こだわり
2
玄関続きの広い土間は、
収納スペースとして
利用するだけではなく、
梅雨時期はレインコートや
傘など濡れた物も
気兼ねなく干すことが
できます。
奥には、土間から直接
入れるご主人様専用の
趣味部屋が配置されて
います。
こだわり 3

小上りの和室は、お子様のお昼寝やくつろぎスペースとして
利用でき、来客時は襖で仕切れば客間としても利用することが出来ます。

特集「私の家自慢」
心から落ち着く住みやすいお家
家づくりのきっかけ
お子様が生まれる事で、アパートでは手狭になるため家を建てる事を決意されたO様。
住宅会社選びにあたり「高気密高断熱であること」「木材にこだわった会社で無垢材を
使用すること」を重点に探し始められました。ご夫妻はアレルギー体質のため「自然素材で
健康に配慮した家づくりがしたい」ということから木の国工房を選ばれたそうです。
家づくりのこだわり
日当たりのよい広縁は
サンルームになっています。

収納や家事動線、子育てのしやすさを考慮した間取りはO様が特にこだわった部分です。
こだわり 4

こだわり 1

リビングの化粧梁天井もO様のこだわり。
化粧梁を使うことで、リビングの天井に
より奥行を感じます。O様が選ばれた
木目調の照明器具は、化粧梁ととても
合い、温もりのある空間となりました。
また、打ち合わせでは完璧のつもりでも
引渡し時にリビングの照明器具の位置が
イメージと違うと感じられたとのご相談
がありましたのでご対応させていただき
ました。「すぐに対応してもらい満足
玄関ドアはお子様を抱っこしながらでも開閉しやすいスライドドアを採用。 しています。」と感謝の言葉をいただき
玄関前にはスロープを設け、ベビーカーでも出入りしやすくなっています。 ました。
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これからの暮らしご提案

家で過ごす時間が増えました。おうちの時間をもっと快適に・・・
くつろぎの場所だったわが家がオフィスや教室、カフェなど
何通りもの役割を果たす場所に変わろうとしています。
心地良いおうちの時間をつくるためのご提案をさせていただきます。

室内物干しのご提案
台風の季節は、お洗濯物が気になります。部屋干しは、室内なので見栄えにもこだわりたいのは当然です。
干している時だけではなく、使っていない時もスッキリ美しい部屋でありたいものです。
取付も簡単で、使いたいときだけ、ワイヤーを伸ばして干すｐｉｄ４Ｍ(ﾋﾟｯﾄﾞﾖﾝｴﾑ)をご紹介します。

使いたい時だけ伸ばして使う
趣味スペース
裁縫の好きな方にお勧めです。

ワークスペース
テレワークする方にお勧めです。
仕事も集中できる、部屋として
ウォークインクローゼットや
お部屋をワークスペースにする
ご提案です。簡単にテーブルを
置いて作ることも可能です。

リビングの一角を趣味スペースに・・・大切な場所は、
いつもいる所だから、好きなことをいつでもできる
ところに作るご提案です。

おうち
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おうちのアウトドア
外出する機会が減っても、
家で楽しむ。玄関や
趣味の部屋の壁を変えると
ガレージのような
雰囲気に変わります。

部屋を仕

切る棚を
置いて作
る

カフェ風インテリアを演出するアイディアのご提案

洗面やパントリーに、家事コーナー

出来れば外出は控えて、おうちで気分転換したい方に、キッチンの収納や造作壁を
カフェ風にアレンジしてみるのはいかがでしょうか。お気に入りのカップや食器など、
いつも見えることろに配置するなど、使い勝手もよくなり気分も変わります。

２階の廊下など、壁から壁に取付可能

間口４ｍまで対応。
商品名：ｐｉｄ４Ｍ
（ピッド ヨンエム）

レールに本体を引っ掛けて
使用する室内物干しロープ
ロープ長さ２ｍ。商品名：STOK laundry

お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響で
お困りの皆さまへ
金融庁では住宅ローンの返済で困っている方に対し、契約先の金融機関の相談窓口へ行くよう
アナウンスをしています。民間の金融機関は政府系の金融機関と協力・連携しており、住宅ローン
等の債務のご相談に対しつなぎ融資や元本・金利を含めた返済猶予など条件変更の措置を迅速
かつ柔軟に行っています。早めの相談を意識することで、住宅ローン返済に対する不安を軽減する
ことが出来るので、
まずは金融機関へ相談してみましょう。
また、金融庁でも相談窓口を設け、
「新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル」
を開設しています。
【金融庁の相談窓口】
新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル
フリーダイヤル ： 0120-156811
受付時間 ： 平日午前10時〜午後5時
「新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ」
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf

造作材：羽目板 ネイビーオーク柄
大好きな
カフェを
イメージ

造作材：羽目板 ホワイトアッシュ柄

造作材：羽目板 ウォールナット柄

対面の壁に、羽目板を貼ったりするだけで、いつものキッチンが全く違うイメージになります。
色を変えることで、さらに居心地の良い場所にしてみてはいかがでしょうか？

カウンターだけ取付したいなど、
小さな工事からリフォームの
ご相談まで承ります。
ご相談の連絡先：
（株）木の国工房
本 社：アフター課
電 話：04-7166-3400

在宅勤務用リフォーム補助金
国土交通省は2021年度に在宅勤務用の自宅をリフォームした場合の費用を
最大100万円（補助率は1/3）までを上限に補助する制度の創設を検討している
ようです。戸建てとマンションともに対象とし、増築・防音対策、仕切り設置などを
する際に使えるようです。詳細が分かり次第ご案内いたします。現在テレワークや
在宅勤務をしていて、家がテレワークに合わないから改装を考えている方には
良い補助金になりそうですね。
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IN群馬県富岡市

【材料】

御朱印めぐりはじめませんか？

・A4クリアファイル
・両面テープ
・カッター
・カッティングマット
・定規

クリアファイルでおしゃれに作る
マスクケースのご紹介です。
【作り方】

主に関東近郊の神社・仏閣でスタッフがいただいた御朱印をご紹介します。
あなたも氏神様や、旅先で立ち寄った神社・仏閣でご利益を授かりませんか？
いちのみやぬきさきじんじゃ

きのくにさんぽ

1. クリアファイルを縦に置き、
下の接着部分を５㎜カットして切り取ります。
2. クリアファイルを開いて、中心の折り目から左右11㎝の
ところと、長辺の両端から4.5㎝のところに定規を当てて
カッターの背を使って折り目線を作ります。
3. 四つ角の不要部分を折り目線に沿って切り取ります。
クリアファイルの半円状のくりぬきがあるＡ面の端から
2㎝ほどカットして切り取ります。（図：斜線部分）
4. クリアファイルの中心折り目の上下に4.5cmの切れ目を
入れて、のりしろを作ります。右側のりしろ上下の端部
分を5㎜ほど斜めにカットして切り取ります。左側のり
しろは、切り離した中心側の端部分の
角を上下丸く切り取ります。

第４弾は群馬県富岡市にある「一之宮貫前神社」です。

一之宮貫前神社は安閑天皇元年(西暦５３１年)に創建し、約1500年の歴史を持つ神社です。
御祭神は「経津主神（ふつぬしのかみ）」（武の神様、建国の祖神と云われています。）
と「姫大神（ひめおおかみ）」（養蚕機織の守護神）が祀られています。

参道

群馬県では一番格式の高い神社です。

5㎜カット
鳥居をくぐり石段を降りて参拝する神社を
「下り宮」といって、「鵜戸神宮」（宮崎県
日南市）や「草部吉見神社」（熊本県阿蘇郡）
とともに日本三大下り宮のひとつで
珍しい造りの神社です。
桜門、本殿、拝殿は国指定重要文化財
となっています。

4.5㎝

●

中心側のみ
丸くカット
両端部分を
斜めにカット

本殿(奥)・拝殿（手前）
外観は単層（一階）でありながら、内部は二階建て
になっており、神座はその上層に安置されています
この建築様式を、「貫前造り」と言います。
神社・仏閣の建築によく見られる
三角の妻壁部分には、「雷神小窓」という雷神像が
描かれた小さな窓が付けられています。
この窓の方向には雷多発スポットの稲包山が
あることから、畏怖されて雷神様を祀っている
とか、いつでも雷様がお社に帰って来られる
ように特別に入口を作ったなどと云われています。

●

Ｂ

Ａ

4.5㎝
●

●
11㎝

左のりしろ

右のりしろ

切り取り
部分

中心折り目
ココをカット

●
11㎝

5.クリアファイルを表に返して、両面テープを
のりしろ部分に貼り、折り目線に沿ってのり
しろとＡ面、Ｂ面を内側に折り込み、貼り合
わせたら出来上がりです。
完成です！
御朱印

両面テープ

Ａ

Ｂ

授与品
一之宮貫前神社は御祭神「経津主神」が武勇に優れている神様と
いう事から、「勝ってかえる」ために戦地に赴く兵隊さんや、
送り出すご家族の参拝がとても多い神社でした。
総門東に立っている木がカエルによく似た形をしていたことと
重要文化財の「白銅月宮鑑」に彫られているカエルに因んで
「無事に帰る」「無事に帰ってきてほしい」という願いを込めて
このお守りが作られました。

両面テープ
富岡製糸場
から
車で約30分

住所/群馬県富岡市一ノ宮1535
交通/上信電鉄「上州一之宮駅」から徒歩１５分
拝観時間/自由 ・ 拝観料/無料
桜門開門/6：00～17：00

絶賛販売中！

つくば みどりの南
建売分譲住宅完成しました！

建築条件付の宅地と
戸建住宅のご案内

つくば みどりの南建売分譲「完成」
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：36,600,000円

(当社売主につき仲介手数料無し)

建物内覧会＆
現地案内会開催中！

敷地面積：201.97㎡（61.07坪）
太陽光発電11.02ｋＷ搭載の
ゼロエネルギーハウスです。

延床面積：115.37㎡（34.82坪）

詳細は当社ホームページをご覧ください。

つくば みどりの南 2区画 「建築条件付宅地」
平成30年4月みどりの学園義務教育学校(小中一貫校)開校
2024年4月(仮称)みどりの南小中学校開校 徒歩7分
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：6,980,000円(当社売主につき仲介手数料無し)
面積：201.91㎡

〜

201.99㎡

2区画あり

愛宕（東武アーバンパークライン）

水廻りをまとめた
家事動線で
毎日の家事も楽々♪

「建築条件付宅地」

愛宕駅より徒歩11分

所在地：千葉県野田市清水
交通：東武アーバンパークライン「愛宕」駅
徒歩11分
皆様のお越しを
お待ちしております。
お問合せ・ご見学希望の方は
下記までご連絡ください。

価格：5,980,000円(当社売主につき仲介手数料無し)
面積：109.88㎡

お問い合わせ

柏I.C展示場

０１２０-０２９-８００

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

(水・木曜定休)

子育て世帯に優しい
間取りと充実した設備

お問合せ先：0120-029-800
分譲地住所：茨城県つくば市
みどりの南32-6

