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ライフスタイルブック



1　休日をマイペースにゆっくり過ごそう！
2　フィットネス仲間や友達と楽しく！ 
3　和室を、和の趣味に生かして人との交流を！

4　趣味を楽しみながら悠々自適生活！！
5　友人を呼んでホームパーティーを楽しみたい！！
6　一人暮らしの高齢者でも安心・快適に！

7　ときには一緒、ときには離れ…、夫婦の“いい距離”を保って、いつまでも仲良く
8　仕事の時間帯が違うご夫婦に！
9　ワーキングルームで仕事を！
10　高齢の夫婦が充実した老後を楽しむ住まい

11　新婚さん、いらっしゃい！？
12　日当たりの良い居間、食堂で一日を過ごす

13　１世帯で２住戸を広々使用！
14　リビングに子どもの勉強コーナーを設け、親子の絆を深める

15　子育て世代のコンパクトプラン
16　親子のコミュニケーションを重視した親子世帯のプラン

17　２世帯が隣り合った２住戸でにぎやかに暮らす
18　親子がお互いを思いやりながら暮らす

19　２住戸を使用して、広々２世帯住宅
20　兄弟がいつまでも思いやり、支えあい暮らす
21　高齢の親と単身の子　親の介護を見据えた住まい方

22　新しい住まい方　シェアハウス
23　２住戸をシェアハウスとして活用！
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提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

1 2

シングル向け      分譲（64.146㎡）プラン

約700万円台

日当たりの良い書斎コーナーで
ひなたぼっこ？

ゆったりしたキッチンで
食の楽しみを創りだす

　各部屋を独立させて、メリハリをつけながら日々の暮らしを

楽しむプランです。

　広々としたキッチンで食の楽しみを創りだし、

和室に書斎コーナーを設けるなど、

優雅な休日をイメージしています。

　ドレスイングルームは、おしゃれなあなたに。

　壁いっぱいの収納スペースは物の整理にも役立ちます。

休日をマイペースでゆっくり過 ごそう！

玄関周りを広くして
開放感を持たせました

はどれくらい？用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

3 4

シングル向け      分譲（64.146㎡）プラン

　住戸内に“フィットネスルーム”を設け、美容と健康に磨きをかけます！また、居間

は和室とし、友人たちと車座になって時を過ごすことができます。

　ユーティリティーをバルコニーの近くにとって、家事作業を効率的におこなえます。

　フィットネスルームで運動した後の

部屋飲みも楽しく盛り上がるでしょう。

フィットネス仲間や友達と楽  しく！

フィットネスルームで
日々のトレーニング

玄関周りを広く、
開放的に

友人と車座になって
時を過ごす

約800万円台

はどれくらい？
用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

シングル向け      分譲（64.146㎡）プラン

5 6

寝室に洗面化粧台を
設けて健康チェック！　和室を水屋と置き床を設けて、より“和”にアレンジしま

した。お茶やお花などの和の趣味に活かせます。近所の人

を招いて教室をしてもよいかもしれません。

時には泊り客の寝室にも活用しましょう。

　また、寝室には洗面化粧台を設け、

起床時の健康チェックがすぐできるように

配慮しています。

和室を、和の趣味に生かして 人との交流を！

玄関周りを広く、
開放的に

水屋と置き床で、
和室の格式を上げる

約900万円台

はどれくらい？
用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

7 8

シングル向け      賃貸（35.59㎡）プラン

洗濯機とシャワーブースを隣接させ、
水回りをコンパクトなクローズ空間に

日当たりのよい
ホビールーム兼リビングで
　　　　　　趣味を楽しむ

壁面全面を使った収納

　趣味を楽しむことが暮らしの中心として、南北に通る通風を大切にしながら、趣味の

部屋とリビングルームを兼ねる空間にしました。

　部屋を仕切っていた襖や鴨居上部の壁を撤去して、ＬＤＫとして広がりのある空間にし

て、自由に自分の住みたい部屋として使うことができるように工夫しています。

　北側は、壁面全面を使った組み合わせ自由オープン型のスチールラック収納にしてお

り、クローゼットや本棚などに活用すれば、ホビー室としても使用できます。

　洗濯機とシャワーブースを隣接させ、水回りをコンパクトにまとめて使いやすさを求

めました。

　キッチンには、食品庫を新設し、食品の買い置き収納として利用できるよう工夫しま

した。

趣味を楽しみ ながら悠々自適生活！！

約400万円台

はどれくらい？
用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図
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シングル向け      賃貸（35.59㎡）プラン

対面式アイランドキッチンを
囲んで回遊しながら
友人との会話が弾みます。

　玄関からキッチン、バルコニーのウッドデッキに伸びる土間空間を設け、友人とのコ

ミュニケーションが楽しめる開放的な場として計画しました。

　キッチンとリビングの段差空間には、対面式のアイランドキッチンを設けました。

友人と食事を作ったり、仲間たちとの会話がはずみ、段差の変化を楽しむ場になるで

しょう。

　狭かった玄関脇には、シューズインクロゼットを設け、コートや靴の置き場所としま

した。水廻りは、コンパクトにまとめ、浴室は浴槽タブがないシャワーブースにしました。

間仕切りの引き戸は、スクリーンウォール（半透明間仕切り）とし、光をさえぎらな

い様に工夫しました。洗濯機はキッチン内に置いて、集中的に家事ができる場を確保

しました。

友人を呼んで ホームパーティーを楽しみたい！！

約600万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。

玄関扉を開けるとキッチン、
バルコニーに続く開放的な
“土間風空間”



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

11 12

シングル向け      賃貸（35.59㎡）プラン

洗面とトイレを一室にし、
寝室からトイレに行きやすい
　　　　ようにしてあります。

食卓テーブルを作り付け、食器の
収納や食卓を楽しく、来訪者にも対応
できるようになっています。

洗濯機を台所に組み込み、
家事が楽にできるように
導線を工夫しました。

　バリアフリーを基本とし、設備を安全で使いやすいものにしています。

　立ち座りが楽なように、ベッドの使用、椅子座の生活を提案します。

　水回りは、洗面とトイレを一室にし、寝室からトイレに行きやすいようにしてあります。

　収納は２間の押入れを改修し、寝具入れ、衣類の収納、ＴＶ、ＡＶ機器等の収納を組

み込んですっきり片付くようにしています。

　洗濯機を台所に組み込み、家事が楽にできるように導線を工夫しました。

　また、食堂とリビングの間に食卓テーブルを作り付け、食器の収納や食卓を楽しく、

来訪者にも対応できるようになっています。

一人暮らし の高齢者でも安心・快適に！

約400万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

13 14

ご夫婦向け       分譲（64.146㎡）プラン

食事室と
リビングを分離して、
　　生活にメリハリを

仕事や趣味の
プライベートな時間はこちらで

　お互いを尊重しあい、仲よく夫婦で暮らす生活

をイメージしました。

　一緒に食事をとりつつも、くつろぎの部屋を別

にして生活にメリハリをつけられるよう、部屋の

配置を工夫しました。北側に書斎スペースを設け、

各々の仕事や趣味などのプライベートな行動の充

実を図れるようにしています。

　また、居間を防音室にしてホームシアターや

オーディオルームとして楽しむこともできます。

ときには一緒、ときには離れ・・・、夫婦の  “いい距離”を保って、いつまでも仲良く

防音室にしてホームシアターや
オーディオルームに

約800万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

15 16

ご夫婦向け       分譲（64.146㎡）プラン

対面式キッチンで
食事の支度は夫婦で楽しく

持ち帰った仕事は、
それぞれの部屋で

　共稼ぎのご夫婦（いわゆるＤＩＮＫＳ）をイメー

ジしてプランニングしました。仕事の時間帯が

違っていても、食事は二人で楽しみたいもの。

台所に家事コーナーを設け、２人で料理するこ

ともできます。

　また、お互いの時間を邪魔しないよう、机と

ベッドはそれぞれの部屋に配置してあります。

　お互い、良い距離で仲良く暮らせる工夫をして

います。

仕事の時間帯が違う夫婦に！

大きなウォークイン
クロゼットは
　衣類や物の整理に

約900万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

17 18

ご夫婦向け       分譲（64.146㎡）プラン

寝る時間帯が異なる
夫婦のための寝室

仕事の打ち合わせ等は、
間仕切りを閉めて
　　　　応接間に変身

　共稼ぎのご夫婦（いわゆるＤＩＮＫＳ）をイメー

ジしてプランニングしました。

　広いワーキングルームをつくり、自宅での仕事も

可能にしています。

　また、仕事の打ち合わせや来客があった場合は、

キッチンとの間仕切りを閉めて、リビングを応接間

として使用できるよう工夫しました。

　寝室は、寝る時間が異なる夫婦をイメージして収

納で仕切り、“良い距離間”を保っています。

ワーキングルームで仕事を！

ガラスブロックの
間仕切りで
　個性的な玄関に

約900万円台

はどれくらい？
用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図
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ご夫婦向け       分譲（64.146㎡）プラン

　外出が減り、家で過ごす時間が長くなった夫婦がお互いの生活を過度に縛らずに自

由な暮らし方を尊重する、リビングを中心にして夫婦それぞれが寝室（個室）を持つ

プランです。

　寝室（１）は引き違い戸を引き込めば、リビングに大きく接続し、お互いの気配を感じ、

キッチンからも寝室の様子がうかがえるよう工夫しました。

　寝室（２）は、リビングから独立して広くしています。夫婦がどちらの寝室を選ぶかは、

互いの体調や取り組む趣味などの事情に合わせ、フレキシブルに決められます。

　玄関たたきとユニットバスの出入りを除いて段差をなくし、床仕上げ材を滑りにくい

ものに変え、給湯や暖冷房の設備も整えます。

　南面のバルコニーは花や野菜作りにも利用し、老後の生活を豊かにしたいものです。

時には
ふたりで対面キッチンで

おしゃべり
　　　しながら

ベッド生活になっても淋しくない
寝室とリビングの連続性

日当たりのよい
食事コーナー

リビングと
食事コーナーを分離

高齢の夫婦 が充実した老後を楽しむ住まい

約800万円台

はどれくらい？
用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図
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ご夫婦向け       賃貸（35.59㎡）プラン

収納は、寝具入れ、衣類の収納、
ＴＶ、ＡＶ機器等の収納を組み込んで
　　　　　　　　　　すっきり片付け

書斎コーナー

　若いご夫婦（働く夫とパートの妻）を想定しています。

　リビングは座卓と座椅子で床座にし、なるべく家具を減らし、小物は収納してスッキ

リした暮らし方を提案します。

　寝室とリビングを収納で仕切り、リビングと寝室を独立させ、収納は、寝具入れ、

衣類の収納、ＴＶ、ＡＶ機器等の収納を組み込んで片付くようにし、リビングの一隅に書

斎コーナーをつくりました。

新婚さん、いらっしゃい！？

現状図現状図

約500万円台
はどれくらい？用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図
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ご夫婦向け       賃貸（35.59㎡）プラン

寝室は別ですが、お互いの気配を
感じられるようにしました

日当たりのよい南側で
夫婦のくつろぎを

　高齢のご夫婦を想定してプランニングしました。

　寝室を広く取り、お互いのスペースを確保しながら、お互いの気配を感じられるよう

に工夫しました。また、日中は部屋にいる時間が多いことを想定して、

日当たりの良い南側に居間と食堂を配置し、

食事やコーヒータイムでは、仲良く夫婦の

会話が交わされる風景をイメージしました。

日当たりの良い居間、食堂で   一日を過ごす

現状図現状図

約400万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

25 26

ファミリー・親子向け     分譲（64.146㎡）プラン

各室が広々とれるプランで、
子供が多い家族でも広い納戸や物入れもあり
　　　　　　　　収納量が多くても安心です。

子供室２・３は同姓で一つの広い室を
希望する場合でも対応出来るように建具のままで
　　　　　　　使い方に融通性を持たせています。

子供と親の交流の場として、ＬＤＫだけではなく、
ファミリールーム兼書斎を各個室の中心に置く事によって、
　　　　　　　　子供の様子がわかりやすくなっています。

　左側住戸に両親の寝室、

収納を中心に、右側住戸を

子ども３人の部屋と考えてプランしました。

　できるだけＬＤＫのある左側住戸に集まれるようにすると同時に

子ども部屋側も子どもたちが各自の部屋に閉じこもらないようにファミリールームを設

け、共通の読み物、玩具などをこのスペースに置くようにしました。

　また、両親も書斎として使えるようにして子どもたちだけで孤立しないようにしてます。

ファミリールームは応接スペースとしても使えるよう工夫しています。

　右側住戸の玄関はできるだけ使用せず、仕事の来客や子どもが社会人になって帰宅

時間が家族の生活時間と合わなくなった場合に使用するようにします。

１世帯で ２住戸を広々使用！



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図
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ファミリー・親子向け     分譲（64.146㎡）プラン

子供室は２段ベッドで間仕切ると、
子供二人でも使えます。

親の寝室は子供が小さい時は
　一緒に寝るなど、
　　融通性を考えて和室です。

出来るだけ子供が閉じこもらない様に、
ＬＤＫを広くして家族がＬＤＫに
　　　　　　集まりやすいプランです。

　子どもが小さいうちは、部屋に閉じこもらないように、ＬＤＫ中心の暮らし方を考えて

プランニングしました。

　子どもが小学生くらいまでは、ＬＤＫの一部スペースに“勉強コーナー”を設け、

家族の雰囲気を感じながら勉強できるようにしています。

　子どもが成長し、個室を望むようになった場合は、

“勉強コーナー”を親の書斎コーナーへ親の寝室は

融通性を考えて和室にしました。

リビングに子どもの勉強コーナ  ーを設け、親子の絆を深める

約700万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

29 30

ファミリー・親子向け     賃貸（35.59㎡）プラン

アットホームなＬDＫ

リッチ感覚の洗面所

間仕切りを開ければ
子どもの様子がわかる
リビングと子ども部屋の一体化

ビルトイン収納を持つ
コンパクトな寝室

　キッチンと食事・団らんの家族のためのリビングを充実させ、

リビングに子ども部屋を引き戸でつなげます。

両親の部屋とリビングの間仕切りは収納にして

機能的にまとめ、リビングのスペースを確保し

ます。

　キッチンを従来よりも西側に移動したため、

レンジフードの換気ダクトは壁に沿って天井下

に梁型状に囲って既存のスリーブにつなげてい

ます。

子育て世代のコンパクトプラン

約500万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

31 32

ファミリー・親子向け     賃貸（35.59㎡）プラン

４枚弾き違い戸をオープンにすると
ＤＫと一体になり、子供のプレイ
コーナーや学習コーナーとして使え、
成長したら個室化も出来ます。

寝室に造り付け収納を作る事により、
家具の転倒が避けられて安全です。

　できるだけ親子のコミュニケーションが取れることを考慮してプランニングしました。

　子どもが小さい時は子ども部屋とリビングをオープンにして、

子供が孤立しないように工夫しました。

　子どもが成長して個室的なスペースが必要になったときは、

子ども部屋とリビングに４枚の引き違い戸で仕切り、

中２枚を固定して両側から各々のスペースに

入れるようにすることも可能です。

　子ども部屋と親の寝室の間仕切りも、子供が孤立

しないように工夫しています。

　親の寝室は、洗濯物たたみ、アイロンかけなどの

家事作業にも使えるよう、畳使用にしました。

親子のコミュニケーションを重 視した親子世帯のプラン

約500万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

33 34

２世帯住宅     分譲（64.146㎡）プラン

　バルコニーを通じて２戸を２世帯家族で

暮らすプランです。

　玄関は左側１住戸の１か所のみとし、右側

住戸の玄関は非常用と考え、家族のコミュ

ニケーションを保つよう工夫しました。

　玄関側の住戸はパブリックスペースと考

え、大きいテーブルで家族揃って食事がで

きるスペースとリビングを設けました。

　右側の住戸はベッドルームスペースと考え、浴室、トイレ、洗面、洗濯スペースのほか、

簡単にお茶が飲めるようなミニキッチンを設置しました。子供部屋は１人用・２人用を

設けました。

２世帯が隣り合った２住戸でに ぎやかに暮らす

広いリビングで一家団欒

主玄関 勝手口パーティションを外して
行き来ができるように

ミニキッチンを設置。
夜食はここで・・・。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

２世帯住宅     分譲（64.146㎡）プラン

35 36

　生活時間帯の異なる親子や兄妹が、お互いの気配を感じながら、

ゆったりと過ごせる場をイメージしました。

　リビングを中心に考え、北側の寝室の

間仕切りは格子戸として、リビングから

でも家族の気配が感じられる抜け感の

ある建具をイメージしました。

　洗濯機をキッチンに設置し、家事動作

の軽減を図っています。

親子や兄妹がお互いを思いやり ながら暮らす

提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

シューズインクロゼットを
確保し、玄関を開放的に

個室とＬＤＫとの
程よい関係にして
家族の気配が感じられる

ＬＤＫをワンルーム化し、
ぬくもりある家族のひとときを

約700万円台
はどれくらい？用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

37 38

２世帯住宅     賃貸（35.59㎡）プラン

パーティションを外して
行き来ができるように

広いリビングで
一家団欒 主玄関 勝手口

ミニキッチンを設置。
夜食はここで・・・。

　高齢の親と子ども家族（孫２人）の

５人家族を想定し、２住戸活用のプランです。

　左側住戸が親世帯、右側住戸が子世帯とし、バルコニーのパーティションを取り外し

て行き来できるようにします。

　向かい合わせの玄関ドアが親世帯側（左側住戸）を主出入口とし、子世帯側（右側住戸）

は勝手口とします。

　両方の４畳半の部屋をそれぞれ親の寝室とし、プライバシーが保てるようにしています。

　親世帯側を家族全員が集まる団らんの場所として、大キッチンと大食堂を確保しました。

　また、親世帯側の浴室は家族全員が使用することにしていますが、子世帯側にも

ミニキッチンやシャワーユニットを設け、世代間の異なる生活時間帯に配慮しました。

　子ども部屋は南側の部屋を使っています。

２住戸 を使用して、広々二世帯住宅



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

39 40

２世帯住宅     賃貸（35.59㎡）プラン

寝室は別にして
プライベート空間を確保

トイレ、浴室を広く

　お互いに健康な兄弟姉妹が二人で

同居し、共同生活をするプランです。

　兄妹とはいっても、お互いのプラ

イバシーは大事なので、それぞれの

部屋を個室化し、トイレを広くしま

した。

　リビングは設けていませんが、

台所と食堂を一帯にしてダイニン

グテーブルをくつろぐ場としました。

兄妹がいつまでも思いやり、  支えあい暮らす

約500万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

41 42

２世帯住宅     賃貸（35.59㎡）プラン

親が元気なうちは、子の寝室として
親が介護が必要になったら、トイレや
浴室に近いこの部屋を親の寝室として

　高齢の親と仕事をしている子の親子２人で暮らすプランです。

　日中は子が仕事で留守なので、親は元気なうちは日中リビング

の境の戸を開けて部屋を広く使って暮らし、家事ができるように

工夫しました。

　将来、親が介護が必要になった場合には、寝室を

トイレや浴室に近い部屋に移し、ヘルパーなどの協力を

得て、夜間は見守れるようにしています。

高齢の親と単身の子  親の介護  を見据えた住まい方

襖越しに見守り

約500万円台

はどれくらい？用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から
　見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

43 44

シェアハウス       賃貸（35.59㎡）プラン

ベッドを置いても
ゆったりの個室

話しがはずむ
ダイニングキッチン

シェアだから節約
できて豊かな設備

　独立した２つの個室と共有スペースとしてのキッチン、ユニットバス、トイレ、

洗面室、共用洗濯機があります。食堂の引き戸を開ければ、共有スペースが連続し、

動線が明快です。

　入居者のプライバシーを保ちながら、

時には一緒に食事を作り、会話を楽し

み、ひとり住まいの寂しさを解消する

こともできます。団地に若い人たちを

呼び込むことにもなりますね。

新しい住まい方シェアハウス

約500万円台
はどれくらい？

用費

※この費用はあくまで目安です。
　実際の工事を行う場合は、専門業者から見積徴収してください。



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図

45 46

シェアハウス       賃貸（35.59㎡）プラン

　右側の住戸は個室用。プライバシーを確保した3つの個室と

共用の玄関、手洗い、トイレがあります。

　踊場をはさんたお向いの住戸はパブリックスペース。ゆったりとしたリビングに食

堂・キッチンと広い洗面室があります。またユニットバスとロッカーを備えた脱衣室

とトイレがあり、忙しい朝の時間帯にも順番待ちせず、悠々と準備が可能です。

　２住戸を使うことにより、生活空間を分離し、シェアする３人が空間を広く豊かに

使用することができ、食事や団らんの和やかな家族的生活を創出できるよう工夫しま

した。意思の疎通もスムーズになり、小規模社員寮や種々のクラブ寮としての活用を

お勧めします。

２住戸をシェアハウス として活用！

提 案
プラン
提 案
プラン

ゆったりした共有のみんなの
リビング・ダイニング

共有スペースと分離した
プライベートスペース
　　　収納を備えた個室充実した共用設備



あなたなら
プ

ラン ?どんな
ふ・ろ・く



提 案
プラン
提 案
プラン

現状図現状図
建築士になったつもりで

住んでみたいプランを書いてみましょう！

・・・・

MEMOMEMO


