
店舗･事務所編

温風では味わえない

柔らかな畦かさが客に大受け
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建築家が診断す誰もがその快適さに納得するからこそ
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角々まで快適で

…空間レイアウトも自由
床暖房は､暖房の中では最も快適な方式'

といって間違いあ-ません.むろん一般の住宅にも非常によいのですが､特に店舗や事務所には理想的といえます｡そこで私共の会社では'レスーランや喫茶店､医院などの設計をする時は'床暖房を勧めています｡

店舗､事務所に床暖房が向-埋由は'5つ
考えられます｡

①室内に温度差が牛じないこ-ス--ブや温風暖房機などを刷いる対流式
暖房は'どうしても､上が熱-て下が寒い､暖房器具の近-は暖かいが､部屋の角は寒い

-　といっLJことが起こります｡従ってお客

さんなり従業員な-が置かれる環境は'位置によってかな-差ができ､｢暑過ぎる｣-いう人がいる一方'｢寒いから暖房を強-してほしい｣という声も出ます｡肪舗ならサービス面のマイナスにつながりますLt　事務所なら仕事の効率にも影響するでしょう｡
その古…床暖房を使う-'室内のどこに煉っ

ても快適です｡

②熟や温風が'体や顔にあたらないこ-対流式暖房では､機器の前にいると軌軍温
風が直接にあLJ-ます｡非常に不快で､場合によっては気分が悪-なっLJ-もしますが'床暖房ですと'そういうこ-はあ-得ません｡

③機器が室内に出ないこ-

室内の機器は'意外に邪魔なものです｡特

にi=舗･如務所で川いる機種は大型ですから'美観をそこなうばかりでな- '空間のレイアウ-も幾分か制限されてしまいます　(機器の前が熱い-か､温風が吹き出す-いっLJこ-も'むろんレイアウトを制限します)｡機器がなければ､テーブル'イス､観葉柄物など､い-らでも白山に配箭できるわけです｡

空気が乾燥しないので

.商品や調度品が傷まない
④運転音がないこと対流式の小でも'ヒ--ポンプ式の暖房は

結構音が山て'神経質な人は'それが耳について眠れないほどです｡スタジオのように音響面を重視する所では､余分な音を消すのが人きな課題なので､やはり床嘩坊が=融通でしょう｡スタジオ-までいかな-ても'なるべ-雑音を排したい事務所や'静かさを売-ちのにしたい倍でも､床嘆序の大所が生きてきます｡

⑤空気が乾燥しないこ-これも'大きなメ-ツー-いえます｡対流

式暖房には'空気の乾燥がつきものですが､これは人体ばか-でな- ､家具蛾にも悪い影響を与えます.そってきLJり'栴端な場八日は割れて-ることも珍し-ありませんo;‖川級家且ハ店などが'よ-冬の間､加湿器を買-のは'乾燥による商‖即の損害を避けるためです｡
レスーラン'喫茶店を始め-する柄舗では､

イメージアップのLJめに高級な調度‖…を箭-所も多いでしょう｡その場令､加湿器の設粥によって湿度をコン-ロールしてもよいのですが､それよりも=1g初から'ほかにメ-ツ-の多い床暖所を施工することを勧めます｡…店のグレードアップに…床暖房は大いに役立つ
よい設備の条件は'イニシャルコス-が安

いこし　ランニングコストが安いこし快適であること　-　の3つです｡しかし残念ながら'この3つを全部兼ね備えLJ暖所はありません.床暖.好は快適性においては一番で'中でも温水式のものはランニングコスーも安いのですが'止舟な-ころ'イニシャルコスーはス--ブや温風喝妨機に比べて割高です｡



ですから一般家庭の場人目は､｢床畷桝をお勧

めしたいが､子算の関係もあるでしょうから.よ-考えて-ださい｣というほかあ-ません｡しかしi=舗など営業施設の場人目は'少し講が違います｡お客さんが来るのですから､一般家庭のように　｢少々の不便は我慢しょう｣｢快適さよりも､‖取初に戟用がかからないことの方が大事｣とはいっておれません｡i;のグレードを高めLJいのであれば'やは-床唆序を採用しLJ方がよいのです(どうしても予算がなければ'仕方あ-ませんが--)0

.Bi院でも'床暖.桝を倣ってほしい-‖心います｡健康でない人が氷る､-いうことを考えれば'なるべ-快適になるよう心掛けるのが
‖耶重安課越ではないでしょうか｡

-ころで私北ハの会社は､ペンション･チェ

ーン　(ジャパンペンション)　の避常を行っており､軽井沢'日馬､伊豆日日回原'日光などのり､ゾ1-地に'多-のペンションをつ-つてきました｡ペンションの大半は避暑地にあ-ますから､暖虜設備が大切です｡しかし今のところは､床暖房の採刷には消称的なオーナ

-の多いのが実情ですC　これはへ　イニシャルコスーの問題に加え'立ち上が-に時問のかかるこ-がネックになっているのです｡チェック･インが何時になるかわからな-でも'ナ約の入った部桜は暖めておかなければならないLJめ'長所は十分わかっていても､もうひ-つ踏み切れないのでしょう｡
しかし店舗'事務所､扶院などであれば､

使用する時間帯は決まっています｡その時間(営業時間'診療時間)　に合わせてスイッチを入れれば'ロスは全-生じませんoですから私共も全面的にお勧めできますLt建主の側も喜んで採別して-ださるわけです｡
ペンションでも､ラウンジなどメーンにな

る空間だけ'-いった部分的採用を行う所はめ-ます｡客室以外の部屋に床暖房するというのは'怒-ない方法だと思います｡..電気式'温水式　-…どちらの方がよいか
床暖房はいろいろなものが開発されていま

すが'大別すると電気式床暖房(屯気カーぺ

ッー'床暖所パネル)-温水式床暖序の2椎粕にな-ます.前石は､″此接方式〟といって､床や床下に熱源を入れる方法'後者は″問接方式〟といって､熱源を別に設置し'熱媒体を通して熟を仏達する方法です｡

どちらがよいかは'いちがいにいえません｡

熱源に小仙気を仙うより､ランニングコストが安い'低温ヤケドしない-･･･等々､温水式の方が長所が多いのですが'設置の簡便さ(特に電気カーペッ-は､買ってきて床に試-LJけでよい)　やボイラーが必要ない点など､車仙気式には中也気式のよさがあ-ます｡それぞれの特色をよ-のみ込んで'よい-‖心われるんを遥んで-LJさい｡

LJだ‥般的にいう-'一部分LJけ温めるな

ら小叱気式の方がふさわしいでしょうO逆に広い空間を全体的に温めLJい場人目は､温水式が向いています｡店舗･巾務所の作柄､目的によって'拙い分けましょう｡

どちらの方式も幅射熱喉仏ですから､光に
挙けLJ5つのメリッ-には変わりありません｡

(アピタ･常務取締役)
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床畦房の家
"健康な住まいと暮らし′を実現する

床暖房派が急増中

北海道/大通調剤薬局

0待合室の床哩房は大変好評です

床･長尺塩ビシート

..,.I.雷贋...

-.■`-　h-

燃料を食わない省エネタイプにピックリ
日本人はle軟八と比べて'冷え症にな-や

すい体質で､どうしても足腰から弱-なるといわれます.そんな日本人だから床唆坊はうってつけなのです｡

人適凋刑基局でも'6 1年に娃物を新築する
とき､当初は温風唆坊でやろうかという講もありましたが､思い切って給…何を兼ねLJ床暖房を店舗部分(約20坪)に導入しまLLJo｢慣れLJらとって-気持ちがいいですね｡部峠のすみずみまで暖かですよoそれに燃料を食わないなあ｣
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人の健康に携わる薬局に
ピツタリの健康設備

｢｣ー　と'そのメ-ツーに驚きの様√｡

lt(.i l1.....
.1　ヨ獣

一■■.

｢､■.I-.I

し-

〒千や≡≡要
一1ー-二･l

. I.　　-I

工昔4J｣一

_-∴ ･｣も_ ･-1-I

輔射熱による昧喝犀の温も-は､ちょうど

大腸光線が窓から差し込んで'自然に宇内が境か-なるという椎屈と同じです｡

木材にも人間のからだにもよいというやわ

らかな尾花からの温もりは､と-に八の健康に携わる薬局という商売にも､人いにプラスになっているに違いあ-ません｡

お揚が流れるパイプの継ぎ目は溶接ではな
く-ングで物押的にしめつける｢カシメ式｣なので'水漏れの心配があ-ません｡

つまり､地震の揺れで切れるこ-がないの
です｡地震国といわれるほどの日本では､構造的にもこの床暖房が過したタイプといえるでしょう｡

○大通調剤薬局の外観

◎調剤室にも､もちろん床哩房が設置され

ています

床･長尺塩ビシート

0出入りの激しい玄関に近いレジカウンタ
ーも､床噴房ゆえに寒さ知らずで､本当に

快適だそうです

枝道/木造平屋建て
床面flf/66.,L'(20坪)

味暖蛎/ 1階店舗

給ILt場/なし

設計･施工/山崎建設(℡011札幌642
-1111)

味哩15施工/すすヤ商会(℡011札幌

762-9319)

竣工年月/61年2月

カメラ/永田史rlB



床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

福島/和泉屋

天井高4㍍の結婚式場は､
床暖房だから快適なのです｣

うまい料理を出すためには暖房は床暖房にかぎる抽出娯小高町の結婚式場｢和泉械｣は'八
代続いた割烹旅館です｡旅館に隣接して新らLJに結婚式場を建て'その際人ホールと廊卜'便所に床暖増を施しまLL,.｢豪華さを競い､ショー化している結婚式が氾混している中で'落ちついLJ巾分脚気で旨い料理を提供し'耕い∴人の門出をみんなで祝えるような結婚式場をという心意気で式場の改装に踏み切った｣-いう八代目石川社長はまた'こうもllTl=われています.｢私たちは床暖房の燃料費が他の暖房の倍か

かっても良いと‖心っていますoまた'私どもとしては､お客様に旨い料理を拙伏するのが仕事だ-考えています｡ですから私としては旨い料坤をー味わっていLJだけるのならお客様が多少は寒-でも=*-ても良い-思っています｡これは料理人-しての我ままでしょうか｡ただ'刺身はもとよ-'煮物､椀物､果物等など､料坤は何で-ひからぴたり'なまってしまってはだめです｡その点から考えでも高い室温で凪がス-ス-する様な.;仙風喧序は料押入の人敵です.その点'床唆坊は床血からの自然な暖▲好感ですので室内も乾燥せず料理の鮮度が落ちないでいるという事が大変すぼらしい′.｣

料稚人としての口負が次の時代へのさきが

けとして床暖房を選んだ坪山なのでしょう｡
日.=後に石川さんは

｢料坤は温風暖房などのない所で作-たての味を味わえばみな旨い′.｣

○床哩房の結婚式場大ホールo高い天井､吹き抜けなどではファンだけでは噴気を下ろしきれず､床喝

房が大きな威力を発揮します　床･カーペット

○石貼りの重厚な外観｡式場､廊下､便所の床畷房のほ
か､宿泊室の浴室､建物内の自宅の台所､浴室､洗面所

の給湯もJ台のボイラーで行われています

構造/鉄筋コンクリート遇2桁･uて

床暖JJj/式場大ホール､洗掛野･ frBl好､

郎F　給湖/8か所

.設jl- ･施亡/ナガ-マ一級姐第七･Jf頗所

床暇メガ施工　収集総男(℡･024033秋鮭3137)

竣~仁年月　ノ59年1011

カメラ　店部　功

◎床暖房の洗面所｡薄着の正装でパーティ
ーに出ていた人が急に寒い思いをしないよ

うに､ここにも設置されています

床･タイル

0床暖房の廊下o　天井裏にダクトスペース
がないことも､床哩房にした理由の一つだ

そうです　床･カーペット



床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

山梨/カトレア美容室

ませることなく､
くれます｣

大量の温水を使う美容室には最適のシステム
回目湖畔の商店街にあるカーレア美容宅で

は'4年前の店内改装の時から暖房に給…侮兼用の床暖房システムを利用しています｡｢床暖房の話は'以前からお客さんとの会話や雑誌記事などで知っていました.昔から
″頭寒足熱〟ってい-からこれはいいな､と思っていたんです｡そこで4年前の改装の時にいろいろ床暖房メーカーを詳し-調べたんですが､このシステムは温水も一緒に利川できると聞いて即座にこれに決めました.シャンプ-室では'毎日大川胞の温水を使いますから

ね｣

と･;I.ijの枇原さんはそのきっかけをこうL.=

してiれます｡

空気の汚れが気にならなくなりました
約20坪の広さのある店内はクッションフロ

アの休と'タイル粘りのシャンプーコーナー全面に輔射熱パネルが施'+されています｡給湯日は3か所｡他の暖房設備はいっさいありません｡

回目湖という'冬季は寒冷な土地柄や'シ
ャンプーで髪を濡らすという美容宅の什事柄から､床暖房だけでは不十分ではないですか

という併桐に対して梶原さんは'｢私も'初めはシャンプーコーナーが寒いかなという小安はあ-まLLJが'お客さんに聞いても寒い-いう人はひとりもいませんでLi,.反対にみんな暖かいと喜んで-れますoそれと使っていて空気が汚れないこと｡これはもう人肋か-です.一=美容室で立ち働いていると空気の汚れが気になって'換気朋をつけっぱなしにするものですが､今は昔はどじゃあ-ません｡空気がきれいで､しかも宅弧がやLJ･しと卜がりませんか･㌧　従業‖Hものぼせることな-快調に働いて-れますよ｣

と､床暖栃に決めて良かっLJ点を'うれし
そうに話して-れまLL,0
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0床暖房を設置した店内
床･クッションフロア

○床暖房のシャンプー室o　温水がたっぷ
り使えるのもこのシステムならてはです

床･タイル

◎商店街の角地にあるカトレア美容室の

外観

従来Ll/8人

床面illi/ 70.nつ

脚かJi/I:li舗　h';描// 3か所

脚かlJ施1'･ /I.I;..'l:フラント･アルコ

(℡().;･)川､.i lH.J.バ日日

竣I'_ZI JJ/561]:･1日

カメラ　人什l'J'illiflE;



｢足元と背中からふんわり感じ

る床暖房のタイゴ味を満喫｣

○床唖戻した美容室｢サロン･ド･ミキ｣

土間･クッションフロア

◎床哩房の台所

床･クッションフロア

○遠藤邸は鉄筋コ
ンクリート進の3

階建てで､ 1階が

美容室｢サロン.

ド･ミキ｣と一部

貸し室､ 2階が住

居部分､ 3階がマ

ンションです

家族構成/人知; ( l三人53),lk) +娘欠

如+描+娘

構造/鉄筋コンク])-ト]Zi3断姐で

昧面hli/261n了(79. 09坪)
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休暇lji/芙容宅, TJ:日和､ fi所､浴室

の洗い場　h'i'Ibを/6か併

蕊.汁･施l:/満栄姐,没

昧暇JJj施r./アイコー熱研l:濃

竣1二Ll三日/60LI'･1011

カメラ/人什静IIJ郎

ん)

床畦房の家
､l健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

東京/サロン･ド･ミキ

◎床哩戻した2階板張りの居臥温水式掘りごたつがあり､

座る部分にタタミを敷いています｡このタタミの下も､板

張りの部分も全部床唄房をしています

床･檎緑甲板

住宅地にillつ鉄筋コンク---造3附建て

の併用住宅でt I隅が美容第-.部貸し宅'2隅が住まい､3隅が貸しマンションになっています｡r..)も八は個人タクシーの遊転手さん｡美容室には春江夫人を小心に∴八のお嬢さんも手伝っている働き石の一家です｡｢以前店のお客さんに床暖房の利用者がいて勤められLJのがきっかけです｡美容室は立ってやる仕事なのに'これまで石油ス--ブでは顔ばか-普-なって足が冷たいのにへいこうしていまLL,.

常業開始は軌8時なので1時哩別にスイッ

チオン､お客が見える頃には'美容宅はちょうどほど良い峻かさになっています｡初めての客は床岐l好が入っていることに気がつかず'ストーブの位置はどこかなんて問-ものですから'床暖l好のこ-を説明する-'スリッパをぬいで靴卜でフロアの暖かさを実感しています｡2階は板間にタタ,,,を部分敷きにLL,榔-I.I)LJつで､娃化-背中からふんわり感じる床暖房のダイゴ味を満喫しています｣(奥さ
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床畦房の家
"健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派か急増中

静岡/富士アセチレン工業

冷え症の女性には最適な暖房

｢女性社員の床喝好に対する評判はすこ'･.iるいいですよ｣

3年前､会社の事務室に給湯を兼ねた床暖

.甲ンステムを導入しLJ富士アセチレン工業｡
導入に当LJつて様々な暖房を研究した'という社長の望月さんが語ります｡｢以前の喝好はエアコンでLLJが'足は冷LJいんですね｡建物が鉄筋ですからと-に床が冷えて困るんです｡ちょうど人間にとって理

想的な頭寒足熱の逆ですよ｣
このLJめからだにも悪い影響を与え'仕事

の能率も低Fしてしまいます｡

建物は3階建て｡3階は社長の住まい'2

階は会議室や食堂､-階が事務室です｡
-階で働-人は約20人で'男性は3人だけ｡

ほとんど女性です｡｢女性は冷え症の人が多いわけですね｡寒さにと-に弱いわけです｡子供ができな-なってしまっLJら困-ますよ｡そこで床喝序に切-換えたんです｣

現在は'床暖房とエアコンの両方の設備が

あるものの､エアコンはほとんど使うことはないとのこと｡

女性社員LJちは電話を受け､あるいはメモ

するなど'いつものように活発に事務をとっていまLLJ｡｢うちでは幅射熱パネルを流れるお湯の温度を50度にセットして使っていますが'これでだいたい部屋の温度は20度から㍑度-らいを保っていますね｣

望月社長は｢私の感想としても､床境界は
すこぶるいいですね｣と太鼓判をおしていまLL,0
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女性社員の評判も上々で､
仕事の能率も急上昇

○床喝房の事務室内｡仕事の能率もアップしたそ
うです

床･長尺塩ビシート

○外観｡ l階の事務室に床哩房が導入されています

◎床哩房の事務室｡エアコンはお休み
構造/鉄筋コンク))-ト造3階建で

1　階/165m' (50坪)

促暖好/ 1階事凍寒

設計/鈴木工務所(℡0545富上51-0873)

施工/井出組(℡0545'.･古土5215100)

床曙序施工/I.･富士アセチレン工業

(℡0545'富i･61 I 3195)

カメラ//鴇崎　徹

rlH■--･T.日日lr･･--

l

LT　.　1　｣



床畦房の家
Il健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

山梨/○税務会計事務所

○外観｡オフィスの暖房は仕事の能率に

影響を与えます

カメラ//人什静17J'j!(;

昧曙JJj施｢./1･;..'L_･プラント･アルコ

(℡():i射止ilH.'捕り日

冷え症からサヨナラしたOL
の事務能率もクンとアップ
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◎床喝房を設置した広々としたゆとりのあるオフィスだけに､ムラのない噴かさが快適さをもたらします

◎床哩房で資料コーナ
ーも同質の喝かさです

｢事務什事に理想的な喝甲ンステムは'頭寒足熱です｣というのは0税務会計事務所の0所長です｡
長いあいだ､オフィスをこのような槻想的

な状態にする喝坊設備はありませんでしたが'昧喝脚が花札場してはじめて吋能にしまLLJO

トップライ-が美し込む約20坪の明るいオ

フィスでは､所長さんはじめ6人の女｢事務‖ハが活発に働いています｡

女性にとって=4..gを暖かく保つことは人切

なことです｡どんな暖'坊を倣っているところで･Jかならず女性の何人かは'ひざ掛けなどで〟‖衛〟する滋が見られます｡ところが'｢うちの欠.十職‖Eたちは､冷え症にならない-#んでいますよ｣と0所長｡

広いオフィスの床卜に設吊されLJ･.if畷Wが､
ムラな-=%化からやわらか-暖めているか･).です｡｢お蔭で.Ii務能率もグン-向卜して人助かりなんです｣



床畦房の家
"健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

山梨/ホテル鐘山苑
建築･大成建設
設計･天野一級建築事務所
東京都新宿区大久保2　7　1サマリヤピル3F

ス.

床暖房でベストコンディションのブライダル空間を提供
･)I:卜山を窓から臼のあた-にできるとはい､いわゆる観光ルー-からややはずれたところに､これだけ豪華なホテルがあろうとは驚かされます｡その規模もさることながら'完備された諸施設の充災ぶ-もHを見張らされるほどです｡それをさらに際七LJせているのが'･.i要スペースに施されLJ床暖房でしょう0

日…の良いデザィンのシャンデ-アのもと
あでやかな化校様のじゅうLJんが敷き込まれたロビーやフロン-也-､ラウンジ｢せせらぎ｣は､日.Gも八の往き交うスペースですが'エアコンにあ-がちなムッとするような暖風にさらされることもなく､落ち着いLJ気‖州の

あるホテルの雰囲‥爪を感じさせています｡

結婚式場-しての施設も良-堆えられてい
ますが'岬っLJりした廊卜や控え室､それに挙式場にも床唆坊が施され'スイッチコン-ロールによ-'利川されるごとにベス-コンディションのブライダル火.]問を擢伏することができます｡

石貼りの洗い場に床暖房を設置した大浴場
ホテルでの人きな楽しみは入浴ですが､人

浴場はそれぞれ朋卜用の大滝風呂､女十用の庭園風呂の洗い場にも床喝坊されてお-､あのヒヤ-としLJlGやタイルの冷LJさを感じることもなく　体の芯から暖まれるスペースになっています.本部部長･細父=憲司さんの話

によれば､｢この辺-は寒冷地のLJめ冬場の寒さは非常に厳しいものがあり'｣部宴会場にし､八年前から床唆序を導入しました｡熱-いう-のは､卜から卜にのぼる性質があ-ますから'空調として人件から拙風を吹き出しても'なかなか娃九が暖まらずに､顔のあLJりに温風がまとわりつ-わずらわしさはよ-経験されるこ-でしょう.その点､妹喝坊にしてしまえば､音が州ない'風が米ないということで､非常に静かな環境のも-で会議や宴会ができます｡また'無駄になりやすい集中暖房に対して､個別の対応は省エネに最大のメリッーを生み出します｡それとこれはパック部門の問題にな-ますが､容設-ノ以卜の蒸気ボイラーですと'定期的検糞が必要で､;此雑時だと大変に厄介ですが､その点も楽ですね｣
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床暖房の快適さを誰でも
体験できる総合ホテル

J> - ~'p     ,

0床暖房のロビー　床･じゅうたん

◎床暖房のホールoホールにはせせらぎが流れています　床･じゅうたん

◎床暖房を設けた控え
室　床･じゅうたん

0どの部屋からも宮士の雄姿が望めます



◎ホテル鐘山苑の主屋棟
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0床暖房の結婚式場.新郎新婦の熱い思いと床喝房の喝かさで､神様もホットな雰囲気?　床･じゅうたん

◎床哩房の客室　床･タタミ
○石粘りの洗い場に床暖房を設置した大浴場



床暖房の家
"健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

山梨/ホリデイイン･イエスタデイ

客室の床暖房は個々にスイッチでコントロール
回目湖畔にしけつ　｢イエスタディ｣はt H壁

にオレンジのスペィン止咋さのレストラン･ペンションで､ドーマーウィンドーが湖面に映えてロマンチックなムードをかもし出しています｡

ペンションの玄関ホールは､明かり採-窓
まで入れると:左門3肝分もある吹き抜けになっていますが､:jf唆IiSのために卜に噴気がたまるというこ-がありません｡客室は偶々に

スイッチでコントロールできるので､r約客が到前する畔川を見計らってスイッチオンすれば､八八持ち良-部帖を依ってもらえるというわけです｡

余熱が意外に長く持つので大助かり

｢お客相手の化やですか･㌧嘆じは､地検のない方式である-いうことと'お客様により快適感をというこ-でi<唆..iSを採川しました.
i-地は･准,冷地なので､はじめ他力なFF式のファンヒーターをと与えていたのですがt Ej

門の技術界にそのメ-ツーを捌いて切-作えLJのです｡ペンションは-%帖が小さいので'変な･;]いがこもったりするものですが'妹唆
.Wはそれがありません.タク,･,は暖まるのに

少し時川がかか-ますが､いったん暖まると冷めに-いので'スイッチワークをまめにやり'少しでも効率よ-i<畷Wを倣うよう心がけています｡乍般的に余熱が丘外に長-持つので助か-ますね｡滋の‖七では'･:3る伽にスイッチを切りますが､タタ-のふ-み熱が効いていて､冬でも敷きぶとん､掛けぶとんとも.枚ずつで卜分です｣-a=山さん｡
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｢お客さんか快適なように暖房

は床暖房を採用しました｣

○レストラン内部は吹き抜けなので床哩房は抜群の効果を発揮します　床･クッションフロア

0床哩房を設置したペンシ
ョンの客室　床･カーペット　　堀内さんご夫妻

○当然､床暖房を設置し
たペンションの玄関ホー

ル　床･カーペット

妹暇IJi/レストラン及

び乍'軒七｡ (日'七') ).I:-

(."J､ i-1'jt:I /▲供'+t'2 'ii.A

k';描/レストラン0)rvll

JJl. -ンション0)桁'鞍

やrltu)桁'+:ほか

Ji;A岐lJ)L施Ⅰ二/.:･.i_･フラ

ント･アルコ(℡03火

Ij･:348 38111)

才女1二1l･JJ　59年4JJ

カメラ/人rr静小郡



床嘩房の家
"健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

山梨/ウイークエンド･シャッフル

朝'目覚める-窓から富十が目の前に見え
る　- ､日本人なら灘でも憧れることですが'河〓潮にあるこの｢ウイークエンド･シャッフル｣は､まさにそれを実現させて-れるペンションです｡

明るいヨーロピアンスタイルの外観に'内

部のロマンチックなインテ-アが'器い女性を中心に人いに人気を博しています.5 9年4月にオープン以来'回転率が48%という効率の良さは､オーナーの占擢さん天女の心の行き届いLJサービスもさるこ-ながら'公館床喝坊を施した快適性が人災の秘密といえそう

です｡

メンテナンスフリーかありがたい
｢ここは､‖4=ですから､ゆっ---過ごし

て命の洗淵をしてもらえる場所にしようと気を配っています｡妹喝Wにしたのは'そんな快適な空間をつ-るLJめにも=疋非必要でした｡まず滋食性に優れていること0　そしてスイッチひとつでコン-ロールできる手軽さがいいですね｡寒冷地ですから他の方式ですと､冬

李はガス抜きやエア抜きなど面倒ですが'これはその必要がありません｡ランニングコストの小利さからいっても､長い日で見ればハード面の負‡1 1は卜分に回収できます｡

以前は娃築側係の什事をしていたのでt i<
唆Wの良さは知っていまLL,が'こんなに便利で快適なもの-は'倣ってみてはじめて災感できました.お客さんにも人変好評です･中にはシI r.hJン毎にいらっしゃる人もお-,l､...回という家族もざらにいますので､そ ぅいうんを招待してク-スマスパーティーをやるつもりです｣　(I.I)･七人)

全館床暖房を施した快適性が
人気の秘密のペンション

○もちろん床には床暖房が敷設されている談話コーナー　床･フローリンク

○床哩房を設置した2階の踊り場にある読書コーナー　床･フローリンク

◎床暖房を設置した快適なダイニング&ラウンジ　床･フローリング

○ヨーロピアンスタイルの外観｡河口湖畔の澄んだ空にくっきりと浮かんで見えま

○床暖房の客室｡全部で10室ありますo　うち2部屋は浴室付きです

古屋こ夫妻と長男

家族構成(ハウスマスター) /欠如( i--_人32

1X) +†供2人(L)15胤　女2歳)

床暇JJj/乍'#'ii:10雀と.洗.lFコーナー､脱衣雀

卓た搬/2かlTJtの桁'j':とバス付きの　二つの郎帖

と待洗面Fift

没.汁/アピタ･インコーポレーション

休暇JJ]施Ⅰ二/I.･:I.'L･フラント･アルコ

施I:/59年4 ll

カメラ/大Tr静IIi郎
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2年間のデータが実証する
燃費の安さ
応接室は床の一部をはずして福射熱パネルを直接見れるよ

うな仕組みになっています

床･コンクリート下地Pタイル

浴室と洗面所｡豊富にお湯が溢れる様子が見
られます

ショ-ルームo床噴房の心地良さを体験しながら各種住設機器を見てまわれます

床･コンクリート打ち放し

岡山県津山心にあるタカラ]:.f業のショール

ームでは､　叫叫より給湯兼日の脱水式システムのit唆Wを乍面的にL･:化収しています｡

行和の住七設備機州船が壮んLJ噂小･:irはもち

ろんのこと'昧畷Wの良さをお客さまにL=;描体験して-･トラ目的でつ-･-JれLJ浴ハム,Lや和･下もあり､このショールームへ‖向けば'.般住七と川じ感北で峻かみを味わうことができますoまた､暖かみだけでなく'このシステムをもつと詳し-知りたい人は､此接ボイラー室を兄たり､山花小.tJi:の床の.榔LJけはずして､輔射熱パネルの設拭けハ八日をのぞくこともできるので'このショールームだけで昧噴けのすべてが約日できる什掛けです｡

ところで'このタカラ正業の内川光教引長

は､it畷Wの効率的な仙いん-して｢こまごまと切･-J寸に､低=仙にしてでもいいか･L-つけっ放しにしてお-こ-｣を拙案されています｡これはお場の拙也を冷た-してしまわずに､すっ-スイッチを入れてお-(適度に暖めてお-)んが燃料も仙…軌にせず'.;申伸也でいられるというこ-です｡すでにふた冬を越しLJHショールームでは'その･ +:<付けとしてかなりlii=確なデータを作成したそうです｡
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床嘩房の家
､､健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派か急増中

岡山/タカラ産業ショールーム

総2階建て､広さを誇るタカラ産業ショールーム

的]追　放H･)'追2断.liiEで

収lrHfl'L　432.20m (130.97J･l･)

Jj､暇IJl 'J哨1,Ji､ショールーム､ I.Ll才)1'J;.I .,"

抑かし'JL　汀テ'J:I∴光LrlI),Ji､ fll'J;:

轟.'日.一銭　4かJ･)(

没..1イr.Jl;..姓架設..HJ,掛叫(℡0868約日22

3733)

帖l.八兆･lii:.,lL (℡0868.;Ir山42　2285)

Jl､IulJJ)施し　タカラJJ'I'.菜(℡0868iJrLJ126　0155)

竣l111日　59ZI2H　　　カメラ　中仙順良

-｢J･才

一-　ト｢r

f軍｢
=

Lr1--m TT.

∴+--

ー1:･コ　　し. -　. 罰

~｣.　｣~　　T

r｣111

｢　　　　　　　　　　　　⊥_L一　　二.･ ■　-T-



床暖房の家
Il健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

兵庫/ヘヤーサロンサイトウ

暖房と給湯か一緒にできるシステムは理容室には最適
坪容師の占:藤さんは独立を機に､ここに店

舗併糊の住宅を新築しまLLJ｡昨年2月に完成しLJ新居には店舗(裡容室)と住は部分の食偉､台所､浴室に給湯兼川の温水床暖房を施しています｡

斉藤さんがこの床暖l甲ンステムを知っLJの

は数年前のこと.以別勤めていた稚容宅のお客様に床暖房を拭う工務店の朴良さんがいて､床暖房がどんなに良いか'いろいろ-教えられたのです｡その時には何気な-その話を聞

いていLJ乃藤さんですが､‖分の家とi=を新築するにあLJつて改めて床暖.坊のこ-を‖心いHL､モデルハウスを娃:.1しまLLJ｡｢旭光からホカホカと暖まるのは初めての経験で､すご-感激しまLLJ｡それと嘩塀と給湯が一緒にできるのはうちのような什事にはなによりですからすぐにこれに決めました｣と角藤さんは採川のきっかけを話して-れました｡

開店後成績もL々のお店″ヘヤ-サロンサ

イトウ〟は床全面に輯射凱…パネルが設備されています｡給湯個所は6か所｡お客さんにもその良さがわかるらしく　パーマをかけたりして長時間いるお客さんは｢あれ′.喝好機が

夏季のクーラーによる冷え
込みを床暖房で解消

○床哩房を設置し

た理容室の店内｡

活瀦第-の理容室

には理想的な暖房

です

床･長尺塩ビシート

○床喝房の台所と食堂o　店が終わってこ
の部屋に戻るといつもあたたか｡冬の室

温は平均20度Cで暑いぐらいだそうです

床･長尺塩ビシート

◎床哩房の浴室｡冬のひんやりとした感
触が嫌いなタイルが今ではとても暖かく
てこ主人も満足気です　床･磁器タイル

ないのに暖かいけど'どうして-｣-びっ-りした助で1Jすねるとか.また'このお店では.･姐にも昧畷Wを使うと捌いてびっ-り｡

これはクーラーを効かせLJ店内にh帆ち詰め
で'今まで冷えに悩まされていたご･I<のための対策で､床畷帖を少し効かせると娃化にたまった冷‥爪が暖まってちょうどよ-なるのだそうです｡

幼児の健康と安登を考えたらやはり床暖房

｢=tljから暖まるのが日.=:=If回ですね｡靴をはいていでも､素足で･J体の芯まで暖まるんです｡それに空‥八が汚れたり乾燥しないことOうちにはこれから少きまわって日が離せない.｢どもがいますか･㌧特に健康面与.Vt(仝度が気になるところでしょう｡･ tit喉.けな･lT心配が.つもありませんからね｡それと今.つうれしいのは燃料餌があまりかからないこ-です｡石油ストーブを仕っている他の情と比較する-､同じ熱源なのにずっと経済的なんです.=.=初は-==5日がかかったけどこの情-川様'長い日で兄で-クをしていきたい-‖心います｣と舛雌さんは'今現在の感想を捕って-れまLLJO
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奥さんとお嬢さん､斉藤さん

l木岐IJl I.i,･FllL　食一群'∴　fHlrr.

iZi 'j-.'

毒li朔　日三七･ 3か1,JT､鵬別卜

6かJ')i

.乳汁･施r.ヤング例碓

収暇JJj施)I.小林fi=..設

竣r_年目　591l-･2日

カメラ//人.I.5勝'tE

0 1階に理容室を持つ斉藤邸の外観

家族構成/人kql.I( l=.^33歳)+

J'Tlt.1人(女1歳)

地域指',ii　節2仲代1.I:-lJiJu地域

旭ペい率　60㌔

容fI'i車　20000

構造　木)追2耶旭て

炊地Jlrifl'i 116.00m7(35.15坪)

恥rTiil-i　90.25mで(27.35坪)

1肺　52.99mコ(16.06坪)

2　押i　37.26m℡(ll.29坪)



｢一日中､立ちっぱなしの美容師に

とってのぼせないのかなにより｣

■■■●

/〆/I/

-i :..

●　二∵

床暖房された店内｡暖まり過きがな
いのて長時間の仕事がとっても楽

と奥さんはおっしゃいます

床･フローリンク

家族構成　)こhI: ( i=.^53T,I,'k) + I

llI.･ 1人

捕)造　本造2折地で･

JjC'暇lJ). I.),･hlL 1.1:J'"')､食菅､ fTJrJi

拾I抜　6か所

.tlL,iJ ･施1二　作々木l二卿,i, (℡os

2Jl:(..I)665　3500)

1人Elj;lJj施l二　披Il.設lh'l'J (℡086794

所lfq　2274)

竣】二1111 581112日

カ　Lラ　仏J=川i.･'.L

235

:// /i

･p-▲Tg膚雷

床暖房を設置した落ち右いたインテリアの居PE'qL,仕事が終わると家族揃

っての団らんの場になります

床･カーヘット

床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし′′を実現する

床暖房派が急増中

広島.′ノビューティサロンえみ

モーター騒音のイライラか解消できました
広托山内の往七地で美容･lt1'=｢.ビューティサ

ロンえみ｣を経常する‥=回橋さんの･;T帥作目の住まいです｡

奥さんがだいぶ以前から,)の給湯兼川のシ

ステムの妹畷Wを知っていたため'3隼前の新築時に迷わず利川しました｡｢}-畔は化収仙餌がかかり過ぎないかと心配し
iiJんですoで･JH心い切って選んでよかった｣

-いう奥さんに､丈容･:ltJ=に-つてのi<喉.Ei〝..の

メ-ツトをたずねてみましたっ｢お客さんはもちろんlf:んで-れますけど'小よりも.日中t hHちつはなしの札たちの作が架なんです｡のぼせませんか･㌧　それにうるさいモーターをのしないこと'空‥机をかきまぜないせいか､美容※持〃の匂いがないということも好紳なんですよ｡実際に倣い川してからびっ-りしたのは､ボイラーのスイッチを切ってJ長畔刷熱いお…物が‖るこ-ですoそのまま冷ますのももったいないくらいo家では洗い物やお風Hにせっせと倣っていますけれどネ.そこまで考えると､これはとつても経済的だ-‖心いますよ｣

街並みに溶け込んだ､アットホームなつ

くりの　小ヒューティサロンえみ′′

居間側から床暖房の食堂､台所を見る｢塁間はあ

わたたしく昼食をとることが多いのですか､部屋

が暖まっているとホッとします｣(奥さん)

床･カーヘット



床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

エテツン

高知/喫茶ETETSUN

｢家庭では得られない最高の環境の雰

囲気を床暖房が演出してくれます｣

床暖房のおかげで商売繁昌しています国道56日.J線沿いの傾斜地'緑の山を北日にし
て'喫茶店｢エチッン｣が･.帆っています｡エテツンとはちょっと奇妙な銘前ですが'卜什

1.‖回加の万.二日で〟知らんぶり〟という意味だそ
うです｡

ドライブインのように､巾でちょっ-潜る

人ももちろん多いわけですが､近所の人の社交場にもなっています｡その場人目は〟エチッン〟-いうわけにはいかないでしょう｡

卜地は傾斜地でt I隅がお店で'地階部分

が住居スペース-なっています｡舛地さんは女手一つでこの情を切-盛りしています｡｢わざわざお金を持って憩を得るために氷る

方々には､家庭では;;･㌧れない=聖回の環境､
仲介囲‥八を拙供しなければいけない｣(宮地さん)

というこ-て　ィンテ-アはもとより､粥かA
E｣仰.つにも(;味してしっらえてあ-ます｡

l番の問越は畷Wをどうするかでした｡

｢おi=が吹き抜けで'しかも傾斜地なので､風
通しは抜群によいのです｡旭案の畔から寒いど-とおどかされていLJのですが'川じ喫茶店を経常している友人から'休喝Wにしなさいといわれて-- 'おかげでそれも取-越し

ii:=労になりました｣　(宮地さん)

おi=も人変な繁日のようですが'昧唆.iE-
その.助になったようです｡

なお'給湯兼川のポィラーは7生肌から家
庭で仙目しており'その良さは卜分解加されていたそうですが'昧畷坊は人経験で'やってみるまでは多少.坐.it<L,つたそうです｡
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○経営者の宮地さん(左)

◎喫茶ETETSUN (エテツン)｡国道56号線

沿いに､緑の山をバックに浮き出ているよ

うな"ハイカラ〟　なお店です

○床暖房のお店の内部｡インテリア､調度品もワッ
ティーで哩かみがあり､天井も吹き抜けで開放感が

あってやすらぎのあるいい雰囲気です

床･フローリング

純一造　木造2折建て

IjWl)'も●i 115.5rn (35L'l')

1 1祈　66.0m(20Jl'･)

地　断　49.5m,(15).I;A)

昧暇IJ)- lH寸IJ1､喫炎1.1'2か所､カウンター

暴行II揚　4か所

段.汁　細川Hl丈( (℡0888高知23　3456)

施l二　フグガミ(℡08894壬f!lh.才2 -3456)

J脚か))'施l二　i栄商会(℡08802'.作.1日2-3434)

竣]二1T-'･JI　60年10日

カメラ　削巻'LT.



r店内の空気もすがすがしく､煙草や食物

の残臭が気にならないのも床暖房の効用｣

床暖房の家
､､健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派か急増中

エン/エル

高知/髭嫉留

◎床哩房の店舗スペース｡クラシックでいい感じの

雰囲気を出しています

床･フローリング

○床暖房の厨房｡カウンター形式で､顔馴じみの方
はここにかけます

床･タイル

0経営者･堀淵さんの義

J　姉の真理さん

構造/木)32聯地で

味而桃//72.6mフ(22坪)

lk=喉JJ] Tv･lJJ3-､ lj,:r勺2かIirr

給il場/ 4か怖

.没.汁/総(->lltL叫設.汁

(℡0888l'::;知23- 5313)

bG T二.[.A-i･frlil)i

(℡■08802n川1 2　8303)

1R:ElrJJJ施Jl.　三栄商会

(℡08802'.作_JJl 2 -3434)

竣l-.11日　581151L

カメラ　糾巻　rllt

堀淵さんはこの喫炎:i;｢艶嫉留｣のほかに

もう　店舗'同じようなi=を聞いておられる'なかなかの女･1人業家ですo店舗経営の戦略､ノウハウにも詳しく.家言持っています｡
｢以前からお･i=の喉仏は昧唆Wにしています｡

というのは､まずスペースの点からいっても,氾凪噴け機や､石油ストーブを!{くとボックス.佃ぐらい無駄になります｡こういう南光は･),{席をできるLJけ増やしたいですからね｡また､甘乍の血でも問越あ-ですね｡

大井に喉仏機を埋め込んだお店も兄･::L1しま

したが､地ばかり熱-なって､娃化は冷え込んで-るo煙早の煙がhlfち込んで-るので換読.朋は回しっはなし　-　あれでは何のLJめに喝併してるかわからないようなお店もあ-ますね｡ですか･㌧　私は友人が相談にくると'必ず'この昧畷帖をすすめています｣(i=淵さA)

床唆Wだと店内の空景J桁段にすがすがし

いLt　煙tLの煙や'食べものの残史なども仝-ハ刈にならない-いうこ-です｡そして'そんな快適な環境で.化‥刈に南光ができるのがうれしいともいわれます｡


