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「うち」と「そと」をつなぐ暮らしのデザイン
オープンリビングの暮らしを敷物で楽しむ

SEKISUI DESIGN WORKS STYLE

開放感あふれるオープンリビングを
ラグやマットでくつろぎの空間に
「うち」と「そと」をひとつのデザインに。
セキスイデザインワークスが提案するオープンスタイルのリビング＆テラス 。
今回はそんな広がりあるフロアをくつろぎの空間に演出する
インテリアラグやマットの楽しみ方をお届けします 。
近年、リビングのスタイルとして広がって

たとえば、ダイニングの足元にラグを敷く

きているのが、屋内と屋外のフロアをフラッ

とするとどうでしょう。まず、考えられるのが

トにつなぎ一 体 化した、オープンな空 間 構

テーブルや椅子とのカラーコーディネート。

成。屋外テラスをアウトリビングとして使い

テーブルの脚や椅子の座面と調和する色柄

こなすことで、屋内のリビングと合わせて、

を選ぶという基本的なパターン。濃い目の色

広々とした開放感のある居住スペースを手

調を選べば、空間をグッと引き締める効果も

に入れることができる、それが魅力です。

あります。また、夏は涼しげに寒色系、冬は

そんなオープンスタイルの空間は、間仕切
りがなく開放的ではあるものの、メリハリがな
く広いだけの落ち着きのない印象になってし
まうケースもあります。
しかし、インテリアラグやマットなどの敷物

あたたかく暖色系にするなど、季節によって
使い分けするのもアイデアです。
ソファまわりならリラックスできるように
足触りのよい素材選ぶのがおすすめです。
空間に広がりを与えたいときはホワイト系や

しい空間となり、くつろぎの場を演出するこ

ビングやダイニングなら、大きなラグ一枚で

とができます。

そのエリアをコーディネートすればよいです

その際のポイントは、水や汚れに強い敷物

が、ホールや廊 下、水まわりなどにおいて

を選ぶということ。突然の雨や少々の汚れも

は、小さ目のラグやマットの複数使いで、色

決します。それは敷物でフロアに領域を示

敷物を使った楽しみ方は、屋内だけでは

気にならない素材を使うことで、より積極的

柄の組み合わせや大小の変化をつけ、ひと

し、となりの空間との境を印象づけることに

ありません。テラスやデッキスペースにおい

に外の暮らしを楽しむことができるからです。

味違った個性的なコーディネートを実現する

よって、見えないながらも間仕切り壁のよう

ても、ラグやマットを敷くことで、リビングら

敷物の取り入れ方はまだまだあります。リ

を上手く取り入れることでそれらの問題は解

薄めの色調をセレクトするとよいでしょう。

な役割を果たし、ただ広い空間からくつろぎ
の空間に変身させることができるからです。
フロアに段差をつけたスキップフロアも空
間はつながっていながら別空間のように感じ
ますが、それと同様の効果があると言えます。
敷物なら、段差はなくオープンリビングを居
心地よく区切ることができるのですから、空間
を仕切る手軽なアイデアと言えるでしょう。
しかも敷物は、素材や色柄、形を自由に選
ぶことができ、取り換えることも簡単なため、
インテリアとしての空間演出の楽しみは無限
に広がります。
では、具体的にどのように敷物を選んだら
よいのでしょうか。

アウトリビングを彩る、カラフルなデザイ
ンのマット。屋外でも安心して使えるよ
う、プラスチックラグがおすすめ。

ことができます。

遊びごころを感じるマットの複
数使い。デザインや色柄、サイ
ズなど、組み合わせによって、
空間にリズムが生まれます。

ARRANGE
フロアに敷物をプラスすることで
新たな暮らしをつくる
テラスにマットを敷くことでリビング
になる 。フローリングに置きタタミを敷
くことで和みの空間になる 。敷物には、
プラスすることで新たな暮らしを生み
出す魅力があります 。野原に敷物を広げ
てピクニックを楽しむ、そんな発想をイ
ンテリアに活かすことで、日々の暮らし
が豊かになります 。

テラスにもうひとつのリビングをつく

このようにラグやマットといった敷物は、イ

感じた時は、敷物の衣替えを検討してみては

ンテリアデザインのアクセントとなるのはも

どうでしょうか？ 暮らしをリフレッシュする、

ちろん、オープンなスペースを仕切ったり、

とても便利なアイテムです。ストールやスカ

屋外空間を第 2のリビングに仕立てたり、多

ーフのように、自分らしいセンスをさりげなく

彩な使い方があります。

表現するのにもぴったり。敷物をもっと自由

また、インテリアの脇役としてではなく、主

る。そんな時に活躍するのがスモー
ルなラグやマット。複数使いで、多彩
なコーディネートを楽しんで。

な感性で楽しんでみてはいかがでしょうか。

役となる存在感のある敷物をセレクトすると
いう楽しみ方もあります。
トルコや中央アジアの遊牧民たちが織る
工芸品「キリム」の敷物などは、まさにこだ
わりの逸品と言えるでしょう。
さて、今回はオープンリビングの暮らしに
おける敷物使いについて取り上げてきました
が、クローズドな空間においても、敷物プラ
ス余白となるフロアとのバランスを考えなが
らコーディネートを楽しんでみてください。
今のインテリアにちょっと飽きてきたなと

薄型のフロアタタミなら、
フローリングとの相性も
よく、小さなお子さんとの

大 胆なデ ザインのキッチン
マット。水跳ねにも強い樹脂
系素材のものもあり、機能性
にも注目してセレクトしたい 。

生活にもとても便利。リ
ビングのコーナーにおす
すめの空間です。

プレミアムなアイテムを厳選したインテリアセレクション

SEKISUI DESIGN WORKS STYLE

ITEM

上質で洗練されたインテリアを実現するために、
セキスイデザインワークスがプレミアムなアイテムを厳選 。
デザイン・素材・機能性にすぐれた逸品揃い 。
ひとクラス上のコーディネートにお役立てください 。

RUG & TATAMI
フロアインテリアに欠かせないラグやマット。用途に合ったデザインや
素材感、機能性に加え、サイズバリエーションやオーダー対応もチェック
して、空間とのバランスにもこだわりたいものです。

AIDEC

COR

ソファ「SPLINE」

カーペット
2,700×2,700㎜

張地：ホークスレイ13
W:1,810・D:800・H:750・SH:390㎜

「美草」フロア畳

￥ 543,000（ 税抜 ）

グラウンド・目積ピンク

￥301,000（ 税抜 ）

830×830㎜

AIDEC

￥13,000～￥16,000（ 税抜 ）

上/サイドチェア「IROMO-H」
張地：トト フレイム
W:480・D:520・H:770・SH:440㎜

BRITA
プラスチックラグ

¥38,700（ 税抜 ）
下/サイドチェア「IROMO-V」

700×2,000㎜

張地：レインフォレスト

各￥ 25,000（ 税抜 ）

W:480・D:520・H:770・SH:440㎜
AIDEC
¥43,200（ 税抜 ）
1Pソファ「OS-1S-9L9R・W」
張地：L-6430
W:780・D:790・H:780・SH:430㎜
￥166,000（ 税抜 ）

SOFA & CHAIR & TABLE
インテリアの主役となるソファやテーブル＆チェア。存在感のあるデザ
イン、アクセントとなる色柄など、上質感に遊びごころもプラスしたコー
ディネートにおすすめのアイテムです。

AIDEC
上/テーブル「METEO-56」アースイエロー
W:560・D:550・H:200㎜
¥60,000（ 税抜 ）
中/テーブル「METEO-41」オフホワイト
W:410・D:390・H:250㎜
¥46,500（ 税抜 ）
下/テーブル「METEO-74」ブラウン
W:740・D:680・H:200㎜
¥71,000（ 税抜 ）

K.RAUCORD
アマルフィ ダイニングテーブル
φ700・H:700㎜
¥50,000（ 税抜 ）
コモ スタッキングチェア
W:550・D:680・H:780・SH:400㎜
¥37,000（ 税抜 ）

上/HK
クッション「KNOTTED POUFS」
φ750㎜
¥30,000（ 税抜 ）
下/Casalis
クッション「SLUMBER」
W:650・D:450・H500㎜
¥120,000（ 税抜 ）
W:650・D:500・H900㎜
¥180,000（ 税抜 ）

GUILLOURD
ブリキバケツ
φ340・H:150㎜
¥5,600（ 税抜 ）

2号デッキライト
クリアガラス60W
φ132・H:188㎜
¥24,000（ 税抜 ）

K.RAUCORD
リラッサ ソファ1シート
W:690・D:780・H:700・
SH:300㎜
¥110,000（ 税抜 ）

K.RAUCORD
リラッサ ソファ1シート
W:690・D:780・H:700・
SH:300㎜
¥110,000（ 税抜 ）

GARDEN ITEM
テラスやガーデンなど、エクステリアライフを豊かに演出する家具や道
具たち。屋外で使用することを配慮し、デザインはもちろん耐候性や耐
久性にもすぐれたアイテム選びが大切です。

STAN DAR D OF LIVI N G PROP OSAL

時代が求める新たなスタンダードへ

OPEN

この度セキスイインテリアとセキスイエクステリアは事業統合を行い、
『う

WEB SHOP

ち・そと・人』を一緒に考え『住まいの美しさ・心地よさ』を提案する『住

セキスイデザインワークスのウェブショップが新たにオープンいたしました。うち（ インテリ

生活デザイン会社』に生まれ変わりました。こころ豊かな暮らしを『うち・
そとデザイン』でご提供いたします。

ア）
・そと（ エクステリア ）の住空間において、日々の生活や趣味の時間を、より快適に、より楽
しく過ごしいただくためのこだわりの逸品を豊富にご紹介しています。みなさまの暮らしをさら
に豊かに演出するアイテム選びに、ぜひお役立てください。

最新のインテリア情報をお届けしてきた情報誌『セキスイインテリアプレス』は、
今号より『ライフデザイン』としてリニューアルしました。今後ともご愛読よろしくお願いいたします。

〈 発行 〉

AIDEC
サイドチェア「MITON」
張地：ラバラ02
W:440・D:520・H:770・SH:425㎜
¥45,000（ 税抜 ）
テーブル
「LUI-180」
W:1,800・D:900・H:720㎜
¥205,000（ 税抜 ）

〒162-0824 東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F（ 本社 ）

http://www.sdw-ec.com/
http://www.sekisui-designworks.co.jp

