お客様の数だけ
想いと物語が
あります。
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解体新築か改装か悩んでて...
一度見に来てほしい...。

最初にご相談をいただいたとき、約 50 年の家を
購入予定だったお客様。「解体して新築した方が良
いと、他社にすすめられたけれど、それで本当に良
いのかどうか悩んでいる」とご相談をいただきまし
た。
実際にお家を見せていただくと、土地も建坪も広
く、躯体（家の構造、家を支える土台、柱や梁）が
しっかりしているお家でした。
さらに、このお家を建てたのが腕の良い大工さん
であったことが、あちらこちらに見て取れました。
「これをつぶすのは勿体ないな」というのが当社の
見解でした。
お客様には、解体して新築すること、現状を全面
改装することのメリットどデメリットをご説明しご
検討いただくことになりました。

便利な世の中だからこそ

手間暇をかけて丁寧に暮らすことを
大切にしたい。

お客様ご夫婦でご検討いただいた結果、ご夫婦の
ライフスタイルに合うということで、現状を全面改
装することになりました。
ご要望をお伺いしていると、お客様の人生観やお
子様への愛情がひしひしと伝わってきます。
自動洗浄トイレなど便利で快適なものがある時代
ですが、便利な物がない公共の施設や災害時などで
もお子様が戸惑わずに生活できるようにしたい。そ
のために、トイレは自動洗浄はいらない。
近くにある家庭菜園などで食べ物が育つ姿を子供
の頃から見て育ち、物事には時間がかかることや、

ひいては、「二口のかまどがある、土間のキッチン

しかし、奥様の想いをお聞きしていたので、なんと

「気配」

当社のデザイナーはちょっとやそっとのご要望で
うろたえることはありませんが、こちらのお宅の内
装に関しては「え、いいんですか？」と少しうろた
えていたのを覚えています。
お客様からいただいたデザインテーマに、何日も
頭を抱えていた当社のデザイナーですが、その様子
はとても楽しそうでした。
「一般のご家庭で、お客様のご要望でここまでさせ

今と人にあった形に
＃間取変更

＃断熱改装

＃デザイナーと作る家
＃改築

＃改装

＃こだわりのライフスタイル
＃香川県
＃住宅

＃東讃
# 戸建て

と、デザイナー、タイル職人、左官職人が声をそろ
えたのは、この道 30 年の当社社長も初めてだと言っ
中古で買った家を「土間」と「か

ていました。
どのデザインも気に入っていただけたうえに、ど

まど」のあるキッチンを備え、現

の部分をとっても、お客様ご家族らしさが滲み出て

代の生活スタイルと住まれるご家

いると感じています。

族にあった内装に全面改装。お客

してでも叶えたい気持ちの方が強かったのを覚えて

様の目指したライフスタイルとは

います。

？改装前の姿とは？

家族動線

そのすべての過程において、ご

大切です。

そこで、ドアの向こうの「気配」

家族それぞれのプライバシーを守

また、未就学のお子さんをもつ

を感じつつ、リビングを見せない

いらっしゃるお若いご夫婦でした。 りつつ、必ずお互いの「気配」を

働く主婦はとにかく忙しいですよ

ドアを起用し、玄関ホールを広く

感じることができるように、間取

ね？家が最高に散らかっている瞬

とりました。

成長していく過程で、様々な変化

りをプランニングしました。

間に中を見てほしくない人がやっ

が起こります。

家族のプライバシーを外部
から守る

てくることもあります。

お客様は未就学のお子様が 2 人
ここから何十年も同じ家で共に

お客様から各部屋のご要望をお
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築50年の家を

それがお客様のご希望でした。

ない」

の美しい強さと愛情にあふれていました。

内装

た、どこの家にもない内装にしたい。

便」な生活がしたい。
そう語ってくださった奥様の表情は、母親として

満ちたこだわりの

せっかく自由に計画できるのであれば、こだわっ

ていただけるのは、おそらく、最初で最後かもしれ

これには流石の当社の社長も目を丸くしました。

永く愛される家と

内装にしたい！！

手間暇をかけることの大切さが学べる「ちょっと不

が欲しい」とおっしゃった奥様。

大切にしたのは

せっかくなので、どこにもない

住む人らしさに

伺いし、それを全て取り入れた上

残念ながら昨今はとても複雑な

で、私がレイアウトで一番重視し

世の中です。一昔前なら心配しな

たことは「家が変化に対応できる

くて良かったことを親たちは心配

こと」でした。

しなくてはなりません。

お子さんが小学生になる。中学

飛び込みセールスなど、突然全

生、高校に進み、大学進学などで

く知らない人が訪れた時、どれだ

ご夫婦お二人だけの生活になる。

け、目から情報を得られないかも

こうすることで、玄関ホールは
玄関直通のちょっとした応接スペ

そんな時、リビングと玄関との

ースになり、ドアの向こうのお子

ドアを閉め応対するようになりま

さんの気配は感じつつ、見えるも

す。

のは最小限にとどめることを可能

しかし、普通のドアでは、ドア

にしました。

の向こうの子供たちの様子はわか
りません。
玄関を狭くとってしまうと、来
客応対も大変です。
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60年代によく見られた内装。長く愛され、時代とと
もに改装を繰り返された跡も見られる家。

なつかしさを感じる内装だったこちらのお家。建坪も広く、躯体も

住む人らしさに満ちたこだわりの内装

築50年の家を今と人にあった形に

奥様こだわりのダイニング・キッチン 引退していた職人さんについてもらっ
は、「宇宙と禅」がテーマ。

ダイニング・キッチンは「土間」で「二口かまど」

た、オリジナルのかまど。

時間に追われる平日は最新のキッチンユニットで

しっかりしているものの、現代の生活には使い勝手が悪い。それでも、

が入ることは決まっていました。奥様から「宇宙と

炊事をし、休日は友人を招いて、かまどでご飯を炊

ところどころに、元持ち主さんのライフステージや時代に合わせて少

禅」というテーマを言い渡された当社デザイナー。

く。そんな奥様の夢を叶えるために、かまどをつけ

かまどを「太陽」に見立て、床に「太陽系」の惑

る左官職人さん探し。いつもの職人さんの兄弟子さ

オリジナル部分には、多く今では高級になってしまったり、生産が

星を配置し「枯山水」に見立てた模様を水洗いもで

んがついたことあるということで、隠居生活をして

終了して入手困難な上質の材料も使われていたため、使えるものは、

きる素材で造作。月も奥様のお好きなハワイをテー

いたにも関わらずご協力いただきました。

使う方向でデザインを開始。

マに当社デザイナーが手描きしたもの。

美味しいご飯の炊けるかまどになりました。

BEFORE

しずつ手を加えている様子がうかがえるお家でした。

AFTER
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住む人らしさに満ちたこだわりの内装

築50年の家を今と人にあった形に

一口かまどは若いころによくついていたが、最近は
本当になくなったこれが最後かもなと語る左官さん。

生活空間と玄関ホールを遮る半透明の 3 枚ドア。玄関のたたきと踏み

AFTER

台は、もともとこの家で使われていた桜の木とマントルピース。

建設業の職人さんの専門でないところなどは、デザ
イナーが自らも造作します。

ダイニング・キッチンからも見え
玄関からすぐのところに 2 人用の
学習机。お子様独立後は、ご夫婦
の趣味机に。
昔はよくあった模様入りガラス。
今では入手が困難です。この家で
使われていたものの一部を使って
この家オリジナルの室内ドアにリ
メイク。
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３つのテーマを融合させた内装な
んて無茶だと言われたから

「ブルックリン」
「ボタニカル」

相談しようと思った。

新しい飲食店を開き、夜カフェを始めることにな
った。３つのテーマを融合させた内装にしたいのだ

「キースへリング」
を融合させた

けれども、周囲に話すと「それは無茶だ」と言われ
た。自分には無茶だとは思えない。実際のところ、

お酒を飲まずに

どう思う？
と、ご相談をいただいたのが始まりでした。お話
をお伺いすると、お客様には３つそれぞれを選ぶ明
確な理由とどのようなお店にしたいかというビジョ

楽しめる夜カフェ

ンがありました。

当社のデザイナーが最初にしたこ
とは、３つを繋げる作業。

最初にお客様の相談を受けたデザイナーにとって
その３つが合わさった内装は「できる」という直感
があったのだそう。
「ブルックリン」と「ボタニカル」はあうし「ブ
ルックリン」と「キース・へリング」はあう。あと
は「キース・へリング」と「ボタニカル」が繋がれ
ば最高だ。

＃店舗

＃飲食店

＃内装

＃改装

＃香川県

＃高松市

＃インテリアデザイン
＃ディスプレイ
明確なデザインテーマを持ってご
相談にこられたお客様。周囲には
そんなにテーマを混ぜてはダメだ
と言われたそうですが、デザイナ
ーはあることを思いつきます。さ
て、それは一体？

デザイン画を描くにあたり、デザイナーがやった
ことは「内装の基準」になる「物語づくり」。
「ブルックリンのレンガ倉庫街で、キース・へリ
ング好きの花屋さんがいました ...」というところか
ら「... という経緯で、花屋さんの後をキース・へリ
ング好きのマスターがカフェにすると申し出たので
す」で結ばれる物語。
その物語を基準に「あるべきもの」と「あっては
おかしいもの」を選別しデザインを組みました。
物語をお気に召したお客様は、メニューにその物
語を載せてくださっています。

gardeん ガーデん
香川県高松市瓦町１丁目９－９
西側 瓦町ビル 6 階
TEL. 087-873-2015
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AFTER

冬に凍えるお風呂を

どうにかしたい！使い勝手の良い
キッチンが欲しい。

ぺティートな奥様にあったキッチン
小柄な奥様には現状のキッチンが高いことと、天

甘く冬になるとみるみるお湯も温度が下がるお風呂

袋が今後ますます有効活用できないことが気になり

だったのだそう。独立した娘さんたちも気持ちよく

ました。キッチンの作業台の高さは、選ぶことがで

泊まれる家にしたいし、キッチンも使い勝手の良い

きます。奥様がこのリフォームを機にモノを減らす

ものが欲しいというご要望をいただきました。

気満々だったこともあり、天袋なしで大丈夫なキッ

のお客様。当社にデザイナーがいることをご存じで
した。

チンを据えることに。
キッチンやお風呂など色が限られているユニット
を入れる際は、まず、ユニットの色を決めてから壁

壁紙も全面同じじゃない方が良いけれど、どこを

を考えます。奥様とショールームへ行き、奥様のご

どうすれば良いか分からない。お風呂もキッチンも

意見を伺いながら、木目調のシックなダークブラウ

ユニットの色をどう選べばよいか分からない。だか

ンがテーマカラーに決まりました。

ら、デザイナーにも担当してほしいとのご要望でし
た。

冷蔵庫や食器棚など背の高い家電や家具を置く場
所だけに、ダークブラウンで革のシボが凹凸で表現
された壁紙をアクセントに配置。白の壁の中で濃い
色のキッチンが浮かないようデザインしました。

BEFORE
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「落ち着き」を

と、大人な落ち着きのある内装。

元々は建売でご購入されたこちらのお家。断熱が

他のお客様のご紹介でご連絡をくださったこちら

奥様の退職を機に

テーマにした
水回りリフォーム
＃住宅
＃水回り

＃リフォーム
＃キッチン

＃お風呂 ＃二重サッシ
＃デザイナーと選ぶ
＃間取り変更

＃香川県

＃東讃
長年使いずらさを感じながら使っ
ていたキッチン、冬には凍えるお
風呂を快適にリフォーム。
お色選びにデザイナーと共にショ
ールームへ。
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BEFORE

とにかく今の内装が

最も手軽に内装を

したい！

アップデートする

いや！オシャレに

方法！

時代遅れな感じが気に入らず、
内装をアップデートしたい。けれ
ど壁紙を選ぶにしても、カタログ
に載っている品番が膨大で、何を
緒に考えてくれる業者はないか。

ご主人の趣味部屋はご希望の黒で男前に
◀

◀凹凸の花柄の白い壁紙で奥様のやさしさも表現

AFTER

どう選べばよいか困っている。一
... というお話しがあり、当社をご
紹介いただきました。

時代に合わせた内装
は面を変えればでき

＃住宅
＃畳

＃壁紙
＃ふすま

＃天井
＃タイル

＃リフォーム
＃リフレッシュ施工
＃香川県

＃東讃

る。

お客様のご要望は「黒と白」。
「黒と白」と一言で言っても、そ
の 2 色だけで、どれだけの壁紙が
この世に存在しているか ...。
モノトーンは上手く使えばカッ
▲玄関の一部に天然石タイルで高級感ＵＰ

部屋に入った人の視線を集めるガラスタイルの壁
▶
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コよくなりますが、失敗すると、
不自然になります。
白も黒も、壁紙は模様や質感で
表情を引き締めたり和らげたり、
強弱をつけました。
リビングでは「見せ場」になる
面にガラスのタイルを起用。光を
吸収しがちな黒でもきらめきを出
すようにしました。
インテリアで一番面積が広いの
は壁＋天井＋床。広い面にテーマ
を与えてやると、内装の雰囲気は
家具を変えずに変わります。
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BEFORE

新婚ご夫婦が

おばあ様が住まわれていたお家。

何をどうすれば良いか分からない。

おばあ様から

解体をして新築ができる資金が集まるまでには、

譲り受けたお家

あと数年かかる。しかし、おばあ様のお家は現状の
ままでは、若いご夫婦の生活スタイルにはそぐわな
傾き崩れかけている古い納屋が

AFTER

母屋をひっぱっている。

＃住宅

＃壁紙

そんなご相談をいただきました。

＃天井

＃解体

おばあ様との思い出のある家なので、できるだけ

＃外構

い。どこまで手を入れるべきかも判断しかねる。

永く使いたいとのことでした。

＃キッチン

また内装は、奥様がインテリアや雑貨がお好きな

＃リフォーム

方で明確な方向性もお持ちでした。

＃押し入れ活用
＃デザイナーと選ぶ

躯体を直すだけでも膨大な費用が

かかるため、ご予算内で出来ること
をご提案。

地盤が柔らかいのか、基礎、躯体（家を支える構

納屋があったころは、キッチンと居間に窓はあっ

造部分）に歪みが生じている状態でした。確かに、

ても納屋に光を遮られ、室内は一日中暗い印象で狭

しばらく住むことは可能ですが、ここから先、何十

さを助長していました。

年も安全に住めるとは言えない状態です。

納屋だった一部を光の通るランドリールームにし

事例の最初にあるような躯体、基礎ともにしっか

たことで、自然光が朝から入るようになりました。

りしていれば、全面改装も可能ですが、今回の場合

取り入れた光が部屋中に充満するように、壁紙は白

は基礎と躯体を直すのに膨大な費用がかかる上に、

を基調。奥様が目指していたインテリアに合うよう

費用に見合った効果を得られるかも疑問でした。

一か所だけに柄のある壁紙を使いました。

現状に数百万円のリフォームを施すのは非現実的
だとお伝えしました。そのうえで、今回行いたい最
低限のリフォーム箇所を改めてお伺いしました。
納屋を解体し、天気も昼夜も問わ
ず洗濯物を干せるランドリーエリ
アに変更。
四畳半の広くはない居間も、壁紙
と窓を新しく。お若いご夫婦らし
さを出しつつ床座式で家具も低め
でそろえていただくことで、圧迫
感を軽減。
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・納屋を解体
→駐車スペース
→明かりは取り込むけど中は見えないランドリ
ースペース
・居間
→壁紙の張替え
→南面の窓を結露しずらく断熱性のある窓に
・寝室
→壁紙の張替え
というメニューになりました。

自分では不安で、柄のある壁紙を
選ぶことはできなかった。

完成後、奥様が、ご自身で壁紙を選んでいたら、
貼ったときのイメージが沸かず、不安で、柄のない
ものを選んでいたと思うとおっしゃいました。
四畳半と広い部屋ではないからこそ、1 か所に効
果的な柄のある壁を作る。これには、ちゃんとした
理由があります。
もし当社のデザイナーをご起用いただける際は、
本人に理由をきいてみてください。
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往来する人の目を
ひくイラスト看板

＃店舗

＃小売店

＃イラスト

＃外装

＃香川県

＃高松市

手描きのイラストで

大きな看板にしたいん
だけども...絵描いて。

ワインショップの外装を受けた当社の協力業者さ
んからご相談を受けました。
ショップオーナーのたっての希望で、大きな看板

大きな壁面にあえてオリジナルイ
ラストで看板を作ったことでオー
プン前から看板が話題になったワ
インショップ。イラストも外注す
ることなく当社で制作可能です。

面がとれるのなら、見て手描きと分かるものが良い
というお話しでした。
イラスト作成と看板（外壁）の施工をお任せいた
だけることになりました。

販促営業企画部と工務事業部が
あるから出来る。

当社は工務事業部だけでなく、小規模事業者さん
の販促物（フライヤー、パンフレット、カタログ等）
をデザイン・制作する販促営業企画部があります。
ここはイラスト作成やロゴの作成など「建設業に
は含まれないモノづくり」を担当しています。
このため、当社ではイラストを外注することなく
看板などを作成することが可能です。
また、ロゴやメニュー、開店広告などの作成もし
ています。このため、新店舗オープンの際は、工事
だけでなくロゴやメニューなども当社 1 社にまとめ
てご相談いただくことが可能です。
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日常の「困った」を
解決する
1か所からの
リフォーム事例集

半間の押し入れをご主人のPC
デスクに。
押し入れをコンセントも使える
ようにして、ちょっとした趣味や
仕事場にすることもできます。
ドラ●もんの寝床みたいでワク
ワクしませんか？
電源や強度など安全に使うため
にぜひプロにお任せください。

修繕時に他の問題も解決。
冷たい浴室の床とサヨナラ。
最新のお風呂に変えるとなると、
大きな工事になります。
そこまでの予算を使わずに、
「床の割れたタイル」と「床が冷
たい」の 2 点を改善したいとのご
要望を受けました。
現在ではタイルにも様々なもの
があります。今回のタイルは、肌
との接地面を少なくし、従来品ほ
ど冷たさを感じないもの。
タイルの目地も進化していて、
汚れずらいものになっています。
浴槽に使われていたコーキング
も老朽化していたので、新しくし
ました。

017

梁（はり）が邪魔で、取り付け
られない換気扇。

新しい家族のために、カーポー
トが欲しい。

室内ドアを鍵付きのドアにした
い。

棚１つからでも、お気軽に！！

新築当初から使っていた換気扇

ご家族が増え、お子さんを抱え

最初はご自身でドアノブを変え

ことの大小、免許が必要不要、

が老朽化してきたので、新しい換

ながらの車の乗り降り、買い物の

てみようと思われたお客様ですが

専門などによって、直接まんちゃ

気扇を取り付けようと思ったお客

荷物を下す時など、奥様が大変そ

ホームセンターで何を買えば良い

んが施工する場合と、当社の協力

様。

うな様子を見て、ご依頼をいただ

か分からず、まんちゃんに電話が

業者、職人さんを手配する場合の

きました。

かかってきました。

2 パターンがあります。

ところが、お使いになりたい換

「お家のことはとりあえず、ま

気扇は、梁が邪魔で取り付けられ

庭石などもある立派なお庭を車

急を要する事案だったので、お

ないかもしれない。と、ご相談を

2 台止められるカーポートにした

客様の許可を得てホームセンター

んちゃんに相談」と覚えていただ

受けました。

い。とのことでした。

でドアノブを購入、まんちゃんが

ければ幸いです。

元大工のまんちゃんが出動です。

カーポート取り付けよりも、お

とりつけしました。

ドッグラン...作れないかしら。

カバーを梁に合わせて切り、設置

庭の解体が思いのほか大仕事とな

様々な建材は、物にこだわりが

することが可能になりました。

りました。しかし、雨の日に誰も

なければ、ホームセンターで購入

お客様の小型ワンちゃん２匹が

ずぶ濡れにならずに済み、ご家族

するより当社で仕入れた方が安く

走り回れるように、裏のスペース

にはお喜びいただけていればと思

手に入ることもございます。

に人工芝を敷いて、ワンちゃんが

「ほしい」を諦める前に、一度
ご相談ください。

います。

思いたったら、ぜひ、ご遠慮な

事例は内装が多いですが、外構

さらずにまんちゃんにご相談くだ

も行います。お気軽にご相談くだ

さい。その前にお客様登録をされ

さい。

ることをオススメします。

敷地外に出られないようにしてほ
しいというご依頼。
できます。できるかな？と思っ
たらご連絡ください。
018

ponandcon.com
info@ponandcon.com

