event news
2013 年４月イベントのお知らせ
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■開催日：4 月 7 日（日）
■開催時間：午後 2 時〜 4 時
■場所：Gallery 檪（エヌテック事務所）
■事前にご予約をお願い致します。
「コンセプトハウス『檪 kunugi』を発表します！」

あるお客様から聞かれた何気ない一言…
“エヌテックさんの理想とする家ってどんな家
ですか？”
コンセプトハウス構想はこの言葉から始まり
ました。家は、お客様である住まい手様あっ
てのものであり、ご家族様のライフスタイル
や夢の実現が最優先であることに変わりはあ
りません。そこを踏まえた上で、エヌテック
のご提案がより皆様に具体的に分かるものが
あったら…。
「エヌテックが言うパッシブデザインや快適、
元気、“いい家 “とはこういう形になるのか。
」
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コンセプトハウス

3 ⽉ 31 ⽇〜 4 ⽉ 7 ⽇まで Gallery 檪 オープニングウィークで す。
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「コンセプトハウス発表会」
15
「資金相談会」（4 月 14 日 10:00 〜 12:00）
「初めての家づくり教室 ( ハツイエセミナー )」 22
「リフォーム完成見学会」
29
の 4 つを開催します。
『コンセプトハウス発表会』
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粗削りで大胆な梁材、記憶を刻める大黒柱と

じでしょうか？世の中は常に動いています。

なる材もご提案したいと考えています。大き

大きなおカネが動き、長期間の財産となる

な屋根、大胆な見せる構造材、シンプルな

「家」。先ずは、基本的な事柄を知って頂く場

形状、
そして選び抜いた素材たち。また、
「檪」

をご用意致しました。

を作るために分かりやすい外装・内装の選

家はあとから後悔するにはあまりにイタイ。

択一覧も作りました。

情報を得る者が成功するのは、家づくりも同

「シンプルで上質な素材とエネルギーに満ち
た空間が、住まい手に本当の癒しと元気をく
れる。
」

vol.03

リフォーム
完成見学会

じです。
「家づくりで絶対に失敗したくない方」
はぜひご参加下さい。

『リフォーム完成見学会』

APR.
2013
株式会社エヌテック
〒733-0007
広島市西区大宮 2-13-7
TEL:082-509-5771 FAX:082-509-5772
E-mail:info@ntecj.co.jp
HP:http://www.ntecj.co.jp

超・快適への道「睡眠編」2…寝室の作り方
超・快適通信の第 1 号で取り上げたのは快

一人分には十分すぎるほどゆったりとした

メガネ、携帯、目覚まし時計、読みかけの本、

適グッズとしてお寝間着でしたが、さて、

ベッドがある寝室はリビングと壁一枚で仕

などベッド周辺に置きたいものは案外たく

快適研究所が贈る超・快適への道第 2 回目

切られており、真っ白なシーツ以外はベー

さんあります。

は、寝室についてです。

ジュを中心とした落ち着いた色合いで構成

寝転がって横を向くと、窓の外に夏の森に

いい家は、人を支え、楽しませ、かけがえの

■開催日：4 月 21 日（日）

自宅ではない場所で、何故か、ぐっすり眠

されており、寝転がってみると、天井には

立並ぶ木々が見えました。

ないパートナーとして、ご家族に豊かな人生

■開催時間：10 時〜 15 時

れたなあ…という経験をされたことはあり

一切照明器具が配置されておらず、光源が

「翌日のための寝室」

を与えてくれるものとなるはずです。

■場所：広島市東区牛田東

ませんか？私も経験があります。

目に入らない設計であるのが分かります。

エヌテックがご提案するコンセプトハウス「檪

■事前にご予約をお願い致します。

去年宿泊した某高級リゾートでのこと、有

ひとつの灯りで全体を照らすのではなく、

「眠る」ためよく考えた配置と設えになって

「築約 40 年の住まいを快適に改修。」

名ベッドに流行のマット、滑らかなリネン

建築化照明（コーニス照明・コーブ照明）

いました。良質な睡眠のメリットは、朝の

牛田東の住宅街にある築約 40 年の中古住

のシーツも心地よかったのですが、どうや

が配されて全体の明るさを取ってあります。

目覚めが気持ち良

宅を購入されたＫ様。もとの設計を活かし

らベッドルームの作り方にも秘密がありそ

灯りはやや黄味を帯び、淡く、身体と神経

く、翌日一日中元

■開催日：4 月 14 日（日）

ながら、現在に合った暮らしやすさをつく

うでした。

を休めるのが目的のリゾートらしい配慮が

気で過ごせること

見て取れます。

にあります。

（kunugi）
」にご期待ください！

『初めての家づくり教室』

「ぐっすり眠れる部屋？」

さすがは休息がコンセプトの高級リゾート、

■開催時間：午後 2 時〜 4 時

る改修工事となりました。耐震改修や断熱

とよりご理解を頂けるのではないかと考え、

■場所：Gallery 檪（エヌテック事務所）

改修も行い、見えない部分ではありますが

その高級リゾートは、九州の山の中にあり

ベッド横には小さなテーブルが配置されて

家の寝室も日々の

ご提案を目に見える形にしたのがコンセプト

■事前にご予約をお願い致します。

建物の性能をしっかりとアップさせていま

周囲を木々に囲まれ真夏というのにひんや

スタンドライトがあり、全体照明を落とし

疲れを癒し、翌日

す。随所に K 様こだわりのテイストも入り、

りとした空気が流れていました。私達が宿

ても、隣で休んでいる人に配慮しつつ読書

元気で仕事や勉強

ハウス「檪（kunugi）
」です。

「失敗しないための指南書的セミナー。」

描くイメージは、大きな樹＝大きな屋根の下

家づくりをご検討の際に、情報が多過ぎて迷

これまでのエヌテックの家から、また一歩

泊したのは広大な敷地に点在するコテージ

などが出来るようになっていました。

ができるような癒

で、住まい手様ご家族が守られている様子、

われることはありませんか？趣味や好み、セ

進化したお住まいとなりました。

風の戸建てで、個別に露店風呂が付いた平

ちなみに、ベッド横の小さなテーブルは便

しの場所でありたいですね。

です。

ンスに正解はありませんが、実は「建築」に

屋の建物でした。

利ですよね。私もメガネをかけていますが、

「檪のおうち」には、ゆっくりと心と体を休め

は正解があります。「家＝建築 and 財産」と

る場所があり、楽しく作って美味しく食べる

して、先ずは知っておくべき情報について、

キッチンと家族で囲む大きなテーブル、機能

分かりやすくお伝えするのが “初めての家づ

的に暮らせる設え、温度変化が小さく体への

くり教室（略して「ハツイエセミナー」）” です。

ストレスが少ない空間、小さなエネルギーで

17 年後の 2030 年を見据え、国がすでにロー

暮らせる長く安心のコストパフォーマンス…、

ドマップを作成済であり、その流れに沿って

何よりも大切なのは住まい手様が「元気であ

皆様の家づくりも進められていることをご存

小上がりのタタミスペース

り続けること」。

Gallery 檪（kunugi）OPEN !

3 月 31 日〜 4 月 7 日までオープニングウィークとしています。お気軽にお立ち寄りください。

現在のエヌテック事務所の隣に、新しく

トストーブも設置しました。空間の真ん中

した。

打ち合わせルームとして、「檪（kunugi）」

には 10 人で囲める「でっかいダイニング

平日は自由にお使い頂けるスペースとして

がオープンします。

テーブル」もあります！

の活用も可能ですので、お気軽にご相談く

シンボルツリーとして、本物の檪の木を

そしてリラックス感と座り心地を重視した

ださいね！

配置した他、「国産 & エコ」をコンセプト

「オークビレッジ」の椅子、マルカ木工

として左官職人の技が光る 3 パターンで

で選んだ「柏木工株式会社」の匠の技が

外で疲れた体と心をしっかり休めることが出

[ イベントへのご参加方法 ]

仕上げた塗り壁、色ムラが味わいのエコ

光るゆったりしたソファ。全体を上質な

来る場所と、エネルギーをチャージする場所

事前のご予約が必要な場合、下記のいずれかにてお申し込みをお願い致します。

モザイクタイル、節なし幅広の吉野杉の

素材でシンプルに構成しつつ、黒板ボー

を意識して空間を作りたいと考えています。

・弊社ホームページのフォーム（URL http://www.ntecj.co.jp/）

床など、おススメの材料を使って仕上げ

ドや和紙製の畳や千鳥目地のシナ合板の

ています。また、暖房器具としてペレッ

壁など、kids スペースは楽しく仕上げま

「元気を作る空間」のシンボルとして、少々

・エヌテック代表メール（info@ntecj.co.jp）
・エヌテックへのお電話（082-509-5771）

担当：佛崎（ぶつざき）・松下まで

心地良く癒される寝室

『SE 構法構造見学会を
開催しました』
谷口 護
設計担当の谷口です。

ました。
1995 年の阪神大震災では約 6400 人の方が
亡くなり、その約 9 割が建物の倒壊等によ

今月のすてき、快適！
設計チーフ

松下 陽子

るものでした。建物が人を殺める事が無い

を預ける際背中部分がゆったりしてい

を開催しました。見学会

ると安心感が違います。また座面がゆっ

にご協力いただいたお施

たりしていてファブリックであること。

主様のＭ様、誠にありがとうございました。
また、広島より下松までお越しいただいた

My Topics

皆様もお疲れさまでした。
私は、午前中に現場での打合せも予定して

エヌテックメンバーからの家づくりトピックス

いたので、今回の見学会には終日出席しま
した。
私自身、久しぶりの構造見学会担当だった

『品質の良い材料』
土井長 元気

『センサー付き
LED 電球』

工務部の土井長です。

完成イメージ：冬至の室内 (12 月 22 日 12 時）

『ハツイエセミナーを
開催しました』
渡部 良佑

ので、SE 構法とはどういうものなのか、約

佛崎 浩平

のが多いようです。リラックスするに
して背もたれが大きいこと。座って体

れたお住まいを今後も提供してまいります。

市で SE 構法構造見学会

化のためか座面が 42 〜 43 センチのも
はやや低めの 40 センチが望ましい。そ

よう、エヌテックでは安全な構造に支えら

3 月 24 日（日）に下松

売られている椅子は日本人の体形の変

Ibis( アイビス ) チェア

スマートな人から大柄な人までお尻の

「オークビレッジ」

座りが良いと、長い時間座っても疲れ

新しくオープンする打ち合わせスペース

にくいし布は冬も冷たくないです。あ

「Gallery 檪」の計画に当たり絶対にご提

と荷物を背中に置いた際に落ちない（小

案したかったのが「でっかい！ダイニン

さなお子様も同様）、軽い、引きやすい

グテーブル」をイメージするもの、でした。

…これらをクリアしデザインも良し！

食べる場って元気が満ち溢れているよう

手作りの国産品が、オークビレッジの

な気がするんです。お祝い事、行事、気

「Ibis チェア」
。大阪ショールームで実際

９分で解説した DVD をスクリーンに映して

設計担当の渡部です。

軽な集まり、何か食べながらおしゃべり

に確かめたところ、大満足 ! 椅子は日々

参加頂いたお客様に見ていただきました。

3 月 17 日に、「初めて

に花を咲かせてテーブルを囲む場は身体

の暮らしに欠かせない

エヌテックの住宅に使

お客様サポートの佛崎

また、上棟直後より

の家づくり教室」略し

にエネルギーがチャージされるイメージ

最も大事な家具だと思

用している化粧枠材に

です。先日、熱損失の

現場には構造見学会

てハツイエセミナーを

を持っているんです。元気の源となるテー

います。ぜひ、「檪」

の案内を掲示。その

エヌテックの事務所で

ブルにはリラックスできる椅子が欠かせ

でエヌテックが選んだ

フリー改修工事を実施

おかげでしょうか、

開催しました。

ません。今回、椅子を選ぶにあたっての

椅子の座り心地を確か

したお客様のお宅へ、

ご近所の方も数組お

ポイントとしたのは…座面（椅子の座る

めて下さいね！

部分）がやや低めであること。イマドキ

http://www.oakv.co.jp/index.html

快適を突き詰める

ないという事です。

ついてのお話です。

防止改修工事兼バリア

窓枠や建具枠等、室内
の目に見える部分には杉の無垢材をよく使
用しています。その材料をいつも注文して

見学会当日

税金に関する軽減措置の申告案内にお伺い

越しいただき、SE

いるのが、西区大芝にある「有限会社 野崎

しました。

構法の内容であった

銘木店」です。エヌテックの事務所からも

完成時にお住まいを拝見することが出来な

りエヌテックはどう

大変近く、先日はリフォームをお考えのお

かったので、住まわれてからのお話もお聞

いう会社なのかなど

客様と一緒に床柱などの和室造作材の実物

きしながら、楽しい時間を過ごしました。

ご説明を致しました。

を見に行きました。店主の野崎さんは、木

ペレットストーブの効果や、燃料となるペ

構造見学会の時は、

に関する知識と情熱が人一倍強く、とても

レットの安いところを見つけたんだと言う

建物がブルーシート

頼りになる方です。

お話を始め、住まわれてから欲しくなった

や足場で囲われてい

各現場ごとに設計の谷口と打合せを行い、

ものを旦那様が造作したり、楽しく生活を

るため、どんなお住

私が描いた枠材の加工図をもとに、必要な

している様子が伝わってきて、とても嬉し

まいが完成するのか

迷われることはありませんか？

大きさの原木から材料選びが始まり、加工

かったです！

想像しにくいと思い、

内装、外装、家具等はそれぞれの趣味、セ

に入っていきます。無垢の木材は、新建材

お客様が入れてくれる、コーヒーもどこか

模型も用意しました。

ンスでこれと言って正解はありません。

と言われる表面にシートを貼っているもの

懐かしく、「今度はお昼を一緒にしましょう

いつもは設計事務所

とは違い、工場で大量生産をする事は出来

ね！」と、言って頂ける関係が気付けたこ

に製作を依頼しているのですが、今回は久

ておくべきこと、又は外してはいけないも

家の断熱はとても大事なことです。

ず、材料一つ一つに表情があり、一つの材

とに何よりも嬉しく感じ、これからのアフ

しぶりに模型作りに挑戦！

のもあります。その中のひとつが今回のテー

断熱とは「家の中と外の熱のやりとりを

料を選ぶのにも大変な労力が必要です。

ターサービスでもしっかりとしたお付き合

るのがまた楽しみになりました。

マ「パッシブデザインとエネルギー」。

出来るだけ少なくしてやること」です。

そうやって大切に扱わ

いが出来るよう努力したいと思いました！

建物内部も工事中のため、完成イメージが

東日本大震災後のエネルギー問題は、今後

断熱する目的の中心は主に冬です。

れ加工された材料は、

さて、そんな中みつけたのが LED 電球の内

想像しにくいのでスケッチアップの完成イ

の住宅政策にも大きな影響を与えています。

寒い冬に家の中にある熱を出来るだけ外

各部位一ヶ所ごとに丁

部にセンサー機能が内蔵された商品です。

メージ画像も大変役に立ちました。

国が策定した工程表を知り、確かな未来を

に逃さないようにしてやることです。

玄関ポーチと階段に使用されていました

冬場 ( 例えば 12 月 22 日 12 時 ) に日差しが

想定した上で、どういう家づくりを実践す

うまく断熱できると暖房機器や・調理・

い様に現場へ搬入され

が、僕自身初めてこ

どれくらい建物内部に入り込んでくれるの

べきかがお分かり頂けるセミナーです。ご

照明・人体から発生した熱が家の中に

ます。その後は、大工

の LED 電球を知り、

か、一目瞭然でわかるのがこのソフトの最

参加いただたお客様からも熱心なご質問を

留まっていきます。断熱性能を高めるほ

とても驚いてしまい

大の魅力ではないでしょうか？

頂きました。誠にありがとうございます。

ど少ない熱で室温は上昇します。

ました！

今回の構造見学会のため、私は土井長と一

これからもこのハツイエセミナーを通して、

この断熱なくしては家の中に熱を留める

の完成となります。

皆様の、省エネ生活

緒に前日の清掃から準備を行いましたが、

子や孫の代まで住み続けることが出来る快

方法はありません。

いつも品質の高い材料

の参考にしていただ

内部に構造の柱が全くない SE 構法のおか

適なお住まいの作り方をお伝えしていきま

言い方を変えれば断熱が不十分なのに少

と加工をありがとうご

ければと思います。

げで、事前の準備作業も大変スムーズに進

す。ハツイエセミナーは毎月開催致します

ないエネルギーで冬に暖かい家は有り得

みました。SE 構法の思わぬ恩恵に助けられ

ので皆様のご参加をお待ちしております。

寧に梱包され傷つけな

原木から切り出します

の作業に入り、こちら
も丁寧に施工され、枠

ざいます。

梱包された枠材

枠材の完成

電球にセンサーが付いています

解説 DVD を上映

エヌテック代表

野坂 和志

冬といえばもう一つ窓から取り込む太
陽の光（日射熱）を室内に留めること
も有効な手段です。この日射熱をうま

ハツイエセミナーの様子
見学会案内の掲示

1/100 模型

実物が完成す

く取り入れると暖房として利用するこ

家づくりの計画にあたり、情報が多すぎて

ですが家づくりを進めていく中で、絶対知っ

とも可能です。日中に日射熱が入り暖
かい家もありますが、それは日中だけ
で太陽が沈むと途端に寒さを感じる家

「断熱は重要…だけど」

がほとんどだと思います。それは断熱
性能が不足していることが原因です。
それでは断熱性能をとことん高めてや
れば良いのか？というとそういう訳で
もありません。
何事もバランス。
何故、断熱性能を高めることだけでは
良くないのか。次回に解説します。
「本当にすごいエコ住宅をつくる方法」より

