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日本人のこころに響く
和のリフォーム
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別荘として新たな命を吹き込んだ、築 150 年、古民家の再生
SELECT 02
千家流の本格茶室を造り上げた、マンションリフォーム

eco-product

エコなライフスタイルに役立つ、インテリア＆エクステリア商品

SELECT 01

別荘としての
新たな命を吹き込んだ
築 150 年、
古民家の
リノベーション。

間接照明を主体とした照明

寺

オ

この民家のためにあるよう
にオーナー様も大喜び。美

とした梁とイサム・ノグチの

も手を入れて大切に住まい続けて来られた

だけ使えるものは活かしてほしい」
というご要

しく流れる木目は、いつま

ペンダントが存在感を放つ。

オーナー様でしたが、最近は年に一度、お墓

望をいただきました。

の庫裏（くり）
として約 150 年前に建て

られ、昭和 28 年に移築した民家。何度

参りで立ち寄るだけの状態に。
そんな古民家をリノベーションすることで、
別荘としての新たな命を吹き込むプロジェク

ーナー様からは、
リノベーションにあ

たって
「思い出深い建物なので、
できる

計画で、のびやかな吹き抜

な松の一枚板との出会い

け空間をライトアップ。堂々

でも見飽きることがない。

そこで私たちは、梁や柱はもちろん、現在の
建物に使われている建具なども利用してイン

景

テリアプランを進めました。

色を眺める窓へもこだわりがあります。

リビングの窓を敢えて移動させ美しい

トがスタート。しかし、はじめは「建物の価値

そのひとつがマツの一枚板のダイニング

があるか見て欲しい」
というご依頼を受けたこ

テーブル。天板（幅2700mm）は近くの家具店

似合う洋館風に。引き渡し時には、
オーナー様

とがきっかけでした。

でオーナー様と共に選び、脚には梁を再利用

のご家族全員が喜んでくださいました。

さっそく建物を調査したところ、柱・梁の立派

し、大工さんに加工をお願いしました。

さに驚き、
「もともとある民家の空間を活かす」

また、既存の建具を活かすために、新しい物

景色を切り取り、デザインもマントルピースの

また、段差を効果的に利用。土間から580mm
た私たちにもこだわりがあります。

あった段差をステップ無しのスキップフロア

「時を経て深まる木の風合いを活かす」「引

は干渉しないように古い物に合わせるよう心

インテリアのアクセントとして、奥様の好き

にすることで目通りのよい空間に。傾斜のある

き算の中で生まれる美しいフォルムを活か

がけました。たとえば、空間を間仕切るスライ

な色を活かして、キッチンの扉に黄色をセレ

所は、マントルピースやトイレとして活かして

す」
という考えのもと、私たちは建物の再生を

ディングウォールは特注で、桟をできるだけ細

クトし、洗面のボウルにも落ち着いた黄色の

います。

ご提案しました。

くしてモダンな印象を演出しながらも、表面

美濃焼を設えました。

リノベーション後、オーナー様は、「頻繁に訪

その結果、オーナー様から別荘として使い

部分はまわりの雰囲気に合わせて、塗装で仕

たいというお話をいただき、古民家リノベー

上げています。

ションに着手することになりました。

もちろん、
オーナー様の想いと同様に、手掛け

さらに、地元の和紙を活かした演出として、

れるようになりました。空間がやわらかく、音も

ホールの花台の上には柿渋で染めた和紙を

壁が吸収する。今後、
ここで音楽会などもやっ

パネルで装飾。キッチン横のニッチの壁にも

てみたい」
とおっしゃられており、
ご満足いた

さりげなく和紙を用いています。

だけたことをスタッフ一同喜んでいます。

照明計画では、空間に存在感をもたらすイ
サム・ノグチのペンダントを中心にして、他は
間接照明に。柱や梁の美しさを際立て、和の
感性を主張しながらモダンな空間へと昇華さ
せています。
また、冬の底冷えを防ぎ、夏には心地よい
肌触りとなるように、床には厚みのある杉板を
奥様の好きな黄色が水まわ

採用。壁と天井は白い珪藻土仕上げに。光の

り空間のアクセント。洗面ボ
ウルには落ち着いた黄色の

反射率が良くなることで、空間を明るくするこ

美濃焼。キッチンの扉も上品

とができました。

な色合いの黄色を採用した。

空間を間仕切るモダンな趣き
のスライディングウォールは、
特注品。桟をできるだけ細く
して、表面はまわりの意匠に
合わせて塗装で仕上げた。

傾斜のある空間は、マン
この地域の名産である、黒
谷和紙の柿渋染めをパネル

トルピースやトイレに有
効活用。
トイレの腰壁に

にしてホールの花台の上に。

は高級な吉野杉の赤身

キッチン横のニッチの壁も表

（節の無い所）を使用し

情豊かな和紙で仕上げた。

ている。

eco
product
これからの暮らしにかかせない

エコなライフスタイルへの工夫。

あなたも省エネに役立つ
インテリア＆エクステリア アイテムを
採り入れてみませんか？

SELECT 02

ひとクラス上の省エネ。

千家流の茶室仕様。

インテリアを美しく彩る。

遮熱カーテンで

ステンレス分子を生地の表面に原着
させることにより、室内の温度上昇を

重要文化財
「又隠」
を

抑える遮熱カーテン。冷暖房効率が
高くなり省エネ対策に最適。外から室

本歌として造り上げた

内を見えにくくする効果もあり、水洗
い、ドライクリーニングも可能です。

マンションリフォーム。
の 湯を 修 道 するオーナー 様 の 奥 様

その甲斐があってオーナー様には完成度

のご希望で実現しました、重要文化財

の高いディテールにご満足いただき、奥様か

茶

「又隠」（ゆういん）をイメージした本格的な
茶室です。

らは、茶の湯のお稽古にさらに励みたいとい
う嬉しいお言葉をいただいています。

にじり口、茶道口、炉のある茶室をマンショ

暮らしの身近なあかりから。
話題の LED 照明で
エコライフをはじめる。

ン空間に造り上げる新築リフォームは前例の

すぐれた省エネ性と長寿命で、注目を

ないプロジェクトでした。

集めているLED 照明でトータルな照
明計画が可能に。LED 仕様ならでは

私たちはリビング空間との連動を考えると

のスマートなデザインの照明器具も

共に、バルコニーを露地に見立て、にじり口を

登場し、節電を行いながら、あかりの

設けるというご提案を行いました。

演出をお楽しみいただけます。

リビングの 3 枚引戸を開けると、貴人口の
ある茶室が現れます。引戸は開けていても違
和感がなく、床の間まで美しく見えること。お
客様のおもてなしも行いやすいため奥様もご
納得されました。
もちろん、銘木選びはオーナー様ご夫妻と

日射しを和らげるオーニング。

十分吟味を行い、スプリンクラーや空調の吹

木かげのような

出口が気にならないように色・素材など細部
の仕上げにもこだわりました。

心地よい空間をつくる。
本格的な千家流の床構え。
床柱は皮付赤松、
床框は杉の磨
き丸太を使用。
リビングからも見えるよう、
隣接して計画した。

直射日光や照り返しを和らげるオーニ
ング。カーテンやブラインドに比べて
も高い日よけ効果を発揮します。手軽
に開閉できるため、採光のコントロー
ルも自在。省エネはもちろん、木かげ
のような心地よい空間をつくります。

平天井は、迫力ある網代天
井。廻 縁には、こぶしを使
用。また、掛込天井には、黒

熱気を感じる夏のバルコニー。

部杉へぎ板、垂木は磨き丸
太と小竹を使用している。

打ち水効果が長持ちの
涼感タイルで爽やかに過ごす。
窓を開けると、ムッとした熱気を感じ
る夏のバルコニー。そんな暑さ対策
に涼感タイルがおすすめです。朝の

にじり口の上に設えた下地窓。
薩摩葦（さつまよし）を格子状に

涼しい間に水をまいておくと、タイル

組み、あけび蔓（つる）で編んだ

がたっぷり水を蓄え、打ち水効果が長

軽妙な窓の意匠は室内に変化

バルコニー側から見たにじり口。仕上げは杉無垢板うずく

をもたらす。今では施工できる

り。マンションサッシの内側に設えたとは思えない完成度

職人も少ない。

である。

持ち。昼の間も爽やかに過ごせます。

2011年の新作は、
デザイン＆エコロジー。
魅力のアイテムを多彩にご用意しました。
より心地よい暮らしのために、インテリアもつねに進化を続けています。セキスイインテリアの今年
のテーマは、デザイン＆エコロジー。
ここでご紹介する新作をはじめ、魅力のアイテムを多彩に揃え
た、2011 年の総合カタログをご用意しました。あなたのインテリアプランに、ぜひお役立てください。

TV board for focal shelf

wall shelf

wall cabinet

フォーカルシェルフ用 TV ボード

ウォールシェルフ

ウォールキャビネット

リビングの装飾棚として人気の「フォーカルシェルフ」。その間口サイズに
合わせたTV ボードが新登場。天然木仕様のシステムファニチャータイプ
と化粧シート仕様のトリムタイプをご用意しました。DVDなどの収納にも
便利な引出し付タイプなども揃え、お好みでお選びいただけます。

厚みのある棚板にすることでスクエアデザインを強調したウォールシェル
フ。ホワイトとブラック2 色の木目柄をご用意しました。ハイムの壁厚サイズ
に合わせているので、壁内にすっきりおさまります。両面使いも可能なため
間仕切りとしても活用でき、天井に固定するので倒れる心配もありません。

扉デザインをフラットでスマートな「手掛け仕様」にグレードアップした
ウォールキャビネット。壁面と一体化してみえるシンプルなデザインは、
コーディネートもしやすく、空間の有効活用にも役立ちます。また、ガラス
扉や引出しなど、使い勝手に合わせて組み合わせていただけます。

glass works

sliding wall

architectural lighting

グラスワークス

スライディングウォール

コーブ照明

ハンドメイドガラスの美しさが人気のグラスワークス。新デザイン７シリー
ズ全 13 種が加わり、従来のシンプルなデザインから、子供部屋に合うも
の、クラシックテイストのものなど幅広いラインナップに。ガラスの色を選
べるデザインもあり、コーディネートの楽しみが拡がります。

半透明のアクリルパネルと4 色の木目調パネル（リバーシブル対応）が
新登場。アクリルパネルの採用で、軽量化と框のデザイン性がアップ。上
レールを改良し、扉の脱落防止も強化されました。さらにコーナー部にも
使用できるようになり、さまざまな間取りプランに有効活用できます。

空間と一体化した間接光のコーブ照明に、省エネのLED 仕様が加わりま
した。コンパクトなLED の特徴を活かした設計でスリムなデザインに。カー
テンボックス付の仕様も加わり、ウィンドウトリートメントのコーディネート
の幅が拡がります。節電を行いながら光の演出をお楽しみいただけます。

インテリアとエクステリアのプロがつくる住空間デザイン
インテリアとエクステリアのプロが、それぞれのノウハウや経験を生かし、
垣根を越えて共鳴し合うことで、暮らし心地のよい住空間をデザインする。
それがセキスイインテリア × セキスイエクステリアの
「 う ち 」と「 そ と 」が、ひ と つ に な る 暮 ら し

コラボレーションにより実現した、新しいスタイルの住空間デザインです。
「うち」と「そと」を一緒に考えることで、暮らしがつながる、家族がつながる。

×

お客様の暮らしのデザインを、経験豊富なスタッフがお手伝いします。

http://www.uchi-soto.com/
詳しくは、「うちそと」カタログをご用意しております。

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。

東 京 オ フ ィス

〒 162-0824 東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F

tel.03-6701-0711 営業時間：10：00-18：00

定休日：水・日曜日・祝日

大 阪 オ フ ィス

〒 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

名古屋リフォーム相談室

〒 465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船 2-605

tel.052-701-3338 営業時間：10：00-18：00 定休日：水・日曜日（名古屋 FC 株式会社アンビエントプラス）
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