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特集「私の家自慢」
愛猫3匹と夫婦2人、想いおもいにくつろぐ住まい

Q：

マイホームご計画のきっかけについて教えていただけますか？

区画整理で立ち退くことになり、たくさんのメーカーさんを見てまわっていたのですが、
木の国工房さんの展示場は、入った瞬間に木のとっても良い香りと、
何だかとても落ち着く感じが気に入り、
最初から「こんな素敵な家に住めたらいいな…」と思ったのを覚えています。
他メーカーさんと違い、営業の方が強引でなかったのも好印象でした。

そして決め手となったのは、家の礎である木材の質の良さと、その一本一本が太い事でした。
地震が多い日本では、これこそが大切だと思い、夫婦一致で「木の国工房」さんに決まりました。

今回の特集は、愛猫とお住いのA様にアンケートにご協力いただきました。

お打合せから上棟までの間で、思い出や印象に残った点はございますか？

Q：

A様邸の建方の様子たくさんありすぎて書ききれません(笑)。
区画整理の完了時期がはっきりしなかった為、
木の国工房さんとは、
約3年間という長いお付き合いになりました。

最大の心配事であった地盤改良も
しっかりと施工して頂き、本当に感謝しています。
待ちにまった“上棟式”を迎えられた時は、
「本当に長い道のりだったなー」と感無量でした。

奥様のトールペイントの作品と
かわいらしい玄関タイルが映える
アプローチ♪

家づくりでこだわった点を教えていただけますか？Q：

間取りには特にこだわりました。
夫婦それぞれの趣味がのびのび出来るようなプランに設計して頂き、とても満足しています。
居間は広く、天井を高くするのが長年の夢でしたので、本当に生活していて楽しいです♪

展示場の真似をして、居間の横に小さめながら和室を付けたのも大正解！
もともとは、客間用に和室を造ったのですが、意外とここで書き物や読書をして過ごす事が多く、
家族団欒の、猫も私達もとってもお気に入りの空間になっています。

また、少しお値段はあがりましたが、床をケンバスという無垢材にしたり、
外壁を全面タイル貼りにした事は、家全体がさらに素敵になったので、
「奮発してグレードUPして良かったネ」と夫婦で話しています。

　玄関を入ると、素敵なベンチや照明が
　お出迎えしてくれます。

　正面の扉を入ると、
　ご主人様が楽器の演奏をする
　お部屋になります。
　階段をあがると、
　奥様の趣味のスペースになっています。

  
   

　ご採用いただいたケンパスの無垢床も
　とても素敵に仕上がりました♪



Q： 上棟から完成までの間、思い出や印象に残った点はございますか？

ご趣味について、お伺いできますか？Q：

主人の趣味は、家では、ピアノ・キーボードなど楽器の演奏とDIY、
屋外では、カートやゴルフを楽しんでいます。

私の趣味はトールペイントで、
念願の自宅教室を２階に造ってもらい、とても感謝しています。
以前の部屋より広く、断然素敵になったので、
２階で絵を描く時間が更に長くなりそうです（笑）

〜トールペイントとは〜

もともと18世紀中頃にヨーロッパで始まり、
その後19世紀にアメリカに渡って広まったフォークアートです。
昔は彫刻が高価な装飾の代表でしたが、
もっと手軽に装飾できないかということで、
家具や木製品にデザインを描く、という装飾技法が生まれました。

トール（tole)とは、フランス語でブリキの意味です。
昔はブリキ製品に絵を描いて飾っていたようです。
第2次世界大戦中に、乾燥が早く耐久性の良いアクリル絵の具が開発されます。
その後、トールペイントはアメリカに渡り、
木や陶器や布などに幅広く描くクラフトとして流行しました。

〜トールペイントとは〜
　　
もともとヨーロッパで始まり、その後、
アメリカに渡って広まったアートです。
　　　

昔は彫刻が高価な装飾の代表でしたが、
もっと手軽に装飾をできないか？と
いう事で、家具や木製品にデザインを
描く、装飾技法が生まれました。
　　　

トール（tole)とは、
フランス語でブリキの意味です。
昔はブリキ製品に絵を描いて
飾っていたようです。

奥様の描いたトールペイントが飾られている２階の教室スペース。
道具も気兼ねなく洗える様に、陶器製の造作洗面にして頂きました。

上棟式が終わった後は、毎週家を見に行き、お風呂・キッチン・洗面化粧台などが次々と設置され、
最後に壁紙が貼られると、すごく素敵になった事を覚えています。
こんな素敵な家に私達が住めるなんて夢みたいでした。（今でも夢のようですが。）

←洗濯機上の棚は、
　ご主人が設置されて、
　使いやすさ◎
　奥様セレクトの
　カフェカーテンが素敵な
　アクセントなってます♪

→以前はバルコニーがなく、
　苦労されていたそうです。
　新居では、屋根のかかる
　広めのスペースに。
　洗濯物や布団が
　ジャンジャン干せるので
　助かってると伺いました。

Q： 住み心地はいかがでしょうか？

毎日、癒されています。広い空間で過ごす事が、こんなにも気持ち良いとは知りませんでした（笑）
食事をしても、テレビを見てても、お風呂に入っていても楽しい気分になります。
やはり、希望通りの間取り・物などに囲まれているから、不満がないんでしょうね。
家に戻った時に、木の香りが迎えてくれるのも、凄くうれしいです。
展示場での「こんな家に住めたらいいな…」という夢がかない、大満足です！

家が素敵になったので、家族や友達などたくさんの人を招待して、ワイワイ過ごす事が増えました。
急に友達が来ても、慌てることがなくなったのも助かります。

Q： 猫chanたちの様子はいかがでしょうか？

もちろん、我が家の愛猫3匹も大はしゃぎです！
年寄りにもかかわらず、広い部屋・階段を走り回って楽しそうで、
それを見ていると、さらに私達もうれしくなります。
疲れた後は、大きな窓の下、太陽の日を浴びながらスヤスヤ寝ている姿に、私達は癒されます。

↓写真の撮影に伺った日は
　2匹の猫chanが
　迎えてくれました♪

↑１階猫トイレと２階の寝室の入口に、
　ペット用ドアをご採用いただきました。
　猫chanが慣れるまでは、
　付属のプラスチック扉ではなく
　レースを付けられているところに、
　ご夫婦の愛情を感じます♪

〜担当者よりひとこと〜
　　　

A様、このたびは
ご協力いただきまして
ありがとうございました。
　　　　　　

撮影にお伺いした際は
素敵に飾りつけられていて、
家は、お住まい頂いてからが
始まりなんだと、
改めて実感いたしました。　　　

ご主人様の楽器のお部屋が
完成するのも楽しみですね。
　　　

今後とも、
末永いお付き合いのほど
宜しくお願い致します。





筑波研究学園都市は、
国（独立行政法人）や企業の研究所がたくさん。
見学できる人気のスポットをご紹介！

宇宙開発の研究を行なう宇宙航空研究開発
機構の研究機関。日本の人工衛星の開発
モデルや「きぼう」日本実験棟の実物大モデル
などが展示され、宇宙開発の最先端技術を
間近で見ることが出来ます。

住所 : 茨城県つくば市千現2-1-1 
ＴＥＬ : 029-868-2023
営業時間 : 10：00～17：00
見学ツアー電話受付　10：00～16：30 
定休日:休館日はWEBをご確認ください。
WEB : http://fanfun.jaxa.jp/visit/tsukuba/ 
料金 : 展示館　無料
　 　　  ガイド付き見学ツアー : 有料500円
　 　　  見学時間約60～120分

国土地理院の敷地内にある科学館。日本列島球体模型・3D
地図・測量機器など、様々な展示を通して地図の歴史や作成の
秘密などを学ぶことが出来ます。また、企画展や、 地図に関す
る学習イベントなども開催しています。 

住所 : つくば市北郷1 
ＴＥＬ : 029-864-1872 
WEB : http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/ 
開館時間 : 9:30～16:30 
休館日 : 月曜日(祝日の場合は順次翌日)
料金 : 無料　見学時間約90分 

▲
２Fの常設展示室には、

チャレンジコーナーがあり、

パソコンの地理・地図ゲームで

楽しみながら地理や地図が

学べるよ！

▲

『きぼう』日本実験棟 ドリームポート

ＪＡＸＡ筑波宇宙センター

先端科学を見て、触れて、楽しめる科学館。
科学の不思議を学びながら体験できる展示のほか、
世界最大級のプラネタリウムやサイエンスショー、
科学教室などが開催されており、イベントも多彩な
科学館です。

住所：茨城県つくば市吾妻２-９ 

ＴＥＬ：029-858-1100 

営業時間：9:50～17:00（入館16:30まで） 

定休日：毎週月曜（祝日の場合は翌日）

料金：大人410円・子供210円

　　　  見学時間約90分

         プラネタリウム券（展示見学含む）

　　　　大人810円・子供410円

国土地理院

ロケット広場には

長さ50mの

H-Ⅱロケットの実機が

展示されています。

▲100万分の1

スケールの美しい地球を

表現した模型。

平成30年度宇宙の日

筑波宇宙センター特別公開

開催日時：9月29日（土）

10:00～16:00（入場15:30まで）
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つくばエキスポセンター
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身近なテーマで、

あっと驚く不思議で楽しい

実験ショーを開催！

予約不要です。

▲

プラネタリウム

地図と測量の科学館

in筑波研究学園都市

最新鋭のシステムを

導入したプラネタリウム。

満天の星が広がる

美しい宇宙が

楽しめます。



詳しくは、http://www.kinokuni-koubou.com/land.html　をご覧ください。

つくば　みどりの南　「建築条件付宅地」
平成30年4月小中一貫校開校
 

所在地：茨城県つくば市みどりの南32-7、32-8

交通：つくばエクスプレス「みどりの」駅　徒歩32分

価格：8,500,000円

面積：201.91㎡　～　201.99㎡

０２９-８５６-５１００　(水・木曜定休)お問い合わせ　つくば展示場

つくば　みどりの南建売分譲 「現在建築中」
国産桧を使った天然無垢の健康分譲住宅！
 

所在地：茨城県つくば市みどりの南32-6

交通：つくばエクスプレス「みどりの」駅　徒歩32分

価格：37,600,000円

敷地面積：201.97㎡（61.07坪）

延床面積：115.37㎡（34.82坪）
０２９-８５６-５１００　(水・木曜定休)お問い合わせ　つくば展示場

建築条件付の宅地と
戸建住宅のご案内

おすすめ
Let’s Try! Floralwax！

ワックスバーを作ってみよう！

① 湯煎してパラフィンを溶かし、
　　お好みでクレヨンを2・3ﾐﾘ入れて
　　着色し、アロマオイルを30滴位
　　入れます。

☆材料

・パラフィン　・クレヨン　・アロマオイル

・パラフィン溶かし用容器　・リボン

・お好みの装飾用アイテム　・型

② ①をお好みの型に流しいれ
　　固まらないうちにデコレーションします。
　　リボンや紐を通す場合は割り箸や
　　ストローで穴を作ります。

* 今回は100円均一でアルミ製の
　焼肉のたれ入れを利用しています。
　使用後そのまま捨てられ便利です。

* 型はお弁当用カップや
　マドレーヌ型を使用しました。
　溶けたパラフィンは熱いので
　型に入れるときは十分に注意
　しましょう。

③ 固まったら型から出し、お好みで
　　リボンを付けます。

* リボンを結んで壁から下げたり、
　お好きな場所にそのまま置いて
　ほのかな香りを愉しめます。
　

Which do you like?

火を使わないキャンドル

流山おおたかの森　「建築条件付宅地」
今住みたい街ランキング上位の人気のエリア

所在地：千葉県流山市市野谷

交通：つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅　
　　  　　　　　　　　　　　　　　徒歩12分
価格：39,800,000円

面積：203.95㎡

０４-７１４０-８８１１　(水・木曜定休)お問い合わせ　柏I.C展示場

太陽光発電11.02ｋＷ搭載の
            ゼロエネルギーハウスです。

2区画あり
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