
仕上げ編

板張りの床にも

本当に設置できるんですね
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建　材　の　オ　ー　ソ　リ　テ　ィ　ー　が　診　断　す　る床の仕上げを選ばない
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板張り床にも適応できる床暖房システムの開発
木質フロア仕上げに床暖房を′.最近とみ

に増えLJこの建主からの要望は､木の性質から発生する問題によって､なかなか解決されませんでした｡単純にその解決策を考えれば'すべての木質フロアが施工可能な床暖房システムを開発するか､それとも床暖房用として限定された木質フロアを使用するかです｡今までは後者の方法で何-か施工していLJのが現状ですが､そこにも数々の制約があり'完全なものではありませんでした｡つまへ個個人の噌向にそって木の床の色調な-形状'デザインを選択できなかったのです｡

特に木質フロアのうち､質感､使用感とも

最高とされるムク材のフロー-ングは'床暖房の仕上材として不適当-されていまLLJ｡そのため､居間'子供室等は望まな-ともカーぺッ-や'長尺塩ビシ1-で仕上げせざるを得なかっLJのです｡しかし'今､本格的な暖房システムの確立によ-､木質フロアを安心して床仕上材として使用できるようになっ

LJことは'快適な家づ-りを願う多-の逮主のニーズを満LJすことになったのです｡

なぜ今､木の床にこだわるか
それでは何故'木が床暖房の仕上材として

注目されているのでしょ-か｡その前にインチ-ア床材として床暖房-切り離して木質フロアを検討してみることにしましょう｡

日本の住宅の床材は'部屋の使用目的によ

って分けられますが'木質フロアと同用途としては長尺塩ビシ1-とカーぺッ-があげられます.一戸建て住宅でもマンションでも､廊下､居間､台所'子供室'寝室等はほ-んどがこの仕上材を採用しています｡
ここで思い出してほしい事例があ-ます｡

まだ記憶に新しいことですが'住宅のダニの発外し　ゼンソクの瞭因に､カーペッ-が介在する-いうマスコミの報道です｡テレビでも紹介されLJこのことは'その後'直接の原因はカーペットではなかっLJと判明しまLLJが､それでも健康管理の上で'床材市場へ大きな影響を与えたのは事実です｡家電メーカー各

社が掃除機の性能面でダニまで吸い取るこ-をさかんにアピールLLJことでも証明されます｡まずここで木の床が見直されたことがl点｡

まLJ日本人は元来､木に対して関わ-の深

い民族です｡奈良の東大寺や正倉院の木造建築が示すように'世界でも類を見ない技術と歴史があり､普学んだ小学校の廊下や教室の床は木でLLJ｡日向ぼっこをLLJ縁側も'木の床でLLJLt　木に対する郷愁はだれもが持っているはずです｡体育館の床も木質フロー-ングでLLJ｡それは木の弾力が人間の身体に一番合っているからこそであり'古-から能舞台の床は棺のムクが最高'とされているこ-でも理解できます｡すなわち､ホコ-やゴミの発生によるダニやゼンソクの問題がな
し　掃除が簡単で衛生的であること｡使用するうえにおいて'木材の持つ蓄熱'保温の効果によって体が冷えず'歩行感も良- '疲れない｡その上､木の色調-木目の美しさは精神的にやすらぎを与えて-れる自然の味があるなど'木の床はだれもが使ってみたいと恩わせるものなのです｡

木質フロアはムク材に加え'技術の進歩に

よ-人工的に加工されLJ製品も開発されており'まLJ合成樹脂塗料の発達によって表面の塗装も使い勝手に応じて仕上げされています｡
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狂いの少ない仕上材選びのポイント
では本題にもどって'床暖房の仕上材-し

ての木質フロアを考えてみましょ-｡木の床のすぼらしさは前に述べたとお-ですが､木にも欠点はあ-ます｡

木は伐採されて建築用材や家具'そして床
材として使われますが'伐採された後も生きているのです｡そのこ-が良い点でもあれば'逆に収縮'膨張という面では欠点であり､床暖房に使用しかねる要因でもあ-ます｡木は室内の湿度の高低に応じて吸･排湿作用を行

いますが'それが一方では'木のあばれの原因ともな-ます｡これを防ぐ技術は､木を人工乾燥させることなどの面で進歩していますし､フロア材としては例えばスウェーデン製のカールズフローリングのように'三層構造で上を広葉樹､その下を針葉樹とLt互いに木目をクロスさせて貼り合わせ'木の狂いを少な-LLJり'まLJデンマーク製のユンカースフロアは二枚のムク材を'木目を逆にして結合LL,構造を採用し'信頼を得ています｡ユンカースフロアは徹底しLJ品質管理によって'含水率を7･5%とした乾燥材としてもよく知られています｡

このように木質フロアの場合'特にフロー

リングボードといわれる長尺物の床材は､価格の峯足化'間違いのない材料が常に供給される体制､そして製造技術に優れたメーカーの製品を選ぶことが大切なボインーとなります.優れた木質フロアと優れLJ床暖房システムが組み合わされてこそ'理想の暖房がつ-り出されるこ-が何よ-も基本であ-､それには材質'品質'機能をしっか-と選択しなければなりません｡

木の持つ保温性こそ床暖房に最適
次に熱伝導の点から比較すれば'木質フロ

アはどうでしょうか｡熱源が温水にしろ電気にしろ､熟を伝える媒体となる仕上材の熱伝導性能は大きな要素です｡素材別の熱伝導率は'コンクリ1-(ー･3)'タイル　(‖)､長尺塩ビシー-(o)､タタ,,,(S)で､それに比べ板類(M～…)ですoこの結果'木は最も熟伝導率の低い素材であり'言い換えれば暖まりにくく､冷めに-いことにな-ます｡その結果､暖房を木の床で仕上げLLJ場合､温度の立ち上がりは多少時間がかかりますが､保温性がこの欠点を十分に補い､他の仕上材よ-経費'暖房性能でも何ら不利益を与えることはないということができます｡

床暖房の仕上材は､寒い時期すなわち稼動
中のこともさるこ-ながら､使用していない季節の使い勝手も選択の要素-して考慮する必要があります｡特に夏場の暑い期間において木の床はベタツキ感がなく見LJ目の暖かさとは逆に適度な冷たさを持ち'寝ころんでも不快感を与えません｡この点でも'木質フロアは優れた床材-いえます｡

本物の良さが味わえる板張りこそこれからの時代にふさわしい床材
それでは実際に､木質フロアの床暖房を便

周している人の体験をまとめてみると'歯科医院では'長時間立っLJままで仕事するLJめ､コンク-I-ではな-疲れない木の床にLLJ例｡｢木の温-りを生かした家｣　にLLJいという希望で､冬場でもほんとうに暖かい木質フロアの家を実現しLJ例oそして､十供LJちを広々-LLJ板の間で冬場でも素足のままで思い切-遊ばしている例｡一軒の家で木-じゆうLJん-長尺塩ビシ1-を同時に使用していますが'1番快適な床は木と答えられた例｡唯-L心配だった温度の立ち上がりの遅れを'タイムスイッチで解決し､快適な生活をエンジョイされている例など､木質フロアの床暖房は建主のニーズを完壁なまでに満足させているのが現状です｡

木質フロアを問題な-仕上材-して使用で
きる床暖房システムの登場は'以前に増して住宅の床材-して木の床をクロー..Kアップさせることは確かです｡住宅そのものに住む人の個性が表現される時代でもあ-'インチ-アとして木質フロアは使用するに値する素材です｡

木質フロアには防振性(遮音)という問題

も現実-して存在しますが'それは業界全体として解決へと取り組み中であり､近日中にもよ-よい工法と素材が開発されるでしょうLt　そうなれば日本人特有の木に対する自然への愛着という感性に加え'メンテナンスの容易さと材質がもLJらす健康的なファクタ-は､最高の床材といえます｡

また床は直接に人-物が接触するところで
あり'耐久性､安全性'感触(使用感)'その上､経済性をも満足させるものでなければなりません｡木質フロアはそれら要因を十分にクリアーするものであり'本物の良さを本物を通して味わうこれからの時代には､｢適材｣といえるでしょ-｡

(エービーシー商会･ファッション建材事業部)

※参考文献｢ハウス&ホーム｣2日日下

｢暮らしの装飾｣5月号･7日匂ち
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北海道/竹村さんの住まい
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食しけトれ　　-兼が付クら　一所備片パ-　シ台車たン　つ　　どののまコに　塩房事､､的す尺哩食--能ま長床　oすす機い･〇堂ややでて床

A!..;.汁　.."L..1

床L少うけ張oにがよだ下す間る熱いドのまん居鮎のな一ヤいたのを嘆けポこ　てう房ス床逃うべ　れ　ゆ哩口､もこ-さじ床クもで石なも･◎にてしにでり床

早起きも苦にならず
｢苦と比べたら今は殿様｣

木の感触を損なわないのはこの床暖房だけ
竹村さんは床喝脚を入れるに‥Ilたって'2

軒の家を兄･::1しまLLJ｡ちょうどその家では'かなり温度を卜げているときで'板張-のi<でしたが'｢これなら座っL,ら､むしろ沖いなと感じる｣ほどで'まずその威力に満足したそうです｡｢この温水式の床暖房は'金属部分が'昧卜に川てこない-ころがメリッ-ですね｣-捕るのは､施仁にあLJつた‖小さんです｡｢ふつうの床暖パネルは全部フロアの卜にお-わけですから､パネルの卜にじゆうLJんを敷いても'お湯を通さない歪即は'体温を暇収されてしまうんで非常に.<快ですね｡その点i<卜につけるこのシステムはそんなことはないし､木の感触を損なわない古…も､竹活する人にとつては好ましい-思います｣

夫婦間のもめごとを一つ解消した床暖房の魅力

｢凪が吹きつける-多少家の小にも入ってき

◎回廊風にデッキを回したしょうしゃな外観｡大切な冬場の

採光確保の1=めに､南と西側に開口部が多くとられています

まLLJから､此日は凪Hに入る-さはものすご-iq,かっLJんですね｣

約...年前から給湯兼用の温水式の床暖増を
入れたおかげで'つい忘れかけていた昔のことをH心い出してf=村さんは話してくれまLLJ｡｢まず'堪いのを我慢して入るわけですねoお尚も節約して仕っていました｡ぬるければ″おーい'たいて-れ〟と女に声をかけるか､いなければ‖分でLJかなければなりません｣

ところが今は'洗面所や潜七のitにもi<暖

.坊が入っているので'寒いこ-はな- ､l･:也

拙度のあたたかいお尚も卜分出ます｡｢ですから､jjEと比べたら4-は殿様ですね｡もうこれ以卜いうこ-はありませんよ｣

什柑さんの家では'以前はまきストーブを
使っていLJとのこと.情緒のあるまきス--ブは今も懐しいと諮りながらも､｢ねるときはス--ブを消して眠るわけですか･㌧剛､起きるのが辛かった････-｡″おまえ､起きろよ〟″あなた､起きてよ〟-お圧いにいいあっていLJんですよ｣

ところが床喝坊を入れて'起きるのがt1=に

ならな-なったということですから'人加のもめごとの`つがな-なったこ-になります｡

｣

家族鱗状　大棚(l=.人54歳) +/･供1

人(L)1261X)

地域指定　地築)BL'tL.は節22粂地域

･I&ペい率/6000

寄手IL･串　20000

構造　水道2肝地で

敷地)(uflIL　630m' (190.91坪)

凧MJ1 144.67m℡ (43.85坪)

1　聯　81.67n.7 (24.75坪)

2　m //38.OO.7･' (ll.52Jl'･)

地　隅　25.00m7 (7.58坪)

I小安IJj / lJ:･JH.J､ +,川好漁食常､言行牛.

lIRI.斤､枕Illilrft

暴行拐// 3か1･Jji

.没,iJt　凪Iiり建私設,il･1i称呼(凪JZL.J耕･

郎　℡01242/●･別3-1222)

施r. , lt伸l'.掛:L.: (1tllIJ戊帥　℡0124

2芦別2-1369)

Ji三暖IJi施l:人橋親

授｢.勺:･=　5811･-･12日

カメラ1/ll.頗収抱



床畦房の家
､l健康な住まいと暮らし〟を実現する

床暖房派か急増中

北海道/木村さんの住まい

｢お客さんも木の床に座ってし

まい､折角のソファも形なしJ
Ej

ストーブ時代は部屋が暖まるまで車の中に一家全員待避
｢魚屋をやってますんでね､朝は早いし夜は遅いんですよ｡しかも店と家が離れてるんで'冬は帰ってきても'部屋が暖まるまで子ども達も一緒に車の中で20分も30分も待ってたんです｣と語る木村さん｡

昨年の日月に引っ越してきまLLJが､床暖

房にしてからは､暖かなわが家に帰ってこられるのは'ホ-ツ-する思いだとか｡

この床暖房は'ボイラー(熱源機)でお湯
をわかLt　温水暖房や'給湯に使います｡床暖房'壁暖房､天井暖房と使用個所の機能'用途に応じて設置することができますが'木村邸では'居間'便所､ユーティ-ティーには床暖房'子供室'和室'主寝室にはパネルヒーターを使っています｡-階にプライベ1-スペース､2階には和室とパブ-ツクスぺ-スを配置しLJ逆転プランにしているので'家族が-つろぐ居間は､日中､太陽熱で暖かいし､夜も床暖房なので､寒い日でも｢ほとんど裸に近いかっこうでウロウロできるし､

家族全日Er家の中でははだしでいますよ｡イヤー'実に快適t H警同ですよ′こ

し　さすが魚屋さん､いせいのいい言葉が

ボンボン飛び出します｡

居間は化粧フロア仕上げになっていますがへ
訪れるお客さんLJちも､ソファにかけるより床にじかに座ってしま-そうです｡｢何かしっとりLLJ暖かさが今までのス--ブなんかとは比べものにならない｣と'木村邸の床暖房はご近所や知り合いの間で､目下大好評だそうです｡以前の住まいはt I階の店に石炭スー-ブ'2階の住居に石油ス--ブを使っていLJので'今では安全な床暖房に安心していられるとのこと｡

木の床常タタttfの和室にも施工できます
多-の床暖房が､カーペット　長尺塩ビシ

I-などで仕上げるが'これは熟による伸縮や変色への老鹿を必要とするため'仕上材が限定されがちであるのに対し'この床暖房は'タタミ､板張りなどあらゆる仕上材に対応できます｡だから木村邸の合板仕上げの居間に

も設置できたのです
この床暖房は'銅製の曲状発熱体に温水を

循環させ発熟させるシステム｡鋼自体'熱伝導が高いという性質がありますが'膨張率も高いので､鋼管とその両サイドの鋼板(熱伝導板)　の間にアリビを-り､温水熟によって両者を密着させることによって､より効率的な熱伝導が得られるL,め'室内全体の温度ムラがあ-ません｡LLJがって床材の部分的な膨張､収縮がな- ､タタミのふ-れ'板張-のソ-やヒズミが出ないので'和室や板の間の床暖房にも最適といえるのです｡

○木村さんの威勢のよさにふさわしい明る

さにあふれた外観

◎ ｢明るく｣｢清潔な｣に加えて､北国では
｢哩かな｣が最使先の台所｡クマゴ色のタ

イル､ベージュのシステムキッチン､グリ
ーン系の床とカラーコーディネートが哩か

な雰囲気を構成

床･長尺塩ビシート

02階の床畷房の居間｡子とも達が走r)回っても安全です　床･化

粧フロア

設計･施二L/小坂｣二務Th- (小坂

三吉　℡0126岩見沢

22-3579)

床暖房施工/KIバスラー販売

竣工年月..ノ60年7月

カメラ/佐藤成範

i: l)Fj

家族構成　夫輔(主人35歳)+ f･

供2人(男9歳,女

6歳)

地域指定′/第2種住居専用地域

建ペい率　60%

容税率/ 20000

構造′　木造2階建て

敷地面村i　357.n.(108.18坪)

lR一面析/ 145.8m'(44.18坪)

1　階/ 72.9m-(22.09坪)

2　階　72.9mt(22.09坪)
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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

宮城/日本電建モデルハウス

床暖房の暖かさか受けて

…モデルハウスの入場者が増加
今年2月にオープンした日本電建･仙台支

社のモデルハウス･-　｢イングランド｣と｢アーリーアメリカン｣　-　は､共に給湯を兼ねた温水システムの床暖房を採用していますo｢このモデルハウスの企画段階でのテーマは'外観上のデザイン-カラーコ-ディネ-ーを
一新することと､仙台という土地柄だけに､

寒冷地仕様を允実させることでした｡特に暖

房と断熱をどのように決定するかは'社内的におおいに議論されましたが､木質系床材を多川LLJい-いう占州からこの床暖l坊に決定しLJのですL L　当時の様.十を坂井勝雑文小長は..誹ってくれました｡

2軒のモデルハウスはどちらも洋風住宅の
茶々しいデザインに設計されており'床喝坊はム‖所と居間'洗面所'浴室に施しされています｡試運転の段断から床暖房の良さを体験している営業抑…11の角藤さんの感想は'｢従来のパネル式の床嘩坊も体験したこ-があるのですが'この床暖房は暖かさの均一感

が違います.沖すぎてのぼせることもなく､
･1iqに快適ですね｣-のことですo

このモデルハウスは｢-ても暖かい住宅｣

という口コミで'入場者の数も上々とか｡お近-の方はぜひ一度お立ち寄--ださい｡

60

｢木質系床材でも施工できるからモデ

ルハウスに床暖房を採用しました｣

0レンガタイルが風格を感じさせるくイングラン

ド)の外観

◎くイングランド)の台所｡床噴房で噴かいから動

きやすい-女性にとっては一番うれしい設計思

想です　床･フローリング

○くイングランド〉の居間｡ナチ

ュラルなインテリアと床哩房の

均一な哩かさがうまくマッチし

た快適な部屋です

床･フローリング

0くイングランド〉の洗面所と浴室｡

狭いほど穂器不要の床哩房が最適

床･長尺塩ビシート､タイル

○くイングランド〉の居間から食堂と和室を見る｡

オープンな聞取りにありがちな暖房効率の悪さも
ここでは無縁です

床･フローリング､タタミ



坪坪坪坪8　6　8　88　9　6　23　9　2　76　3　2　1-

nHは■川U lHJ nHJ lHHH■u

〉耶那糾卯附oド31階0.L4.7.ン4､221_375ラ/追////
'i鵬作醐醐階階

イ売造地床12く販構敷

くアー1)-アメ))カン〉

販売価格/4,365万円

構造′/′木造2階建で

敷地面flkI　211.10m2 (ti3.97坪)

床面桃/135.17m. ( lO.9岬;-)

1階　81.35m- (24.65坪)

2　師/ 53.82m7 (16.31坪)

◎くアーリーアメリカン)の外

観｡グリーンの外壁に白が映

える若々しいデザインです

○くアーリーアメリカン〉の台

所と食堂｡オープンキッチン

はせっせと片付けておきたい

場所ですから動きやすい床哩

房が一番です

床･フローリング

『~　　　-　　　ll

床暖Tj6　居間､台所,洗面所,浴室

(2軒共)

床暖fbe施⊥/′;I:･.'l:プラント･アルコ仙

fT I.'L･'1.'文I.rr (℡O22LLIl fJt 2.58

-(;(;3H )

問い合わせ//11本'E旭･仙台支社(℡

022仙fltZ22-日157)

竣工年月//61年4月

カメラ　佐藤成抱

161

◎くアーリーアメ

リカン)の居間｡

鏡や建築化照明の

使い方が美しい部
屋です｡快適だか

らパーティーの回

数が増えてしまう

かも

床･じゅうたん



床暖房の家
l:健康な住まいと暮らし〝を実現する

床暖房派が急増中

岩手/板屋さんの住まい

0道路側から見た堂々たる入母屋の外戦

○奥さんと子ともさん達

広いスペースを一挙に暖房できるのはこの床暖房パネルだけ板屋さんの住まいは､新幹線の水沢駅の南'
在来線の東北本線の水沢駅からは東南5キロ=山ほどのところに位置しています｡

｢土地だけは売るほどあるよ｣と板屋さんが笑っていわれるだけあって'周囲の家々もそれぞれ自給できるぐらいの畑は持っています｡その畑の中に板屋さんの住まいが'ひときわ豪壮に見えます｡

親子二代で建築業を営んでいる
板屋さん､当然ご自宅は､自社製

作です｡
今回採用した脱水式の床暖房を知っL,のは･

雑誌の広告をご覧になったからだそうです｡すぐに資料を請求Lt他のメーカーのいろいろな床暖房と比較検討しLJ結果､｢なんといっても､広い面積にどっとできるのは､これだけだっLJからね｣

と語るのは'板屋さんの弟さん｡それにひ

とつのボイラーで'床暖房と給湯､風呂の追い焚きができてしまう簡便さが'とても気に入ってしまい'給湯渡川の床喝塀システムを設備することに決められLJそうですo根尾さんのお宅では､ボイラーの熱源に灯油を使用していますが､他に電気t A重油'ガス'薪を使うことができます｡

6

建築業者もそのよさに
ほれ込んで自宅に設置

食器類も多いので､収納スペースをたっぷr)とりました　床･長尺埴ビシート

0床頓房の居間｡ 2世帯の大家族だ

けあってゆったr)したスペースをと

っています　　床･カーペット

家族構成/夫婦(主人70歳) +息子

夫婦(主人38歳) +孫(男11歳､女

7歳)

娃ペい率/60%

容税率/200%

構造/木造2階建で
敷地面積/1 ,300mt (393.94坪)

床面積/275m･ (83.33坪)

1階/207,nt (62.73坪)

2　階/ 68mt (20.60坪)

床唆諺/居間･台所･食堂･洗面所

便所･浴室　絵揚/3か所

設計･施工/板届組(板垣徳治　℡
0197水沢26-2032)

床暖房施工/板尾組住宅部

竣工年月/59年6月

カメラ/斎部　功

○床唖房を設ZEした浴室は､足元から哩かく快適
床･タイル
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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

山形//佐藤さんの住まい

仕上材を選ばない床暖房だか
ら実現したウッディハウス

近所にも大評判のやわらかい暖かさ

｢剛からお凪Hに入れるっていうのがいいねエー.家中の芥がit嘆けとお凪;=1を気に入っちやってね｣

と留守番をしていたおばあちゃんは嬉しそ

うに話します｡.温水式のこの床喝坊を本で兄で､仙ム=の営業所に問い人目わせたところ'すぐに資料を送ってくれましたo

山形県寒河江心も冬はかなり冷えr<)みが厳

し- ､佐藤さんのお宅ではこれまで､石油バーストーブ-'ヒ-タ-の2段構えでしたが'床暖房を設置した折居では'ス-ーブやヒーターのように､日や喉が痛-なるこ--な-なり､ホワッ-LLJ暖かさが心地良いと評判｡家族ばかりでなく床暖房にしてからは近所の人たちも=jしげ-放れ､茶飲み友だちに事欠かないそうです｡ご近所にも好評のこの床峻蛎は乾燥が少ないため'｢木の温もりを生かした家を｣と甲まれたr..)･工人の思いどおりのウッディハウスが実現したのですo

一番喜んでいるのは
おばあちゃん

ボイラーでお….Sを沸かして芥唆坊ユニッ-
を循環させる給湯兼日の床暖.坊システムは'これまでの暖房だけ'あるいは給湯LJけしかできないシステム-異なへ一ム日のボイラーで､唆坊-給湯と風==の追い焚きができる省エネタイプの暖房システムとして'脚光を浴びています｡湯温を80度まで遥択でき､風Hは設定温度から卜がると'臼動的にスイッチが入るので､桝糟の湯温管雅もラクです｡｢夜も厚い布岡かけるとを-てね｡でもこれをつけてからは､毛布と薄手の伽川LJけでいいから'陶のあた-も屯ii:=し-ないものねL

L床唆塀で一番喜んでいるのは､おばあ

ちゃんのようですo　このパネル式唆坊は'床以外にも壁､大井に設置するこ-ができ､またサウナやこたつとして･J設備できます.サイズも口本建築の寸法に合った'3尺､4 I 5尺'6尺'9尺'1 2尺と揃い'場所や仕上材を選ばないので'佐藤さんは採川されたのです｡

0ウッディな暮らしにふさわしい外観

○奥さんは炊事をしなから､子ともたち

と会話したり､白が行き届く台所がお気

に入り(床暖房設置)床･乱張りナラ材

0吹き抜けの居間⊂従来の暖房だと床面付近は冷え冷えしますが､

床暖房のために暖かいのです　左手の階段を上ると､吹き抜けを見

下ろす回廊に出ます

㊨ rぬくくていいよ｣ ◎床暖房の食堂Llハッチの向こうが台所てす

とおばあちゃん　　　　床･乱張りナラ材

家族牌成　人hE',I (j=.JL41歳)十(･供2人(k-

10歳･ 7歳) +L吐

地域指定　なし

構造/木j造2僻地で

敷地LAi桃　378111 (114.5坪)

Jjiitu一紙′164.38m (49.8坪)

1　聯/ 113.86111 (34.5坪)

2　階　50.52111 (15.3坪)

l脚劇Ji　台所,良･凱fid目礼和'半

紙'I坊/ 3か怖

設計　アト))エ･アイ(於HI忠一　℡0236LLJ

形42 -5011)

施I二　帆L11親(鴨川杉ミ　℡0237山形87-31

81)

昧噴Jガ施｣-./7;,:土プラント･アルコ仙台営某所

(℡022仙台258--6638)

竣1二年fIJ//60年6月

カメラ/前部　功
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'l i1//
◎浅田さんご夫妻
○凍室o床噴房では室内の下方が寒いということがない
で､寝ている間にベッドの高さでは程よい喝かさになり

す

床･寄木合板

○床暖房の浴室
床･タイル

◎子供室｡仲の良い2人のお嬢さんは､床暖房が施工さ
た二部屋をひとつは凍室､ひとつは勉強室に使っていま

床･寄木合板

○床哩房の洗面･便所o総タイル貼りですが､暖色を便
ていることと､床が暖かくなることで､寒々とした感じ
一掃されています

床･タイル

･ 1

滴･:J二

1　.tg　　>

-.　i■J ＼

.･.7､･ I;.p･JT.i.Ln

.輔･､.I ･･

その道のプロの百にかなった床暖房

プロパンガスと住宅設備機叩船の販売･施卜
会社を経営する浅川さんは'仕事上'数多-の商‖州に実際にふれ'行機器の長短を把握しています｡そんな浅川さんが自宅を増改築するにあLJつて便川LLJのは'給湯兼用の温水式の床暖房でLLJ｡喧坊が必要なのは屠間､寝室､†供宰'和室ですが'このうち居間の床はタイル､寝室と仁侠室は寄木を使いたい-いう､かねてからの要望を満たすLJめ､あらゆる床什卜げに対応できるという点でこれを選んだそうです｡｢以前はいすに俺っていると足化が冷たいので'いすの上にあぐらをかいてしまうこ-もたびたびあ-ましたが'床暖房を施してからというもの'いすを角に片付けて､タイル床などにも直に煉ってしまいます｣と､浅川さんは床暖虜の感触のよさを話していました｡

家族構成/大輔( j三人401,'&)+

(･供2人(女9歳
･ 5歳)

味暖lJjA　捕r札和室､tA(室､ ′･

伏室.洗面･便所.捕

室

床暖lJj施r_ /i刺111削1,: ･作:濃

.W (℡0489.1川1

82 5005)

カメラ/,tL崎徽

65



｢これからは床暖房の時代｣と

モ罰いりスに採用

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

埼玉/木下工務店･所沢展示場

0ふんだんに木を使った外観｡開口部の大き
さがよくわかります

◎床噴房の居間(手前)と食堂(向こう側)

床･フローリング



構造/木造2階建て

床面横/188.79m2(57.21坪)

1　聯/107.64n12(32.62坪)

2　階/ 81.15m･(24.59坪)

床暇塘/玄関を除く食空間

設計･施工/木下工射た(℡0429

所沢95-6291)

味暖好施~L/I.･:..'Ⅰ:プラント･アルコ

(缶03束京348-3801 )

カメラ/佐藤収税

◎2階の床喝房を設aEしたファミリールーム｡ -

角に.書斎としても使える趣味コーナーがありま

す　床･フローリング

採光･通風のよさと木の感覚か特徴

このモデルハウスは‥″明るい洋風の家〟 0

窓のサッシは人きいものを使い'間仕切りもドアではなく　すべて引き戸にしています｡それによって､採光･通風のよい'開放感あふれる空間ができまLLJ｡また店間の隣には'吹き抜けのサンルームもつ-つています｡

木の感覚を鞍かLLJのも'人きな特徴です｡
洋風住宅でありながら'建物の表面に木を見せ'内部にもふんだんに木材を使いました｡造作は白木を用いて､柔らかさを表現しています｡

モデルハウスを訪れる人は､こういった明

るさやナチュラルな感覚のほか､収納の多さにも感心するそうです｡大きなところでは屋根裏収納があ-ますLt　階段下などもムダな-物入れ-して利用しています｡

木下工務店の建物に共通したことですが'
基礎の堅牢さも特徴といえましょう｡床下は土壌処埠をして防湿シ1-を敷き'その上に

6f/のコンク--トを流しています｡浴室の壁も普通はコンク---･ブロックにするところ､床から;･==の高さまで鉄筋コンクリートで固めているのです｡業界最高の″1 5年保証〟は'こういった見えない個所への配慮があってこそ'乍まれLJのでしょう0

木やタイルの床にも使えるので床暖房を採用
木下工務店は'このモデルハウスを〟新し

い住宅の姿〟の見本としてつ-つたとのことです｡その理念は'居室を始め'玄関ホールや廊卜'浴室'便所に至るまで床暖房を施しLJことによ-表れています｡｢これからの暖房は'床暖犀が主流｣と考えたのLJそうです｡

床暖房にはいろいろな種類があ-ますが'

ほとんどのシステムは使える仕上材が限られます｡このモデルハウスで多用しているフロI-ングやタイルの床にも使えるものは　-と探しLJ結果'給湯兼用の温水式の床噴所システムを知-､その品質のレベルが同建物にふさわしいと考えて採用しました｡

○居間に隣接した床暖房のサンルーム

一丁

予感膿J″適一指

PFJI

167



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

埼玉/豊川さんの住まい

0床哩房で洗い場の床は哩かいし､お湯は皇宮､い
つでも気軽に入れる浴室です

床･玉石モザイクタイル

｢木の床にも利用できる床暖房

はこれからの時代の設備｣

○床暖房した南側の庭に面した応
接間｡日当たりが良く床暖房の効

果も抜群で､哩かすぎるほどの部

屋です　　　　　　床･寄木合板

0床喝房の食堂と台所｡木の床や

食器棚などは､三冬を越Lても乾

燥することがありません.いつも
◎豊川邸の外観

家族構成/欠如(主人63歳)

体面桃/173. 46nf (52. 57坪)

1聯/119.78nl (36.30坪)

2　断/ 53.68m2 (16.27坪)

脚盈IJ3-/i;所.免償､居IZu､洗面

所　給II場/7か所

味FBJ)i-施T./アイコー熱研⊥濫

(℡03火京897-9341)

竣工年目/58年5 Jj

カメラ/大竹静Ilf郎

｢手間がかからず哩かいのが最高で

すね｣とおっしゃる豊川さんご夫妻

な-ました｡燃料も思っLJほど使わないLt操作が簡軌Tなので年寄りにも手間がかか-ません｡昼間いつでも好きな時に凪=-=うに入れるのも便利ですね｣とご一三八は'この床唆増に決めた経緯と感想を話してくれました｡

a

隣でプラスチックの工場を経営している'
実年夫婦の､和風を基調にLLJ落ち着いた住まいです｡｢設計士さんが勧めて-れたので､ちょうど開催されていLJ住宅設備展示会に'床暖好の実演を見に行っLJのです｡コクツの中にも足を入れてみて確かめました.ついでに他のメーカ-のものも見ましたが'木の床に利EEできることなどからこれがいちばん良いと思いました〇　三冬過ごしてみて'本}-に'これからは床暖.城の時代だと思いますo空気はきれ

いだし風邪もひかな-



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

埼玉/森田さんの住まい

電気工事店を自営している森剛さんは'い

わば住まいの専門家です｡自分の家なら好きなよ-にしようと､プランはもちろん､細部にも工夫を凝らした住まいをつ--まLLJO

和風を基調としながら､どうしても欲しか

っLJのは板間の-ビングで､将来子どもさんが生まれたら存分に遊べるスペースをとっておきLJいというわけです｡木の床にはじめから行うつも-だっLJ床暖序をどうするか'ちょぅど垂凧･晴海で住宅機器の展示会が開かれていて床暖l塀の室柄を見て'｢これLJノ｣

と思ったそ-です｡

さまざまな材料を使った床に設置
この家には板間の他に台所はコルクタイル'

洗面所に長尺塩ビシート　浴室はタイル'和室はタタ,･,とさまざまな材料に床暖序を施して'それぞれの部屋がどのように暖ま-'どれだけ効率があがるか記録を-つています｡タタミは蒋-して暖まりやすいように配慮し

た特製です｡床喝厚のあまりの快適さに森田さんは､これから家づ--をする人達にデータを見せながらこの床唆Wを勧めています｡｢電気.JLTTFならどうして整列パネルを使わないのかといわれそうですが'効率を考えれば給湯も一緒にできる温水式が安あがりです｡それに日本の家はじゅうたんでなく　やはり板間が心地良いのです｡それが暖かいのですから'その快適さはもっと見直されていいはずです｡家内は'腰が冷えないから女性にとって理想的な暖序だといっています｣(森田さん)0

電気屋は電気パネル｡でも効
率のよさで温水式の床暖房を

○床哩房の食堂･台所　床･コルクタイル

床哩房した木
のフロアで座式

生活を楽しまれ
る森田さん夫妻

○床哩房の和室　床･タタ

0床哩房の居間　床･フローリング

竣r_Lf=･ll/60Ll:I 5月

カメラ/大rr静[1f雌

◎平屋建ての外観

家族構成/夫軸(主人30歳)

床暖好/居間､和室､食偉､

台所､ kl室､洗面所.浴室

拾揚/3か所

味暖13,5施工/モ1)ク電設(森

田敏雄℡0482 劔川口94-1188) ���� 

- 儖 C) ��

___ー′ 剪�『∃ :_+ 霧ｦd｢�唳�逸6｢�I 1 I l /＼u 

i 鳴� �/区L___¶mW._i;_7; 凵｡■｢室 TI 玄関 ���y?��
Z 

_⊥ 
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床嘩房の家
､､健康な住まい暮らし〟を実現する

床暖房派が急増中

長野/Tさんの住まい

傾斜地の基礎内部を地下室に利用都内でコンク--トの箱'マンション住ま

いをされているTさんは､将来を考えてHl身県である長野県に'老後永住できる住まいを
(現在は別荘)建てられました.当然木の家

ですo敷地は傾斜地で'｢届内に階段がないマンション牛活の反動でしょ-かへ　この傾斜地を上手に牛かしてアップダウンをとり入れた'隅段のある暮らしがしたいという要求を受けました｣L Tさんから設計を依槻された原川寿lさんは'｢永住-いう点に照準を

人目わせ､設計を開始されました｡
｢Tさんの希望が十分告理されていて､人変スムー.犬にプランづ--が進んだ｣(原凹さん)だけあってt Tさんの希望を全面的に満たしたプランが･:･化成しまLLJ｡玄関へ入ると半階卜がって研問･食骨･台所と和室'半階卜がって寝室と-三婦案'そして小屋裟部屋の子供宅-いう'何層からなるスキップフロアのプランがそれです｡｢傾斜地というこ-で､安全対策し'基礎を

一般より深-打ち込むことは当然計画に盛り
込んでいたのですが'着工してみる-'実際の傾斜は想左傾斜よ-きつく基礎内部に人八がh帆てるほどの空間が牲まれLJのです｣-

Ir期しなかっLJスペースの誕竹を琴七のTさんともども喜ばれた原田さんは､この｢付録の空匹を収納やワイン室に利用して･円層のプランはこの地下室を加えて五層のプランとして･:･化成LLJのです｡

この地卜室はスペースの増加というメリッ
トのほかt I隅床の断熱-いうメリットももたらすのです｡｢冬季には等卜1 5度Cにもなる寒冷地ですから'一般に別荘地でみかける円周が空洞になった独L帆基礎では'凪が吹き抜けて'床にはわせた配管はどんなに保温材を巻いても凍結でダメになってしまう｣と原Hさんはこの地卜室の効用を断熱面から強調されています｡

70

木の床に狂いが出ない

床暖房で健康な暮らしを実現

0傾斜地に立つT邸｡床哩

房のほか.心理的安らぎを

得るために､暖炉を設けて
いますが､その煙突が外観

のアクセントになっていま

す

○凍室にも床哩房が施され
ています｡真冬でもタオル

ケットと羽毛の掛け布団で

過ごせるそうです

床･ユンカース
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◎哩炉で安らぎを､床哩房
で快適さを得るよう計画さ

れた居間･食堂･台所｡こ

の広いワンルームで吹き抜

けの大空間の唖房設備は床

暖房が最適です

床･ユンカース

0玄関と階段ホール
床･ユンカース



○洗面所､便所にも床唖房　床･コルクタイル
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e総板張りの主婦室にも床哩房を設置　床･ユンカース

寒冷地対策は床暖房に限る今'若者でにぎ合うペンションの設計を多

-手掛けている原田さんにとって'寒冷地対策はお手のものです｡というのも'ペンションの80%は寒冷地に存在しているからです｡｢叩ミ‥の断熱材で建物を包み込むことはもちろんですが'熟損失が一番大きい窓対策が肝心です.結露防止のLJめ塩ビサッシを使い'ガラスはペアガラスにして､極力熟損失をおさえるこ-｣だと､断熱対策を説明される原田さんは､｢次の間題は暖房方式を何にするか｣ということだといわれます｡

Tさんの住まいでは温水式の床暖房が採用
されています｡

これはTさんの希望でもあったのです｡毎
年､垂夙･晴海で開催される住宅設備展がtTさん-床畷W-の〓会いの場となったのです｡｢火など一次的熱源でなし二次的熱源のお湯を回して暖める床暖房は'心理的うるおいがあります｡特に風呂好きな私にとつては'給湯･暖房の両方ができることが決めてになっL,｣といわれるTさんは'以前から幅射熟暖房が健康に良いという知識を得ていLJことも手伝って'さっそ-噴田さんにその採用を



○和室の床哩房も快適とのこと　床･タタミ

相談されたのです｡｢輯射熟暖房は全体が均一に暖まる｡一般の暖房は足元ス-スト顔だけ暑-なって不快｡特に温風ヒーターは'温風が直接体に当たると不快｡それに乾燥度も激しい｣という理由で'床暖房を採用している原田さんは'その採用に賛同されLJのです｡●木の床の材料には含水率の少ないムク根を
床板にはABC商会のユンカース　(ヨーロ

ッパの床材)が使われています｡一般には木の床材の含水率は1 0%以上ですが､このユンカースは39.り厚の板を2 I..り厚まで圧縮LLJもので'含水率は7･5%と大変乾燥度の高いものです｡｢ムク板は多少反るものと考えなければなりません｣　(Tさん)が'ふた冬越しても什いがまっLJ-tJじていないのは'ユンカースのおかげといえます｡ちなみにユンカー

スの値段を記しておきますo平方㍍当LJ-2万5000円です｡｢木の床で床暖房を計画するときは木造建築に限るo相什の関越で'構i==. )-什しげの収縮がマッチするからといわれていますね｣とアドバイスされるTさんは､｢床暖房は暖房感のない暖房です｡窓際の室温1 5-1 6度Cで部屋全体が快適環境にな-ます｡温度ムラがな-すぼらしいですね｣-､床暖房の実感を披露されました｡

もちろん'どんなに優れLJ素材であっても'
雑な施工では床暖房をLLJ場合'狂いが生じるケースも多々あります.その点､ふLJ冬越してもなんら異常をきたしていないのは､素材のすぼらしさもさることながら'施tを担当した池田建設の腕の美事さを実証しています｡

○洗い場の床唾房で冬季も快適な浴室

床･タイル

木造2階建て

床面積121.579m～ (36.84坪)

1階　62.107rnZ (18.82坪)

2　階　38.770m～ (ll.75坪)

地　階　20.702m2(6.27坪)

家族構成/夫婦(主人50歳) +子供2人(22

歳･16歳)

設計　アピタ(原田寿-　℡03東京498- 3320)

施工　池田建設

床哩房施工　富士プラント･アルコ

(℡03東京348　3801)

床噴房　全室

給湯　3か所(浴室､洗面所､台所)

カメラ　佐藤成範
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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

岡山/中島さんの住まい

床暖房の台所

床･フローリング

74

｢来客が床暖房の部屋から

動きたかりません｣

床喝房で快適な洗面

脱衣所と浴室

床･長尺塩ビシート

中島邸の外観　タイル

アイロンかけは床に座り込んで--
基局を苗む中指邸は'住居部分に休喉仏を

入れています｡it畷Mを入れて.Li･たちましたが､快適さは申し分ないようです.｢.igHには√供の家族や親戚が1 6人程災まったんですが'情びっ-りしてるんです.これは暖かい-いって｡そして床唆塀の部絹からLJあーれも動かんのですよ　(笑い)oit畷Wはこの辺?では走りLJLt　こんないいものがあるのかと日々にいうんです｡妹を暖める畷WをまLJ良-加･LJないんですね｣-奥さんo

新築に際して入れた床畷Wは､親戚'ご近
所か･･;羨甥の的になっていてt jiSSれた人LJちは'スリッパをすすめても履いて-･il･えません｡奥さんはアイロンがけをする畔は､妹の卜にペタッとすわ-込んでしまうし､ちょっと疲れLJナ-‖心う畔は寝ころんでしまうほどです｡

タクミの妹畷Wがすぐに暖か-ならないの

が八八になる所ですが'施｢代理i=からタイマーの設lkIをすすめられています.

床暖房の食堂･居間
床･フローリング

床暖房の和室

床･タタミ
'衣'族構成　人4.ri ( i:.^531&)

構造　木;追2耶建て

1心(lifI1 158.41,n (48.00上･l'･)

脚かJ)I I.I:J札　食′il'∴　伽1ミ2糊､ ffl･Ji､ i糾･:

洗llJl I.)i

暮[Til韻　4かl･)-r

没.汁　結合余所(℡0868柵h23　3482)

施l二JW.内r.業(℡0868LHtlh24 -2468)

妹l掛ガ施Ⅰ二　タカラ偉業(℡0868日川J26 -01

55)

≒型｣カメラ//中榊組



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

私が知っていた床暖房はすべ
て不適格だった

兵庫/黒木さんの住まい

和室に続いた床哩房の居間.力-ペットとセンターラグでより-Jiの唖かさが感じられます　床･フE)-リングー部カーペット
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フローリングの床に設置できる床暖房を探し求めていました
娃設会社を経営する里…木さんは､以煎保

ム〓園の設計･施仁をした時に初めて床唆.ihを
扱い､その快過さを体験しまLLJ｡それ以水､｢‖七を新築する畔には絶対昧畷坊にする｣と心にはめたのですがt LJだ保ム‖園で拭った妹暖.Wが中也八八式のもので'カ-ぺッ-の昧でないとLJめ　(本の休では乾燥に伴ってソリが竹じてしきフ｡タイルも.<適)LJつたため､里州木さんには小満でした｡｢やはりit畷帖をするなら凪H場にしたいと

‖いっていましたLt　家内は新しい家は板張りの食常や居糊が欲しい-いってましたから､結局は私が知っていた休畷甲ンステムは全て

.<･過桁LJつLJのです｣-_ -.:木さんはT時を語
ります｡ところが､〓七の新築計榊を始めようという矢先'里…木さんの日にとまった｢木の床､タイルの床にもOK｣-いう､給湯を兼ねLJ温水式の床暖房システムの広告を住宅維汁心で見て'この床喝坊-めぐり合えL,のです｡

さっそ-奥さんと.八でモデルハウスや腿

.小場　(神.〓ポーーアイランドの催し)　へ川か
けたのはいうまでもありません｡そこでこのシステムの良さをじっ-り-確かめた里州木さんは､すっかりこの昧畷Wに魅せられてしまったのです｡

タイマーをつけて寒さ知らずの朝を迎える

現咋築後.fI二を迎えた黒木さんの住まい

には-階のム=座食華居明末里:･7,;浴･:.1･=に･山水式の昧唆Wが使われています｡給湯日は2隅の洗面所も含めて全部で6か所設けました｡タイル貼-の浴案を除いてあとはすべてフロー-ングの休ですが､｢冬は長時間つけているのに木の素材感はまった-変わらないんですよ｡部帖の空気も汚れないLt　体乍体が峻かいというよ-心地良いっていう感じ｡.茶目然な暖かさなんだ-‖心います｣(奥さん)というように'.<満はひとつもない様√｡

夜は畷LL.Tを切-ますが'妹暖は全体が暖ま

るまで20分ほどかかりますから'里…木さんのお七ではム=所にあるスイッチにタイマーを--つけて'剛奥さんが起きる30分前に喝Wのスイッチが入るように｢大しています｡寒さ知らずで健康的な毎日が送れる住まいです｡
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門回り｡レンガ敷きのアプローチと白いアル

ミ門扉はヨーロッパ風の趣きです

白い壁にグリーンの屋根がひときわ鮮やかな

外敵レンガタイル貼りのチムニー(煙突)

がアクセントです

床暖房の食堂と台所｡ ∪字型のシステムキッ

チンをさり気なく目隠しする高めのカウンタ
ーテーブルはしゃれたバーコーナーにもなり

ますo　寒い朝もタイマーのおかげで哩かい､

奥さんお気に入りの場所です

床･フローリング一部カーペット



トップライトからの光

があふれる床暖房の家

事室o｢足元は暖かいし､

お湯もふんだんに使え

るから今までいやだっ

た冬の洗たくも楽になど;

りました｣と奥さん　ヨ

床･檎緑甲板　　　　■

上品なカラータイ でレ

温かさを演出した床暖

房の浴室｡｢入る時ヒヤ

ッとする感じが大嫌い｣

だったご主人はこの噴

かい浴室が今一番のお

気に入り

床･磁器タイル

駁‥..

~.∴　--..L∴･._
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1叫　　-～

家族f掛戊　人舶( i･'.人461.1&)+ J'伏2人( LJ120歳

女17歳)

地域指定/なし

祉へい率　5000

容il-Iヰi. 10000

肪造/木造2肝地で

敷地l巾的/415.00m2 (125.76坪)

JiCLlllifllL/ 161.79lT･7 (49.03坪)

1　断//104.60m7 (31.70坪)

2　肝　57.19rnz (17.33坪)

昧暇JJj /).J:･rlT11､食常. fT所､家･Ji'右､ i裕'鵜

島た湖/ 6か所

.ill..1卜施l二　･_fi三姓.設(I.(.l.本題長　℡07956

:.日1311251)

)jJElFlJJj施J二/小林化設(℡0794加.I,一川24-5128)

竣｢.1l:･‖　601I･･2日

カメラ　人.(b膨鑑

和室｡現在床暖房は施されていませんが数年
のうちにこの部屋にも設置したいそうです

床･タタミ



フローリング仕上げでも大丈
夫な床暖房に惹かれて採用

◎床哩房の居間o

引き込み戸を開け

て食堂と一体にし

ていることが多い

ので､仕上げも両

室に統一感をもた

せています

床･フローリング

0床暖房の台所部

分｡し辛型に流し

台を配置し､食堂

に向かってセミオ
ープン化されてい

ます

'衣紋fJ'/LIJk　大仏l:･ ( iリヽ40r','k) + J'fll.3人(/LIOl:;t ･ 81';k ･ 6rl.k)

捕)芯　木槌(2×4) 2桁地で

Ii(((Lift1 131.90m (39.97Lll')

1　耶　73.93m- (22.20坪)

2　桁　57.97m (17.5711')

lj､畷J,1- I,IHEu.食菅､ fH.ll'

.lL,,卜施l二　fl'l/)(ハウス･ 1lJ.:,'.;･'モ菜I･Ji (℡｢0824火llJ.♭22 3500)

l人lljll,･]-Fui I二JILT条.ikLl1;l'l (CO824火IIJ..I,22 2550)

竣l-_1111 611トiJJ

カメラ　藤棚研if.I

r･■侶弓､　i ･H,LI　=

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/Sさんの住まい

0居間側から見た床喝房の食堂｡フローリング仕上げな
ので､季節感を出すためにカーペットを敷いたり､取り

去ったりできる点は､奥さんのお気に召しています

床･フローリング

○外観｡ブルーの瓦が軽快な印象を与えます

ハウス&ホームの記事を読んだのかきっかけ

｢寒がり.家｣を‖認するSさんは'これまでは問の畷塀を温風喉仏機'中也八八カーペット
(こたつ併刷タイプ)'粘い刈こたつの3種類仲

川で'冬を越してきたといいます｡その他'
ム‖所にも局部的に電気ス--ブを仕っていま

したが'これらの暖房器‖パを選んだ理由は｢滋全で火.=ハ爪が汚れに-いか･上とのこと｡しかし何稚拙も仲川しないと'室内が喉か-な･10

ない山が小満の種LJつLJので'新築時にはもっと合理的な暖房システムをと考えるようになりました｡

資料収集に熱心なSさんが選んLJのは'足

.九から暖めるフロアヒ-ティングシステム.

中で-この床暖坊はカーぺッ-にLJけしか対応できないという思い込みを殺して､板材什上げも可能だというこ-をハウス&ホームの特集記事で知-'採用を決意した-いうわけです｡この春新築し､この冬を.家で心待ちにしている-のこ-です｡
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｢毒舌の厳しい山寺の暖房は

床暖房の他に適するものなLJ

ボイラーは薪焚きと幻油焚きを悌設発言ホの蓮台寺は標高4-0㍍の山の中にあ-

ます.峠･Rを新築して､住職ご一家が新見市の中心街から転賦して-るに当た-'冬の暖
.坊を何にするかが課題でLLJO-いうのもこ

の地は標高が高く　市内よりも寒さが厳しいからです｡｢あんな寒い所に行きLJ-ない　-　｣というr供たちを説得するには'何か目新しい嘆序を用意しなければなりません｡ 家族構収/欠如(_i三人53歳)+子供2

人(男20歳､女18歳)

構造　木造平Ji;姓で

味曲椛/231.00m2(70.OO呼)

Ji;暖Jlj ′′fi所･食堂.浴室.脱衣室､

洗面所､便所

統湖. 4か所

休暇J)j施I二/ -三和設備(℡08677新見

2　-2891)

竣Ⅰ二年月　59年10日

カメラIfl刷暢良

そこで三和設備から紹介されLJのが'給湯
を兼ねLJ床暖房でした｡床暖房を布設LLJのは広い唾袋のうち'家族が使う部分のみですが'その快適さは転居を納得させるのに十分でした.まLJ'使ってみてこの床暖礎以外には他の暖房は考えられないほどの快適さ-か｡毎年‖月初めから翌3月いっぱいまで使っています｡

ここのボイラーには'灯油焚きのほかにマ
キ焚きボイラーを併設しています｡周囲が山に囲まれているので､マキは望富です｡ご, l#八がヒマな折には'マキ焚きボイラーも使っています｡
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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

岡山/蓮台寺

田の字型の和室は襖を取りはずすと大広間になります｡ここは床哩房未設置

床哩房の台所･食堂.庫裏で埋家の催物がある時は台所を使うので広い

床･寄木合板
･r　　　｢

■"∴ ＼､､ ヽ

＼ ＼､　▲

蓮台寺の境内｡手前が庫某､奥が本堂

1-ヽ

ヽ】

磨獣←

〉′票哩房の洗面所と便
床･寄木合板.タイ
ル

もちろん床暖房の浴

室と脱衣室

床･ムク横､タイル



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

高知/南部さんの住まい

置き物のために床暖房に変更しました
南部さんは拭き物が人好きで､いろいろな

ものを収災しています｡小には･%帖からはみ出すものもあり､それをiitJ-ために.部-控を枇り外しました｡その畔に｢糊什切りのない部帖の唆Wはt it畷Wしかない｣-そえて､セン-ラルヒ-ティングから切-換えLJのです｡

その結氷'このお七はひんはんに水客があ

るのですが'人が人勢災まっでも'人いきれでムッ-することがな-なりました｡板張-の居川はそのまま座っても快適で'｢お客さん辻が米･㌧れても､みなさん'座仙川はないほうが景=ちいい-おっしゃいます｣　(南部さん)

昧咲けしたクタ,,,の部帖に仙川を敷いて寝

ると､卜か･-.やんわり-した岐かさが仏わってきて'｢疲れも吹き飛んでしまう｣そうです｡

it畷Wは､ご‖慢の.i;=き物に-つてもよか

った-のこ-o　｢}MN,物は木彫りのものが多

いのですが'以前はヒビ割れが出始めて心配していました.ところが昧暖.坊に変えてからは'以前ほど蛇燥しないので安心です｣-功常にぷ‥んでおられますo｢
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｢床暖房の和室に寝ているとやんわりとし

た畦かさで一日の疲れが吹き飛びまも

クスの木の1本彫
りのトラを置いた

和室｡ ｢床暖房に

して以来､これも

元気ですよ｣と南

部さんは満足そう
です

永別VH,史　人丸F', ( iJヽ431:;i) + (･LII､3人(久

13歳･ llI,A;k.､ I)i 8 I:;k)

r如lHi;L 136.95m (41.50坪)

1　日キ102.30n. (31.Oo井)

2　断　34.65m (10.50叶)

脚か))I fHr)L I.･目礼　和Ijt'6一':.I:
I

拾湖　3かI'11

..貨.J.t　林建築設"I IJ.r4帥f (08895久札2~2891)

IiiElかJl一帖L　'/jiIlh公(08802rTuII2~3434 )

竣111日　54113JJ



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

山口//′松元さんの住まい

0奥さん(右)と実

家のお母さん

｢床をフローリングにしたい｡

だから温水式床暖房を選ぶ｣

◎居間から食堂と台所を見るo　いずれも床噴房を設置

床･フローリング

◎床哩房だからフローリングが使えた居間

床･フローリング

床暖房で北側の台所も寒さ知らず松九邸は､ごJ 41人が住七メーカー(損水ハ

ウス)'奥さんは徳山山役所に勤める八倒き家庭です｡桝架にあたって目礼商=州を地てることは理の､1 -然でLLJが'畷いり計両をLり.てるに
}ILJつて'何がいちばん効率がよ- ､快適で

あるかを研究していまLLJ｡そんな折'地･.iの業者から勧められLJのが給湯兼用の温水式床暖房です｡
汗･:七のi<はフロー-ング-決めてい1Jので､

板の休にも仕えるこれを選んだのです｡｢it唆.iiLT.の他のメーカ-も胡べまLLJが'じゅうたんしか他州できず'じeうLJんのitは
l･姐になる-感触がよ-ないもんで　ー　｣と松.4gさん｡

妹唆.11は､居榊･食菅とム‖所の...か所で､

相に北側のム=所は'･1gさ知らずでL?.ち働きができて､床暖房サマサマのようです｡
=仙風が流れない畷脚方法がよく　LH.ち卜が

りもタイマー仙川で不便は感じませんが､長畔問使川していると沖-感じるほどだそうです｡快適さはト供達にもわかって､床暖膚をしてないナ供室には戻-たがらないんですよし　奥さんは笑われていました.

0自社商品のセキスイハウス

'ii'族構成　J油トト(･供1人

Jii暇JJj /I/;･l'rU ･氏菅､ fT所

iLrL,il ･施1二//桃水-ウス

Il('IJかJj一施['_/神光燃料府会(0834他11J31-1159)

竣】:昨日　ノ601L:4日

カメラ/け山丈悼
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