リフォームの「 楽しさ」
「 魅 力 」発 見 マガジン
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みんなが意外と見落としがち なリフォームチェックポイント
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収納力をグッと高める方法とは？

屋根裏収納!!
納!!
きることが屋根裏収納の魅力。
上手に無駄なく活用
するには、
あらかじめ何をどのくらい収納するかをき
ちんと決めることが重要！

おすすめ収納アイテム

本事例の場合

■ 季節物の家電製品

■ 季節物の洋服、
靴

■ 来客用の布団

■ スキーやキャンプ用品

■ 思い出の品や記念品

■ 本や雑誌などの書籍

02

階段横収納!!
納!!
階段の横や下はデットスペースになりやすい場所。

や本・雑誌などの書籍類、
ペット用品もおすすめ。

おもちゃ

リフォームの内容はどのようにして決めていったの？

デットスペースだった屋根裏を活用することで、居室に入りきらな
かった物がスッキリ収納できるように。天井の壁紙は空模様を選
び、さらに照明を設置することで明るい空間に。

デットスペースを有効活用するアイデアは？

早変わり！リビング付近の収納なら、
子どものおもちゃ

だんだんリフォームが楽しくなってきた？！

可愛らしい壁紙

家の広さはそのままで、
収納空間のみ広げることがで

壁を壊して扉と仕切り板をつければ、
収納スペースに

見どころ

屋根裏収納

書籍類

ペット用品

階段横収納

仲良く本読み

奥様

結局カーテンとかも全部お

願いました︵笑︶それも私の好み
を捉えてくれてうまく提案してく

最後にたっぷり収納でき

れたのでいい感じに決まり大満足
です！
旦那様
実は屋根裏は︑元々作るつ

る屋根裏も作ってもらったね︒
奥様
当初の予定にはなかった

もりはなかったんです︵笑︶
旦那様
んですが︑引越しの当日に別件で
担当の方が家に来てくれてその時
に﹁荷物を仕舞わないといけない
なぁ︑でも収納が足りないなぁ﹂
っていう話をしたんです︒そうし
たら﹁屋根裏はどうですか？﹂っ
て急に天井裏を覗き始めて︵笑︶
﹁これなら作れるよ！﹂とゆわれ
お願いすることにしました︒荷物
が表に出るのは嫌だったのでとっ
ても便利です︒まだまだスペース

ナチュラルカーテン

リフォームの内容はどのよ
うに決めていきましたか？

一言一言の要望が形に︒
ものを細かく悩んで決めたと

まった感じです︒最初この机も無か

奥様

ったんですよ︵笑︶お姉ちゃんが学

いうより︑担当の方々に希望を伝え

奥様

習机を買ったけどあまり使わないの

奥さんが﹁吊り戸棚はいら

くて質もデザインも程よく良いやつ

でスタディカウンターが理想で︒

旦那様

がいい！ってお願いしました︵笑︶
旦那様

たら﹁それを叶えられるのはこれで

﹁コスパ的に安いからとかじゃなく

てイメージしやすかったですね︒

ない﹂って要望を伝えたら﹁最適な

て︑長年使うなら少しお金を出して
奥様

のはこれしかない！﹂ってなってこ

でも質の良いものを使った方が︑長

気になっていて︒どうにかしたくて

す﹂っていう風に提案してくれて決

い目で考えるとコスパもいですよ﹂

他の会社さんに相談したら︑全部階
けど御社の担当さんはガラスかつパ

あと使いにくい収納がずっと

ーテンションにして︑下を本棚にし

絶対に中途半端な商品じゃな

とお客さん目線で提案してくれて︒

段にしたらどうかって提案されて︒

ＣＧパースも作ってもらっ

実際に使っていてこれにして良かっ
旦那様

たらどうかって面白い提案をたくさ

実際に商品を一緒に見に行

たなと思うことがよくあります︒

のキッチンに決まりましたね︒

長く使っていくものだから
良いものにしたくて︒

キッチンのこだわりは？

緑いっぱいの花壇
きましたね︒キッチンの両面に収納

当社でリフォームを決めた
きっかけは？

初めはこの家を買ったときに

アットホームな雰囲気と人の
良さで選びました︒
奥様
お世話になった仲介会社さんに︑こ
の家を建てた会社でリフォームする
ことを勧められたんです︒でも古家
のマンションの売却を関西不動産販
売さんにお願いした際に﹁うちもリ
フォームしてますよ！見積り出させ
てください！﹂と言われて︒リフォ
ームしていることを知らなかったん
ですよ︵笑︶結局３社くらい比較し
てみたんですけど︑最終的に人の良
さで選びました︒一番アットホーム
で雰囲気が良かったんです︒それか
距離感も近かったし︑色々

ら提案の内容も良かった！
旦那様
と的確に話してくれたなって︒

未公開
間取り

2階建

自分のイメージ以上のものが

ナチュラルなテイストがお
好きなんですか？

りました︒

ものを作りたい！って思うようにな

ションも上がってきて︑もっといい

出来上がってきて︑そうしたらテン

奥様

たっていうのは大きいですかね︒

見せてもらってイメージが湧いてき

家族構成

飽きが来ないお家にしたくて︒
奥様 このデザインあってますか？大
この家︑外から見たら和風

元々薄い木︵紙焼き︶が好き

最近は親戚がよく来ます︒
を褒めてくれました︒
︵笑︶

うちの辛口の親族が︑鳥のオブジェ

旦那様

気感にしたかったんです︒

気ではなく︑そういうホッとする空

くて︑だからこの家も緊張する雰囲

理想で

前の家も友人から﹁長居し
…
たくなる家﹂って言われたのが嬉し

飽きが来なくてホットする雰囲気が

合わせてもらいました︒シンプルで

んです︒なのでテレビボードも全部

で︒その基調がベースにほしかった

奥様

とテイストが違うんです︒

なのにね︵笑︶中に入ったらちょっ

旦那様

旦那様

最初はあんまり乗り気じゃ
中古物件だったのであんまり

旦那様 やっぱりＣＧパースとかを

︵笑︶

たら色々と変えたくなってきました

でもだ
テンションが上がらなくて …
んだん形になってくるのを見ていた

奥様

無かったもんね︵笑︶

旦那様

とやりたくなってきて︒

イメージが湧いてくると色々

リフォームが楽しくなって
きたきっかっけは？

担当の方の一言でごろっと

築40年

丈夫ですか？︵笑︶

ほんとに人柄で決めました！

Q3

変わったところがあるよね︵笑︶

奥様

戸建
築年数

せる家族の暮らしと子どもの成長を見守れるＬＤＫにこだわりました。

んしてくれました！私も子ども達の

■ 庭のデザイン

イメージでき、形になっていく面白さを実感できました。

が欲しいという希望も叶いました︒

2020年
建物種別

に段々とリフォームにご興味を持っていただき、完成をすごく楽しみにし

にも余裕があって本当に良いもの

■ 屋根裏改装

自宅を売却して、中古物件をリフォームすることに。

を作ってもらいました！屋根裏は

京都府京都市
施工年月

当初はリフォームするの？という様子でしたが、
ご提案を重ねていくうち

遊んでいる様子を見たかったので︑

DATA
イメージが具体化するような
ご提案や言葉選びを心がけました。

広々造作カウンター
メッセージ
当社スタッフより

希望にバッチリ合ってて︒発想がす

■ 扉・TV壁掛け造作

Story
最後に大ヒットでしたね！︵笑︶

所在地

てもらえたので、
こちらもドキドキさせてもらいました。
キッチンから見渡

ごくて︑今もこれにして良かったな
あって思います︒

お気に入りの場所は？

屋根裏と庭が気に入っていま

きゅうりの栽培にチャレンジ
しています 笑( )
奥様

す︒一番最後にナイスアイデアをし
てもらって印象的です︒担当の方の
提案の引き出し数がすごくて︒庭で

・玄関ドア・タイル新調

壁付けインテリア
は担当さんに勧められてきゅうりの

■ 床の張替え（ダイニング）

太陽光が
優しく
降り注ぐ
リビング
)

■ キッチン・浴室・トイレ・洗面室

鳥のオブジェ
栽培をはじめました 笑(

（全室）
■ 壁紙張替え

手作りT Vボード
打合せを重ねるごとにだんだんと家が生まれ変わる姿が
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収納力たっぷりの屋根裏

Q5
Q6

家族みんなで土間作り
リフォーム内容
BEFORE

Q4
緑いっぱいの庭
明るい玄関

my

ダイニングと繋がるオープンキッチン

