばれる装飾カー
テンをかけてみました。主役にするのはベージュ
トーンの透ける生地。まず、 少しはりのあるファ
ブリックをルースシェードに使います。窓の両サ
イドと、中央の３カ所を同時に引き上げることに
よって、バルーン状のふくらみが生まれます。横
ストライプのシンプルな生地なので甘すぎず、
それでいて優雅な印象になりました。
同じ部屋にある床までの窓は、ルースシェー
ドに使ったものと同じ透ける生地を室内側に、
ベージュの無地を外側に組み合わせています。
横ストライプの透ける生地を使ったルー
スシェード。カーテンを引き上げたときに
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床までの窓には、室内側に主役

カーテンに使った生地などを、

の透ける素材を、外側に無地を

クッションに仕立ててみました。

いたリボンコードでトリミング。日中の窓辺
を楽しく彩ります。（写真上）

生まれるふっくらした襞の裾をビーズのつ

重ねました。こうすることで、透

スパンコールのついたブレード

ける生地のパターンが浮き上

と、フェイクファーのブレードを

脇役のタッセルにも、ビーズのトリミング

がって見えます。

アクセントにしています。

でさりげないアクセントを。（写真下）
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小さな窓には小さなカーテンで。

この春注目したい

これだけで魅力的に。

「カーテンにもアクセサリー」。

室内の気密性を保つためや、防犯上の理由も

プレーンなスタイルのカーテンが好まれてく

あって、小さな窓の存在が多くなってきました。

ローマンシェードに付けたくるみボタンに下げ
たり、ルースシェードの裾に下げたりして使いま
す。季節によってチャームを変えたりするのも
素敵です。また、
トリミングの種類も豊富になり、

ると同時に、 話題になってきたのがカーテン用

カーテンの裾を飾るだけでなく、カーテンとお

カーテンレールのついていない窓でも、小さな

のアクセサリーです。カーテンの装飾というと、

揃いのトリミングをクッションにも使ったりする

カーテンをあしらうことで、外からの視線をやわら

カーテンをまとめるタッセルが一般的ですが、

楽しみも増えました。

かに遮り、表情豊かな窓にすることができます。

タッセル以外にも、カーテンのワンポイントにす

窓枠の左右にテンションをかけて支えるカー

るウインドウチャームやラインドロップなどが登

しむように、カーテンも、アクセサリー次第で、

テンレールは、縦長窓の中ほどでも使える便利

場してきました。TOSO の営業担当、 斉藤悦

その楽しみ方がぐんと広がってきたようです。

なもの。
ゴールドの細身のカーテンレールには、

子さんが春に向けて注目するのは、ビーズを

清潔感のある真っ白なカーテンが似合います。

使ったアクセサリー。ワイヤーのところどころ

丈とのバランスを考えて、小さな三ツ山のヒダを

に大きめのビーズを通したラインドロップは、

寄せたシンプルなスタイルにしています。

カーテンレールのランナー穴にかけて上から

明かり取り用の小さな窓でも、ミニカーテン

垂らすだけ。窓辺の光を受けて雨粒のようにき

をかけるだけで優しい印象が生まれます。窓枠

らきら輝きます。ビーズにファーのポンポンや

の上に付けたフックに、透ける生地で仕立てた

パールの粒をプラスしたウインドウチャームは、

一枚のドレスをアクセサリーで何通りにも楽

カーテンを、少したるませ
るようにふわりとかけるだ
け。
カーテンと呼べるかど

真っ白なリネン風 のカ
フェカーテン。裾に控え
めなフェイクファーのトリ

うかさえ疑問なくらいの

ミングをあしらったシン

簡単なものですが、これ

ミングでクッションも。

プルなもの。同じ布とトリ

だけで、さりげなくニュア
ンスのある表情がつくれ

ビ ー ズとファー の ポン ポン

るところがファブリックの

を組 み 合 わ せ たウインドウ

力なのです。

チャーム。カーテンの上部に

タックもない簡単なカーテン、少したる

してもいい。カーテンのファブ

ルーのカーテンドロップ。窓辺でこそ、こんな

ませただけで、優しい表情が生まれる

リックに、ビーズやファーの質

ビーズのきらめきを生かしたいもの。

から不思議。ラインドロップのビーズ

感をプラスすることで、微妙な

の赤がポイントになっています。

ニュアンスが生まれます。

付けたり、タッセルに通したり

水玉柄の透けるカーテンに組み合わせたブ

撮影協力：トーソー株式会社

インテリアを楽しむことは、こころ豊かに暮らすこと。
私たちセキスイインテリアと一緒に、こだわりのリビングをつくりませんか。
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ひとクラス上のリビングへ
リビングは、住まいのメインステージ。
間取りや広さも大事ですが、床や壁、収納、造作など、イン
テリアの仕上げも大切なポイントです。より美しく、より快適な暮らしのためのインテリアスタ
イル、
さまざまな事例とともにご提案いたします。

壁へのデコレーションで
上質なリビングを演出。
ひとクラス上の上質なリビングを演出する
効果的な方法のひとつに、壁へのデコレーショ
ンがあります。
同じ空間でも壁材や色を変えるだけで、ガラ
リと印象が変わり、特に表情豊かな石材やタイ
ルなどを使用すると上質感がアップ。
壁へのデ
コレーションは、全体ではなく部分的な演出で

壁面一面をタイル貼りにし、 飾り棚になるニッチで空間に変化

も意外に効果があります。

を。
また、大画面テレビ周辺の壁を掘り込みモノトーン色にするこ
とで、テレビの存在感を抑えています。（写真左）吹き抜けのリ

また、リビングの壁にニッチや掘り込みの造

ビングの壁面に、床から天井まで石材を部分貼りすることで、高

作をすると、空間に立体的な変化や奥行き感を

さを強調するとともに重厚感を演出することができます。（写真

演出でき、さらに壁の色を変えることで空間に

をプラスすることで、機能的で美しい空間に。（写真下）

メリハリをつけることもできます。

左下）壁面の掘り込みに飾り棚を組込み、システムファニチャー

化させると、インテリアの統一感を保ちながら

たとえば、壁面に設置したテレビ背面の壁クロ

収納スペースを確保することができ、DVD プ

スをモノトーンにすることでテレビ画面と壁

レーヤーなどの機器もスッキリと収まります。

面が馴染み、インテリアとの違和感をやわらげ
る効果も…。

リビングでは、壁紙を選ぶだけでなく、壁面
全体をデザインする視点でインテリアをトー

さらにシステムファニチャーを造作と一体

タルに考えることが大切です。

遊びごころが見え隠れする
個性的なリビング空間。
リビングは、家族にとって生活の中心的ス

生活シーンに合わせて
変化する壁面収納。
リビングは生活シーンによって空間の使い方

コーナーのあるリビングなど、思い思いに個
性的な空間づくりを楽しむことができれば、
楽しいリビングが完成することでしょう。

ペースであり、また、ゲストをもてなすパブ

また、リビングの中で、照明器具や椅子、

レビを隠してしまいたいとか…。

リックなスペースでもあります。
そして、
住ま

カーテンやクッションなど、
ひとつだけでも、

そんなときに、 便利なのが 「変化する壁面収

いの中で一番広いスペースもリビングです。

何かにこだわってみてもいいですね。

納」。扉をスライドすることで、 見せたり隠した

そういう意味で、リビングは家族もゲスト

そして何より、家族みんながリラックスで

もみんなが楽しめる広場のような場所であり

きる世界にひとつだけのリビングを目指し

たい。
空間的にも広い分、趣味や遊びごころを

て、住まいづくりを存分に楽しんでいただく

表現できる場所でもあるのです。

ことが一番。そのお手伝いをする私たちセキ

りできる収納です。

が変わります。たとえば家族での団欒の時間に

特に最近は、テレビの大型化によってインテ

はテレビが必要でも、 来客時はスッキリ美しい

リアイメージを損なう場合もあり、 不要な時は

インテリアでおもてなしをしたいとか、子どもが

見えないようにしておきたいという方もいらっ

リビングで勉強するときは、集中できるようにテ

しゃるのではないでしょうか。
そのような要 望もはじめから
収納を計画しておけば、カンタン
に解決でき、インテリア全体のイ
メージを統一することもできます。
ぜひ皆さまもリビングのインテリ
アを考えるときは、さまざまな生活
シーンを想い描きながらプランを
行ってみましょう。

壁面を掘り込み、テレビや DVD プレイヤーなどの機器もフラットに収納。（写真上）上下
にスライドする扉を付けた収納を設置。来客時などテレビを見えないように隠してしまい
たいときは、扉を下げておくことでインテリアの美しさを損なうことなくスッキリきれいに。
（写真左・右）

ンした逸品をディスプレイできるギャラリー

お気に入りのお酒やグラスを飾れる、バー
コーナーのあるリビング。趣味でコレクショ

スイインテリアに、ご家族の暮らしの夢や想
いをぜひお聞かせください。

夏はさらっと涼しく、冬はぽかぽか温かみのある足触り。
環境にも、暮らしにもやさしい、スギのフローリング「kicocochi」。
日本は国土の67％を森林が占める、フィンランドに次ぐ世界第2位の森林の国。しかし、木材の消費量のうち国産材は
22％にとどまっています。
特にスギは植林から半世紀を経て、伐採期を迎えていながら、あまり活用されていません。
そこ
で私たちは、
「日本の森林を育てよう」
をコンセプトに、計画的に植林されたスギを使用し、フローリング kicocochi をつ
くりました。
環境にやさしく、
美しく、
素足にも心地よい、
その魅力をぜひお確かめになってみてください。
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スギの魅力を暮らしに、インテリアに…
木目が美しく、肌触りも良いスギの内部には無数の小さな穴があり、空気を浄化し調湿を行う、すぐれた特性を持っていると言われていま
す。また、スギの芳香物質には、消臭・防虫・抗菌作用があります。そんな多くの魅力を持つスギ材ですが、「やわらかくキズがつきやすい」
「反りやくるいが大きい」 という点で、 床材などには使いにくいとされていました。
kicocochi は、特殊な技術でスギを圧縮加工することで、割れ・収縮・反りを抑え、
床材にも適した硬さを実現。熱も伝わりやすいため、床暖房にもご利用いただけます。

齋藤孝先生とのコラボによる
「子どもをのばすインテリア」
wepi シリーズに新作登場！

インテリア空間をより魅力的に美しく。
木の表情を生かして、壁を立体的にデザインしませんか。
インテリア空間をより魅力的に
演出するポイントは、室内の壁に

子どもたちが学び成長するために必要な家具を追求

あります。壁面用デザインパネ

したｗ epi シリーズに、引出しもセットしたプライマ

ル
「ウォールグリッド」
は、単調に

リーデスクが新登場。
集中力をアップするお子様の学

なりがちな壁面に、天然木の表情

習環境づくりにお役立てください。

を生かした立体的なアクセント
をプラスすることで、モダンで上
質な空間が演出できます。また、
パネルは樹種や組み合わせバリ
エーションを豊富にご用意。
オプ
ションの棚やフックなどを利用
して、自在にコーディネートする

primary desk

楽しさも…。
あなたも「ウォール

また、齋藤孝先生が提唱されている背筋を伸ば

グリッド」でインテリアのドレス

しての音読をサポートする木製スタンドと集中

アップしてみませんか。

力が続く30分ずつに学習時間を区切る30分砂
時計もご用意。砂時計はインテリアに合わせて
6種の銘木からお選びいただけます。

ondoku
stand

WALL
GRID
ウォール グリッド
sandglass

01 ECO PRODUCT
演色性が高く
調光・調色が可能な
LED シーリングライト新発売。

新築からリフォームまで
インテリアやお部屋づくりのことは
セキスイインテリアまで
お気軽にご相談ください。

住宅用の普及型照明器具としては業界初となる、

寒色調光時

調光・調色可能 LED フラットスリムシーリン

東日本営業部

グ。
リモコンで従来どおりの明るさの調整だけで

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-16-1 東貨ビル2F tel.03-3538-8990
営業時間：10：00-18：00 定休日：水・日曜日・祝日

なく、色味も調整することが可能となりました。
暮らしのシーンや時間帯に合わせて、
好みの雰囲
気を演出できます。
地球にやさしい LED 照明を、
暮らしに取り入れてみませんか？

暖色調光時

LED FLAT SLIM CEILING

西日本営業部
〒531-0072 大阪市北区豊崎 5-4-9 商業第二ビル4F tel.06-6375-9651
営業時間：10：00-18：00 定休日：水・日曜日・祝日

http://finedeco.jp

