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TAKAHIRO NAKAJIMA

MASATO NIIMURA

TOSHIKAZU NISHIZAWA

MASAKO NOSAKA

34

HIROMI SASAKI

42

44

有限会社 アトリエ・エイチアンドエム

Bath & Toilet & Sanitary

HIROKI WATANABE
渡辺 博己

有限会社 ゼロ設計室

Barbecue Terrasse

HIDEJI WAKUI
和久井 秀治

株式会社 T.F.T. Design Works

Living Dining Kitchen

TOSHITAKA TOYOTA
豊田 敏隆

YELLTEC 株式会社

Spa & Lounge

MAMI TANAKA
田中 まみ

40

株式会社 佐野契建築設計事務所

Orangerie in Garden

佐々木 弘美

36

株式会社 アトリエ Tamamo

Living Room / Bath & Toilet & Sanitary / Entrance Hall / Bed Room

KEI SANO
佐野 契

株式会社 西沢建築研究所

House

野坂 昌子

32

有限会社 アトリエ・エイチアンドエム

Japanese Style Approach & Room

西沢 利一

28

キクマ設計室

Entrance Hall

新村 真人

26

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所

Dining Kitchen

中島 隆弘

24

クニモトアーキテクトデザイングループ 株式会社

Japanese Style Room / Exterior

HIROSHI MORISHIMA
森嶋 浩

株式会社 小辻建築計画研究所

Living Dining Room & Garden

キリー・クニモト

20

アーキ・ディレクションズ

Bath Room

TAKESHI KOTSUJI
小辻 武

池田雪絵建築設計事務所

Bath Room

川上 隆文

14

株式会社 早川設計事務所

Entrance Approach

池田 雪絵

12

株式会社 竹中工務店

House

HIROSHI HAYAKAWA
早川 宏

有限会社 アースケイプ

Garden

１級建築士事務所 有限会社 ナビデザイン

Japanese Style Room
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EARTHSCAPE - EIKI DANZUKA & STAFF

有限会社 アースケイプ／東京都渋谷区恵比寿
団塚 栄喜／ 1963 年 大分県生まれ
1988 年 桑沢デザイン研究所 卒業

環境美術研究所を経て

2000 年 有限会社 アースケイプ 設立
コンテンポラリーアートをバックボーンとした独創的なランドスケープを展開する。
http://www.earthscape.co.jp
主要作品
「晴海トリトンスクエア」
「丸の内オアゾ北口ビルディング」
「ららぽーと豊洲」
「ラゾーナ川崎」
「三井アウトレットパーク入間」
「かながわ保険医療福祉大学」
「パークシティー豊洲」
「大島ブリリア小松川」
「サンクタス八千代緑が丘」
「飯田橋プラーノ」
「プラウドシティ上大岡」等

ららぽーと豊洲

ラゾーナ川崎
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晴海トリトンスクエア

アウトレットパーク入間

DESIGN PLAN
Anniversary Garden

アニバーサリーガーデン
庭に刻まれた数字はカレンダー。この場所で始まる新たな
暮らしを彩る時の庭となります。
子供たちの誕生日、夫婦の結婚記念日、家族の特別な日は
色を変えた数字タイルが貼られ、自分たちだけのアニバー
サリーカレンダーが完成します。
また、床には落ち葉の模様が入っていたり、雪の結晶模様
が刻まれていたり、いろいろなオリジナル模様のタイルが
アクセントとして、カレンダーに季節の彩りを与えてくれ
ます。
春はベンチに座って花見、七夕には笹に願い事をしたため
た短冊を吊るしたり、お正月は七草を摘んで七草がゆを作っ
たりと、古くから生活の中にあるしきたりや知恵を感じ、
毎日を豊かにしてくれる。そんな家族の想いや笑顔で溢れ
る庭を考えています。

数字タイル

短冊タイル

雪の結晶タイル

植物のナレッジタイル
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私達は人が暮らす風景を考えています
それは街だったり、公園や道だったり、住まいだったり、主に屋外が私達のフィールド
です。
その場の持つ気持ち良さや存在感は体験する一人一人の個人的意識の中にあると考え
ています。その場所に座ってみたらなんだか気持ちよかったとか、ながれる時間の速度
が少しゆっくり感じたとか、普段気づかないことに気づく事ができる、そういった体験
の積み重ねを大切にデザインしていきます。
Earthscape という社名は、宇宙から見たあの青くて円い地球の姿を指しています。
自分たちの作った小さな点と、点に暮らす人と人の気持ちが繋がって、もう一度この大
きな円を描き直すことが出来ないかなと思っています。

アウトレットパーク入間

ららぽーと豊洲
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ラゾーナ川崎

みなとみらいビジネススクエア

DESIGN PLAN
Herbman Garden

ハーブマンガーデン
庭を通して自然の営みを感じ、体験し、学んでいくことが「暮
らし」に豊かさを与え、家族の風景を豊かにしていくのだ
と考えています。
天然素材であるせっ器質タイルを用いた人型のガーデンに
は体に効くハーブがそれぞれの部位に対応して植えられて
います。
例えば、目の部分にはブルーベリー、胃の部分にはセージ
が植えられ、タイルにはハーブの情報（効能やレシピ等）
が文字や図柄で表現されます。また、一部には太陽光発電
点滅 LED を埋め込み、夜間は蛍のように輝きます。
隣人を呼んでハーブパーティをしたり、夕食のスパイスに
ハーブを使ったり、子供とハーブについて勉強したり。
庭でのいろいろな物語を綴っていってほしいと思います。

耐久性に優れたタイルで表現
商業施設だけでなく住宅においても、こだわりや個性を表現す
るにあたって、オリジナル製品を使用したい。
高い技術レベルで少量生産するには、手間も時間もかかるが、
オリジナルタイルが焼き上がると格別な想いがタイルから感じ
られる。
柔軟に対応してくれるメーカーは少ないが存在します。
GARDEN は厳しい自然環境と共に過ごし、耐えられなければ
ならない。土から出来ている焼物という強い建材。
住宅だからこそ積極的に取り入れていただきたい。
特注製品：葉っぱ焼き込みタイル
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YUJI HAMANO

濱野 裕司／ 1962 年 東京都生まれ
株式会社 竹中工務店／東京本店：東京都江東区新砂
東京芸術大学建築科 卒業

同大学院修士課程 修了

「安宅賞・終了制作買上作品」
1989 年 株式会社 竹中工務店 入社

現在同設計部設計課長

主な担当作品
『東京ドームシティ「LaQua（ラクーア）」』『横浜ベイクォーター』
『ユナイテッドシネマとしまえん』『アルト伊藤ビル』など
これまでに GOOD DESIGN 賞、JCD 賞、SDA 賞など受賞多数。
http://www.takenaka.co.jp

タイルは素材感が高く、人の手間と想いが込められている分
その表情に限りない魅力を感じます。

ALTO ITOU BUILDING

YOKOHAMA BAY QUARTER
MINATOKU 2 HOUSE

大判のタイルの良さ、小さいタイルの良さ、ボーダータイルの
良さ、モザイクタイルの良さ・・・タイルには人の手間が掛かっ
ている分、その表情に違った良さがあります。
素朴ながら高い質感を表現できるタイルは、住宅では欠かせな
いアイテムです。
外壁にタイルを貼る事はコストの問題にいつも直面しますが、
汚れにも強く住宅品質としても非常に高くなるので検討したい
アイテムです。
今回は大きな庇とバルコニーを中心に水平基調のデザインとし
た分、外壁のタイルも水平に流れるディテールを感じるボーダー
タイルとしました。又、コンクリートの打ち放しの艶に呼応す
るように、タイルも無釉とし艶感を合わせています。色は周辺
環境とマッチし、コンクリート色にも呼応するベージュ色に多
少グレースケールを取り込んだ風合いとしました。又、外部・
内部共に同じタイルを使う為に、タイルのスケールを考えると、
今回の半特注ボーダータイルは非常に良い素材と考えています。
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DESIGN PLAN
House

建築地
工 期
設 計
施 工

コンクリートの風合いと、タイルの風合いは同じ質感を感じます。

東京都港区
2008/1/15 〜 2008/12/15
㈱竹中工務店 濱野裕司 関谷和則
㈱竹中工務店

港区の風格ある坂道に面する個人邸。東側と西側に２棟を同時に計画しました。
旧建物は昭和 37 年に設計され、外壁がコンクリート打ち放しとタイル貼り、単層窓で構成された、コルビジェを連想させるデザインで大変
風格を感じる建物でした。建築主はかつての自邸に対する思い入れも強く、今回の設計にあたり外観は、イメージの踏襲と新しい魅力の導入
をテーマに、タイル貼りとして計画しました。２棟は分かれていますが、同じデザインとし街並みに対してより大きく扱い、一体化する事で
２棟の存在感を高めています。
大きなコンクリート打ち放し庇の下に、質感の高いボーダー状のタイル貼りの外壁として、人の住まいとしての品格と質感を持たせるようデ
ザインしました。コンクリートの風合いと、タイルの風合いは同じ質感を感じます。
外壁に使用したタイルを玄関ホールと階段室に貼りタイルの素材感を内部にも展開しました。
インテリアに外壁と同じタイルを貼る事で、外部と内部のデザインをつなぎ、玄関・階段に動線としての象徴性を生み出しています。

select item
AZUCHI BORDER/p.46 & 55 特注色
８色のカラーバリエーションを持つ「安
土ボーダー」
コンクリートや街並といった、周りの色
との調和を考慮し特注によるベージュ系
の色を無釉でオーダー。
「安土」はインテリアにも使用できる様、
ボーダー以外にも 100 角と乱形があり、
これら３形状は施釉タイプも揃っている。
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HIROSHI HAYAKAWA

早川 宏／株式会社 早川設計事務所
本

社／東京都新宿区高田馬場

埼玉営業所／埼玉県川越市砂新田
1981 年 株式会社 早川設計事務所 設立
加盟団体
社団法人 日本建築家協会・社団法人 日本建築学会・日本病院設備協会・東京建築士会
http://homepage3.nifty.com/hayakawa-arc/

貴方の大切な愛車は家族同様
ベストコンディションのガレージで保管してあげて下さい。

車を愛するエンスーのためのガレージ
個人的な話で申し訳ないのですが
私は車の事となると前後の見境が無くなってしまいます。
家族と同じ位に車が好きなのです。
自宅を無理して一軒家の車庫付きにしたのも愛車を悪戯から守り
かつ、近くに置いておきたいが為。
この気持ちは車好きの貴方には分かって貰えるはず…。
車種は違っても愛車に対する気持ちは一緒です。
貴方の愛車のためにベストコンディションのガレージを提案させて下さい。
素晴らしいデザインの宝石のような芸術品を眺められるガレージ
始終手を入れなければ言うことを聞いてくれないマシンのためのガレージ
青空の下を走るためのオープンを佇ませるガレージ
エンスーな貴方のためのガレージはどういったものでしょう。
普段の足、奥方用、営業用そして趣味のクルマ。
複数所有もあるでしょうし
１台に心底惚れてそれ以外は認めないという方もいらっしゃるでしょう。
どうでしょうか、同じエンスーに一度相談してみてはいただけませんか。
相談や基本計画の料金は戴きませんので安心して下さい。
今ある貴方のガレージに手を加えることによって
見違えるようなガレージになる場合もあります。
クルマ好きの気持ちは他人には理解しがたいでしょうから。

SENRIYAMA SHUKUSHA

主な実績
保養センターきつれがわ・ホールサムイン中伊豆
保養センターかすがい
新宿区立新宿養護学校・国立武蔵野学院・国立きぬ川学院
宇都宮社会保険病院・千葉社会保険病院
脳神経疾患研究所附属南東北福島診療所
千葉社会保険介護老人保健施設
文教社会保険事務所・幕張社会保険事務所
日本総合愛育研究所
社会福祉 医療事業団職員宿舎など多数の官庁事業

KOKURITSU MUSASHINOGAKUIN
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DESIGN PLAN
Entrance Approach

暗くなりがちな玄関に、光を
透過するガラスブロックが多
様されているが、「ステンドガ
ラス」やガラス製のモザイク
タイルを使えば、オーナー様
のこだわりを表現したアート
を作り上げることができます。

built in
garage

approach

entrance

プランニングにあたって
住宅はあたたかな空間であってほしい。特に玄関アプローチは家族だけでなく、多くの方が
必ず通るので、気にしていただきたい空間です。
焼物レンガ、天然石、ハンドメイドのステンドガラス、土をより強く感じる無釉タイルは相
性が良く、ロートアイアンの手摺も組み合わせてみたいものです。
奥に見える階段の先には愛車を納めたガレージへと続きます。
商業施設や集合住宅では難しい事ですが、個人邸では家族の個性を表現できます。
プライバシーも確保しつつ、随所に開放感を感じられるようプランニングしてみましたので、
いつかこのようなアプローチを構えた住宅を街角で発見できる日を楽しみにいております。
select item : COTTOVENETO/p.60
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YUKIE IKEDA

池田 雪絵
池田雪絵建築設計事務所 一級建築士事務所
東京都練馬区
東京大学建築学科 卒業
ヘルシンキ工科大学（Finland）交換留学
東京大学大学院修士課程 修了
坂茂建築設計、東京芸術大学 非常勤講師、studio Archi Farm を経て
2006 年 池田雪絵建築設計事務所 一級建築士事務所 設立
http://www.snowpict.com

葉山庵

北欧の滞在経験にも影響を受けた「光・環境・素材」の感覚を活かし
毎日の時間を心地よく包み込むアートな空間を
クライアント + 敷地のオリジナリティーを最大限に引き出しながら
つくり出すことを目指しています。
丁寧なカウンセリングとプレゼンテーションで
納得のいく世界にたった一つの空間をご一緒につくります。
また、環境負荷の低い建築とデザインとの両立を心がけています。
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DESIGN PLAN

壁面／「TESSERA」テッセラ・ガラスモザイクタイル（アメリカ・OCEANSIDE 社）
天井のトップライトから床面まで続くガラスのグラデーション。
差し込む光を乱反射させバスルームを美しく演出します。

Bath Room

浴槽 /p.63
別冊カタログ「japanesque」
英語版にて詳細を掲載
樹齢 300 年以上の檜を「木曽檜」
と呼びます。江戸時代には伐採
が制限されていたため、わずか
ながら手に入る常緑針葉樹。水
湿・殺菌作用に優れ、芳醇な肌
合いと芳香が魅力です。受継が
れてきた職人の技術によって
様々な形状を再現できます。

デザインにあたって
光を受けて色を変え、反射を変えるタイルを眺める楽しさ
を提案したいと思いました。
ゆっくりとした時間を過ごせる bathroom を壁と天井が一
体化した空間でつつみこみ、その表面に特に光の反射の美
しい「TESSERA」をグラデーション状につかい、上部の
トップライトに向かってグレートーンから白さを増してタ

床面／麦飯石山桜 別冊カタログ「Aqua-Scape」にて詳細を掲載
中国や韓国では特殊な機能を備えた天然石として古来より広く知られて
いる。近年では各国の研究機関でその成分や特性が解明され、水質浄化・
癒しや美容と健康など様々な分野で注目を浴びています。中でも麦飯石
山桜は、そのやさしい色調が好まれ多く利用されています。

イルが光そのものになって行く様なイメージです。
なだらかな曲面の形状は小さなタイルならではの造形で
トップライトからの光をやさしく空間に導きます。
「TESSERA」の美しさを引き立てる為に床に高級感があり
ながらもマットで質感のある麦飯石を突きつけで敷き詰め
ます。
洗面カウンターも「TESSERA」の黒系統をミックスして
場に統一感を持たせ、浴槽には檜をつかい、要素を抑えた
中で素材そのものがオブジェの様に静謐に並置される効果
を考えました。

11

TAKAFUMI KAWAKAMI

川上 隆文
アーキ・ディレクションズ
京都府京都市中京区
住宅開発およびディベロップメント従事の後、欧米視察を経て、高級輸入住宅のチーフとして関西・関東に多数
の個人邸を手がける。
住宅関連商品の開発や高品質低価格へのマテリアルの輸入など積極的に活動を広げている。
現在、個人邸のほか、ビジネスホテル設計管理、総合開発のプロデュースや集合住宅の企画設計も手がける。
E-mail. domus@archi-d.jp

近代化や合理化によって失われた素材感、様式美などの細部に
秘められた奥深さを改めて認識し、年月がたつにつれ衰えてい
く簡易な空間をめざすのではなく、時の流れに呼応して変化し、
愛着の持てる空間作りを目指す。一方で選り好みをせずに日々
開発される新しい建築部材を研究し、コストパフォーマンスを
考慮しつつ、何が最適かを見極める目を持ち、施主の声を聞き
ながら一緒に作り上げていく。
外部から見た建築よりも中に住まう人が安らぎを得ることがで
き、なおかつ新しいライフスタイルを実現できる空間作りを先
導することで、人々が成長する器としての建築を創っていきた
いと考えている。
ISHIKI-CHO PROJECT

S HOUSE
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DESIGN PLAN
Bath Room

プランニングにあたって
タイルの持つ質量感を感じさせながら、材料そのものに新たな素材感を複合させた新製品の提案。
さらに形状・配置・設置を工夫することで御簾やレースのように華奢に華麗に半透過させ、タイルの持つ
量感と相反する二面性を持たせることで新しい空間のあり方を提案する。
インテリアでは垣間見せるテクニックにより空間をあいまいに分離させ、エクステリアで
は内と外との境界をなくす中間領域を表現する新しい素材として、単純な穴あきレンガや
ルーバーではなく、様々なタイルや石材を活かし、空間の構成、レイアウトが可能なよう
にユニット化し、マッシブでありながら風を感じるフォーカルポイントを空間の新しい要素に
してみてはどうか。
又、水廻りにリアルウッドパネルの提案として、タイルの得点である高温焼成による耐候性・耐水性に自
然木の質感を緻密に再現し、従来の内装材や外装材に替わる素材として二つの機能を持ち合わせた新素材の開
発。更に、タイルそのものに引掛け金物を取付け出来るようリブ加工を施し、表面材としてのタイルに棚としての
機能を付加した建材的利用の提案。
根本的にタイルの素質を検討することによって新たな使い方を提案したい。

select item : XYLO/p.59
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TAKESHI KOTSUJI

小辻 武／ 1945 年 生まれ
株式会社 小辻建築計画研究所／東京都港区南青山 2-2-15 ウイン青山 536 号
1968 年 武蔵工業大学工学部建築学科 卒業

株式会社 竹中工務店 入社

1998 年 より現在まで武蔵工業大学 非常勤講師
2008 年 株式会社 竹中工務店 東京本店 設計部部長を経て退社
2008 年 株式会社 小辻建築計画研究所 設立
主な受賞歴
1987 年 日比谷シャンテ／ BCS 賞
1996 年 AQUA RESORT 清里／公開設計競技最優秀賞
2003 年 東京ドームシティ「LaQua（ラクーア）」／照明普及賞 優秀施設賞
International Design and Development of a New Project 優秀賞
TEL. 03-6426-2500

等

E-mail. kotsuji.takeshi@kotsuji.com

設計に取り組む姿勢
以前、竹中工務店設計部時代に、ダンススタジオを劇場に用途変更を伴う改修設計に携わる機会が有り、その際の劇場側舞
台アドバイザーである妹尾河童さんが次のような趣旨の発言をされました。「舞台は、多種多様な演目に耐えうる頑丈な箱さ
え提供してもらえればいい」まだ設計経験の浅かった私の予想とは異なり、非常にシンプルな回答でした。現在の建築界の
課題「サスティナブル（持続可能）建築」を考えるとき、非常に示唆に富んだ指摘であったこと、今改めてその時のことを
思い出されます。
日本が目覚しい経済発展を遂げた今、大きく世界に立ち後れている分野が、住宅の長寿命化問題であり、現代建築が社会的
ストックに成り得ていないのが現状です。これには法律、経済的側面が大きいのですが、世界に誇る長寿命伝統木造文化の
歴史と知恵を持った日本が、耐震的に優れ、且つ時代の風雪に耐えうる景観的に優れた街並を出現させてゆくことは不可能
なことではないはずだと考えます。

床仕上：室内外を同一素材で揃え、敷地一杯の広が
りを感じさせる構成
耐久性に優れた「スパニッシュテラコッタ」であれば、
経年変化も楽しめ、暖かみのある空間を造ることが
できる。
select item
SPANISH TERRACOTTA/p.59

壁に全て収納できる移動サッシュ
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室内

室外

外気に接した浴室

DESIGN PLAN
Living Dining Room & Garden
select item : AZEKURA/p.54
「校倉」は 2 種類のサイズと 3 種類のテクスチャーがあり、
単調になりやすい壁面を演出できる。

「暖炉」ー囲炉裏に変えて、間伐材による薪の火を中庭の核とする。
大きな落葉樹が中庭全体を覆い、夏の日差しを和らげます。
且つ、自然の四季の移ろいと日々の変化を感じながら生活をします。

食事と団欒を兼用したコンパクトながら天井高の
中庭と室内を貫通する、存在感のある「壁」と「テーブル」

高い豊かな空間

外部空間と一体となった「現代の茶の間」
かつて日本人は「茶の間」で食事、家族の団欒などを同一空間で行い、コンパクトな生活を行ってきました。これを現代に置き換え、頑丈な
壁厚を持つストラクチャーの中に、外部空間を取り込んだ小宇宙を形成する住宅をテーマとして考えてみました。夜、カーテンを閉めなくて
もプライバシーを守れ、24 時間、敷地一杯の広がりを感じることが出来る住宅。京都、金沢等、歴史ある町屋に見られる古い伝統的な知恵を
現代に生かしたと考えてよいでしょう。リビングと中庭の面積はほぼ同じ面積を確保し、建築面積の制限される建蔽率を最大限活用します。
将来、このプランが、町中の小さなギャラリーを持つ喫茶店にコンバージョンされる事を想像し、現在建築界が抱える様々な問題点に思いを
馳せながらスケッチを終えました。
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KILLY KUNIMOTO

キリー・クニモト／ 1949 年 生まれ
クニモトアーキテクトデザイングループ 株式会社／神奈川県横浜市中区山下町
US OFFICE ／ Gilmore Road, SE, Smyrna, Georgia U.S.A
1971 年 ハワイ州立大学アメリカ建築研究所認定書
1972 年 日本大学理工学部建築科 卒業
1976 年 ユタ州立大学ファインアート学部 卒業
1978 年 オハイオ州ケント州立大学建築学修士課程 修了
1993 年 マサチューセッツ州ハーバード大学 ゴルフクラブハウスデザインの用地計画認定書
1990 年 米国法人 クニモトアーキテクトデザイングループ 設立
2000 年 日本法人 クニモトアキテクトデザイングループ 株式会社 設立
2001 年 全米住宅協会ジョージア州 理事就任
http://www.kunimotojp.com

主な受賞歴
1975 年 ユタ州立大学大学センター学生アートショウ受賞
オールユタアート賞１位
1976 年 ユタ州立大学ガエルリンドストーム
ベストアーティスト賞
＜アトランタホームビルダー協会＞
1991 年 ゴールドオビー賞・シルバーオビー賞
1993 年 シルバーオビー賞
1994 年 ゴールドオビー賞・シルバーオビー賞
＜ホリデーイン ワールドワイド＞
1998 年 現代化賞 テネシー州ハリマン市
現代化賞 インディアナ州ローガンスポート市

優れたデザインは、住宅空間を豊かにすると考えております。
クラッシックデザインにトレンドデザインを加え、常に新しいデ
ザイン提案をしております。
デザイン詳細、カラーデザイン、トリムデザイン、タイルデザイ
ン等、さまざまなデザインを積み重ね、クライアントのオリジナ
ルデザインを創り上げます。
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select item : AZUCHI/p.46

DESIGN PLAN
Japanese Style Room
ステンレスのプレートに曲線のスリットと正角のマドを開け、
朱色の美しいタイルが奥から覗く。
和室の床の間を飾るこのデザインは、従来の和室にはない表
情を与えるが、斬新過ぎず何故か優しい印象も受ける。
この壁面の手前にはシンプルに優美な花を生けてみたい。

壁 面 に ニ ッ チ を 設 け、 麻 布 の テ ク ス
チャーを持つ「雅趣」を魅せる。
遊び心と、品を感じさせるオリジナリ
ティ溢れる和の空間を演出します。
select item : GASHU/p.47

MARBLE MOSAIC ART/p.53

ASIAN STYLE DESIGN
クラシックデザインを得意としているが、和室か
らアジアンスタイル、石を主に使ったヨーロッパ
形式の建物までも手掛け、これまでに多くの実績
を残している。
様々な地形、家に想いを込めるご家族の要望や予
算、住まい方までをも考慮しなければならないが、
それこそが建築家を続けている楽しみの１つなの
です。
住宅は非常に楽しい。
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KILLY KUNIMOTO DESIGN PLAN
Exterior

クラシックデザインを取り入れた住宅は、建物と敷地のバランスも重要となる。
デコラティブに開口部をモールディングで飾り付けるだけでは、チープなアメ
リカン住宅となりうるのです。
新築時にはあまり気になりませんが、5 年後には素材の良し悪しが明確に現れ
ます。タイルや天然石における経年変化の美しさやランニングコストを考えれ
ば、安いフェイク素材よりも確実に結果を残してくれる素材です。
本物の素材を選び抜いた建物は資産価値という結果を生み出すことでしょう。
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建物の外壁を美しく飾るモールディングや円柱に
は、従来大理石などを使用していたが、現在では施
工性や加工性などに優れた、セメントや発泡ウレタ
ンを成形したものを用いる場合が多い。
しかしながら、優れた耐久性を持つ焼物も使ってみ
たい。
圧倒的な重厚感や質感、経年変化を楽しむことがで
き、年月を重ねるごとに、建物の表情に深みが出て
くるのが魅力的な建材ですね。
資産価値を高める建材と言っても過言ではないの
でしょうか。
大型テラコッタ各種サンプル
最大サイズ W800 〜 L400mm までの
製品を一体成形で生産できます。
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HIROSHI MORISHIMA

森嶋 浩
株式会社 伊藤喜三郎建築研究所
設計部 第二設計室 プロジェクトリーダー
本

社／東京都品川区

仙台支店／宮城県仙台市
大阪支店／大阪府大阪市中央区
1965 年 東京都生まれ
1988 年 日本大学理工学部 卒業

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 入社 本社勤務

http://www.k-ito.jp

伊藤喜三郎建築研究所は多くの医療施設、福祉施設、高齢者施設を設計した経験と実績
によるノウハウの蓄積を活かし、国内はもとより海外にわたり、あらゆる分野の建築の
設計・監理を中心に調査、診断、企画、コンサルタントを行う総合設計事務所です。
1952 年の創業以来、不断の研鑽を重ねることにより、プロジェクトにかかわる方々と
の信頼関係を築きながら、人間性と機能性そして未来への視点をも備えた提案を続けて
まいりました。
大学病院、自治体病院、クリニックなどの医療施設や福祉施設に留まらず、教育文化、
研究、産業、住宅などあらゆる分野にまたがるプロジェクトを手がけてまいりました。
これからも、建築と環境をとりまくさまざまなテーマに対して価値の高いサービスの提
供に努めてまいります。

白金台 TF ビル

音羽倶楽部

プラセオ青山
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DESIGN PLAN
Dining Kitchen

select item : GLOBE/p.58 & NAGOMI/p.49

select item : FLAG STONE/p.61

プランニングにあたって
基本的に壁・天井の「白」と床の「黒」で構成し、押し付けがましい主張をできるだけ
排除したシンプルな建築（インテリア）を心がけました。
壁・天井は、主に塗装による「白」で占められていますが、部分的なアクセントとして
淡いクリーム色のライムストーンやかまぼこ形状のタイルにより、壁面に光による微
妙な陰影を与え、さまざまな「白」の表情を演出します。「白」の対照として床の「黒」
は玄昌石を用い、強烈な「黒」というよりも淡く風合いのある「黒」で構成し、「白」
と「黒」のやわらかい対比のなかでやすらぎのある空間が生まれることを考えながらス
ケッチしました。
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TAKAHIRO NAKAJIMA

中島 隆弘／ 1968 年 埼玉県生まれ
キクマ設計室／埼玉県ふじみ野市
1992 年 東洋大学工学部土木工学科 卒業
株式会社 東京建設コンサルタント 入社
建設省（現国土交通省）発注の道路デザインを多数手掛ける
1995 年 株式会社 イオンアーキテクツ設計事務所 入社
一般住宅（木造・S 造・RC 造）、店舗併用住宅、店舗デザイン、家具デザインを多数手掛ける
2000 年 エルデザインを共同運営
2006 年 キクマ設計室 設立
一般住宅（木造・S 造・RC 造）、店舗デザイン、家具デザインを多数手掛け現在に至る
事務所名称の由来：祖父

矢野喜久馬より拝借

http://www.kikumacafe.jp
nkj@d7.dion.ne.jp

MIZUNAMI M HOUSE

「形態は機能に従う

はずである」

土木設計時代、設計スタンスとして「設計するすべての事項に
理由があり、説明がつくように」ということを学んだ。
それが全て正しいとは思わないが、建築もその持ち主 ･ 利用者
がどう使うかを敷地や法令、コストの中で形にしてゆくと、必
然的にそれに近い形態が出来上がる。
「建築家≒料理人」
しかしそれだけでは未完成。その必然的な形態の中にも、ただ
理屈抜きで美しい、かわいいなどの要素を入れることを忘れな
いようにしたい。
必然的なベースにちょっとした遊びや工夫、アクセントなど専
門家ならではの提案を盛り込んで、初めて愛すべき建築が出来
上がる。
ちょっとした塩加減や、香草などで風味付けによって料理の味
ががらりと変わる。…建築デザインもそれに似た作業である。
「土に還る」
最近思うこととして、なんだかんだ言っても人間は自然由来の素材が心地よいのだ、と。建築材料
にも言えることである。
例えば内装の壁を白く塗りたいとき、漆喰の白か、ペンキの白か。見た目はほとんど同じ色だとし
ても、その素材感、光の反射、音の響き、場所の空気感、はたまた経年による汚れ方が圧倒的に違う。
あらゆる条件の中で許される限り、自然由来の素材にこだわって出来上がった建築は、永く愛され
るであろうし、ぜひ愛してもらいたいと願う。
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KAWAGOE O HOUSE

DESIGN PLAN
Entrance Hall

B D
A B
C

タイルと他要素との

B

コラボレーション
今回ご提案させていただきまし
たプランは、突飛な案というよ
りも、「こんなところにもタイル
を貼ってみました」という観点
の小ネタを集めてみました。
さらに、「タイル張り＝コストが
かかる」 というイメージを覆す
べく、お金はかけなくともタイ
ルで空間を魅せることができる

A B

B D

参考例を挙げることで、一般の
住宅にも家中のいろいろな部分
に採用し易くなればと考えまし
た。

MAMORU
A 〜ぜひ水廻り以外でも〜
水廻りでは当たり前のように使われるタイ
ル。水廻りでない空間ではちょっとした水
にふれがちな部分を守りたい。玄関ホール
の一時的な傘掛けや、手洗いのタオル掛け
背面に、意匠を兼ねながら使うとよい。
さらにその「強み」を生かし、あえて水を
使って動きのある演出とするのは「悪ノリ」

GLASS DROP/p.48

HIKARI - to - SET
B 〜複合的照明器具〜

ICE JADE/p.48

だろうか（笑 )。

タイルのマイナスイメージを挙げるとすれ
ば、「堅い」「冷たい」かも知れない。

BACK - ni - HARU
D 〜収納・飾り棚と〜

飾り棚などのスペースの
後ろにタイルを貼りたい。

そこへ、斜めからやわらかい光（電球色 )

バックにタイルを貼るこ

を当てることで、その陰影が素材感として

とで、飾ってある、もし

の凹凸を浮かび上がらせ、また焼きの表面

くは単に置いてあるモノ

の暖かな反射光まですべての要素が「複合

たちを特別な存在にして

的間接照明」として空間を演出してくれる。

くれる。

また透過性タイル「アイスジェイド」など

既 製 の ガ ラ ス 戸 棚 な ど、

を階段ケ込みや飾りニッチなどに貼り、裏
に照明を仕込んでもいい。

MONO BAR/p.49

収納家具の内部背面に
貼っても面白い。

C ATATAMERU 〜床暖房とご一緒に〜
タイルには「冷たさ」「堅さ」があるが、ぜひ素足の空間で床暖房と
組合せて使ってみたい。冬は暖房の熱がじんわりと足の裏から伝わる
心地よさ、夏はひんやりと涼しげな感触で心身を癒してくれる。
また近年需要が急増している「ペット専用空間」の床にもおススメだ。
下地はコンパネなどの木下地とすることで、足への反発・歩行感は意
外なほどに優しくなる。

CLASSICAL/p.46
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MASATO NIIMURA

新村 真人
有限会社 アトリエ・エイチアンドエム／東京都中央区
1992 年 日本大学生産工学部建築工学科 卒業

株式会社 レーモンド設計事務所 入社

2001 年 株式会社 レーモンド設計事務所 退社
2002 年 有限会社 アトリエ・エイチアンドエム 一級建築士事務所 共同設立
同士と共により良い建築を目指し、当事務所を設立。住宅を始め、医療施設・ブライダル施設・商業施設等、様々
な用途の拘りの建築を造り続けている。
また家具や照明器具のデザインも手掛ける他、ホテルのリノベーション事業や都市開発事業にも取り組みを見せ、
より広い分野での「 H&M-Style 」の確立を目指している。
http://www3.ocn.ne.jp/˜h-m/ 【アトリエ・エイチアンドエムにて検索】

「拘りを捨て、拘りを持つ」
「拘り」とは時には周りを見えなくするものです。
余計な拘りを脱ぎ捨てて真の拘りのみを纏った
時、有終の美を飾れる事でしょう。
「拘り」の一つとして自然素材への拘り。
人に優しい建築を目指す為にも欠かせない拘り
ではないだろうか。優しいだけではなく、天然
の表情や質感、感触が「温かみ」生み、時が経
つほど朽ちるのではなく味わいと風格をも備え
て来るのです。
そんな真の拘りを一緒に探して行けたらと思い
ます。

Asian HOUSE

select item : TOHA/p.47
陶波の美しさは立体的な形状だ
けでなく、上釉（うわぐすり）に
細かく入ったヒビのような貫入
（かんにゅう）が、焼物ならでは
の美しさを表現している。

select item
TAIKO/p.47
陶波と漆喰だけでも美しい外構
壁となるが、アクセントがある
と、より壁面が締まる。
Rosette GARDEN
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太鼓は数百年の時を経たかのよ
うな質感を持つ。

DESIGN PLAN
Japanese Style Approach & Room

FLEXSTONE ／フレックスストーン
シート状のドイツ産天然砂岩。
目地の必要が無く、曲面にも使用でき
ます。透過性があるので、間接照明と
しても楽しめる日本初の内外装材。

select item
MARBLE MOSAIC/p.49 & STONE FINE/p.60

プランニングにあたって
門をくぐり、人を迎え入れ、御持て成しをする玄関までのアプローチは時に
は癒しの空間であり、時には身を引き締める荘厳な空間でもある。今日の日
本の土地事情を考えますと非常に贅沢な空間であるかもしれません。
アプローチの床材として、従来の洗い出しとは考えを変え、骨材及び左官材
を選ぶ事によって様々な表情に変化し、目地を目地と思わせないデザインに
よりリズミカルな空間へと変化を遂げるでしょう。壁のデザインによっても
個性が増す事は間違いなしです。玄関先で迎えてくれる温かい灯りが誰もの
心を温かくしてくれる事と思います。

和室とは今日の住宅事情から敬遠されがちの
所もあります。しかし我々は日本人。畳の匂
いを嗅ぐと安心するのは私だけではないはず
です。和室に存在感のある床の間も設ける事
によって、他には無い貴方だけの拘りある特
別な空間が誕生するのです。
床の間の壁に質感のあるタイルを施し、ライ
トアップさせる。掛け軸に見立てた内照式の
壁は一際、神秘的に感じられる。いっその事、
壁全体を内照式として光壁としてしまうのも
面白いかもしれませんね。脇にその空間に見
合う仏壇を設けるのも貴方の拘り次第です。
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TOSHIKAZU NISHIZAWA

建築は場所と用途で決まるものだが、
時が経って、自然にその風景や時間の一部と
なってゆくような存在になって行く。
生きている美しい風景は人に感動を与える。

西沢 利一
株式会社 西沢建築研究所
長野県長野市
1967 年 県立長野工業高校 卒業
1990 年 株式会社 西沢建築研究所 設立
所属団体
社団法人 日本建築家協会
社団法人 長野県建築士会
http://nishizawa-arc.co.jp

受賞履歴
1994 年
いいやま景観賞／浅葉野庵
1995 年
第３回長野県建築文化賞優秀賞
ヘンリー・ミラー美術館
1997 年
第４回長野県建築文化賞奨励賞／萩原邸
1999 年
第５回長野県建築文化賞優秀賞／三水郵便局
2001 年
第 10 回小布施景観奨励賞／宮崎邸
2002 年
中野市景観賞／堀内邸

建築＝風景＝責任
シンプル―素朴―モダン
個性的―選ばれた人々
生活はセンス
建築は箱（これが重要）中身は
生活する人々の味付け―
建築は完成されすぎないのが理想
性能やモノからは何も生まれない
既成概念にとらわれない
手仕事へのこだわり
物づくりへの純粋な精神
小さなセレクトショップになろう
1 個しかない物はすごく愛しい
ディテールを感じないディテール
良いものを少しだけ
部屋から空間への移行はどだい無理
家族を育む家―生きていくことの中で
大切なものはそんなに多いと思わないよ
歳をとる事は見えないモノが見えてくる事
質感は大事、―土に遷る思考
異端であること（モノマネでない）
を恐れない
大きな建築にイイモノがないなぁー
私に一度お試しあれ！
時代を切り取る―エッヂに挑戦
（エッヂ＝受け入れられる、
受け入れられないの限界値みたいなもの）
信頼＝正直
家＝最大の選択に理由なんてない＝直感さ
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DESIGN PLAN
House

床面／ select item : CRACKY/p.49
水廻りの床をすべて同じタイルで統一。
あえてミックスパターンを取り入れず、単色
にすることが潔い。暖色系のカラーでフロー
リングとのバランスを。

壁面／ select item : CRACKY/p.49
床面より明るく清潔感のあるホワイトで壁面
も統一したい。
「クラッキー」はガラス釉に入っ
た繊細な貫入が美しいので単色であっても楽
しめる。

若い夫婦が時々訪ねてきてくれる。
予算が足りなくて、断念される事もある。
水廻りが重要なポイントだが
家の大小にかかわらず、
お金のかかる場所でもある
集中して考えて見ると結構おもしろい。
床、壁をタイルでデザインすると
意外な別世界が生まれる。
若い家族の為に
1,500 万以内という設定をしてみた。

YCH 計画
1F 床面積
2F 床面積

48.40㎡（14.64 坪）
22.00㎡（ 6.66 坪）

TOTAL

70.40㎡（21.30 坪）

外装／タイル貼り
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MASAKO NOSAKA

野坂 昌子／東京都生まれ
株式会社 アトリエ Tamamo
東京都新宿区
1964 年 女子美術短期大学造形科 卒業

株式会社 乃村工藝社 入社

1990 年 デザイン事務所 アトリエ Tamamo 設立
2000 年 株式会社 アトリエ Tamamo 設立
主な受賞歴
1991 年 神奈川県 BEST SHOP 賞 受賞
http://www.ateliertamamo.com

想い
Scape Design の原点は創意と発想・・・
素材と仕上げの技巧の功出だけがデザインではない。
Scape Design を素材と技巧の呪縛から解放して、クリエイティブなアイディアからよ
り芸術性を高め、提唱されて久しい、精神的・物理的な快適さをシンプルさと融合させ
る哲学 =「ミニマリズム」の中から新しい Design のあり方を求めてゆきたい。
その原点は禅なのか、哲学なのか、思想なのか、人の心に訴えるものは何なのかと、常
に現実とのたたかいを強いられつつ、古き良きものを生かし、オーセンティックなスタ
イルも大切にし、モダンさの表現を求めてゆきたい。
そんな＜想い＞をベースに作り上げるものを作品と考え、必ずテーマを持ち、他の分野
のアーティスト達とのコラボレーションで、生きた空間を作りあげてゆきたい。
たまに遊び心をとらえながら・・・

TAMAMO HOUSE
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DESIGN PLAN
Living Room
暖炉を囲み、あらゆる分野の人達とのコミュニケーションスペースとして。
真っ白な壁にホワイトアッシュのフローリングの床の中で、大好きなトラバーチンの組み合わせで暖炉を表現。
設計段階で上質のレッドトラバーチンを確保する。

暖炉には表情が豊かで暖かみのある素材が良く似合う。
レッドトラバーチンとホワイトトラバーチンのコンビネーション暖炉はシンプルに主張します。
それぞれの素材が持つ特徴を生かしたプランです。
美しい紋様を持つ天然石との出会いは偶然が重なり合った奇跡と呼べます。
天然石の特徴を考慮し、紋様を生かした加工が重要となります。
カタログに掲載のない天然石も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

上品な暖炉の下にさりげなくライムストーンを。
フローリングとのバランスも良い優しい色合いの天然石。
select item : LIME STONE/p.61
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MASAKO NOSAKA DESIGN PLAN
Bath & Toilet & Sanitary / Entrance Hall / Bed Room

強化ガラスで間仕切られた開放的な水廻り。
浴槽に体を沈めて眺める景色は、疲れを心の中から取り去って
くれます。
壁面には光の反射が美しいガラス製モザイクタイルを選択。
洗面カウンターのミラーに写り込む「イリジウムモザイク」が
日々の生活を豊かにしてくれます。

select item
IRIDIUM MOSAIC/p.48

Bath & Toilet & Sanitary : TAMAMO HOUSE
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KOBAYASHI HOUSE

IRIDIUM MOSAIC/p.48

エントランスホールにはサークルを配したい。
光を美しく反射するガラス製の「イリジウムモザイク」
でオーナーのこだわりを表現し、「ロートアイアン」
と「ステンドグラス」がアプローチの空間に開放感と
気品を与える。

WROUGHT IRON/p.50
STAINED GLASS/p.52

アクセントとして異なる厚みのボーダータイルを選択。
交互に組み合わせることによって生まれる高低差が、陰影
を作り出し空間を演出します。
アーチを描きながら室外のバルコニーまで連続させ、隣家
からの視線を遮り、開放的な安らぎを与えます。間接照明
を優しく反射し、就寝時に適度な明るさが得られるのも魅
力です。

31

KEI SANO

佐野 契
株式会社 佐野契建築設計事務所
東京都港区南青山
1991 年 東京理科大学理工学部建築学科 卒業（卒業設計賞）
株式会社 松田平田設計（現 松田平田設計）入所
2000 年 株式会社 佐野契建築設計事務所 設立
主な受賞歴
平成 16 年度 まちなみ住宅 100 選／優秀賞
第７回・第８回環境色彩コンペティション グッド・ペインティング・カラー／最優秀賞
ハウステンボス オブジェ・インスタレーションコンペティション／メディア賞

等

http://www.skad.co.jp

GARDEN
ガーデンライフを紐解く鍵として、イギリスにおけるガーデンと建築の歴史を考えてみましょう。
1800 年より前、産業革命以前、ガーデンがある屋敷というのは貴族の館でした。広大な領土を持っており、風形式庭園やイタリア式、フラ
ンス式庭園などのガーデンはお客を呼びパーティーを開く上で趣向を凝らした娯楽のひとつでした。
産業革命以降は資本家を中心としたブルジョワジー階級（医者や弁護士などの専門）が、自分の土地を持ちフロントヤードとバックヤードの
ある家を所有するようになりました。田園地帯では元々コテージガーデンと呼ばれる農家の田舎屋がありましたが、農家の庭ですから、自給
自足できるように野菜や果樹を植える場所があり、生活の庭がありました。新しい富裕層の理想的な生活は自給自足もできるコテージガーデ
ンがあることでした。
人々の生活は建物だけで成り立たせることも可能ですが、美しいガーデンで、しかも使えるガーデン（ベジタブルガーデンやオーチャードガー
デン）があればさらに豊かな生活が送れると思います。

この浴室は天井全面がトップライトとなっており、視覚的に屋外に解放された空間となっています。白樺の林を

LODGE KURINOKI

イメージした壁面装飾「イリジウムモザイク」が屋外空間と重なり合い開放感のある浴室空間を試みました。

IRIDIUM MOSAIC/p.48

施主様のこだわりを屋内プールに表現した住宅。
奥の壁面にはイタリアの提携工房によるガラスモザ
イクアート、側面には絵画を強化ガラスで間仕切り、
ギャラリースペースを設けました。
至福の時間を過ごせる、まさに聖域と呼べる空間。

F HOUSE
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DESIGN PLAN
Orangerie in Garden
壁面に風景やトレリス、草花、大理石模様の忠実な描写などを描くイタリアンイン
テリアの手法。それをオランジェリーの柱や壁面にモザイク画で施し明るいガーデ
ン空間を想定しました。
周りはガーデンに囲まれ、内側のガーデンモザイクと重なり合うガゼボのような雰
囲気。ガーデンに囲まれて過ごすガーデンライフ。
椅子とテーブルを置いて、人を招くもよし、ひとりで午後の紅茶をするもよし。
ゆったりとした時間の流れに身を任せ自然を感じる。
至福の空間の提案です。

select item
GLASS MOSAIC/p.48

TOP LIGHT

ブルーベル柄サークル
MARBLE MOSAIC/p.49

サークルパターン
GLOBE/p.58

AZUCHI/p.46
& GASHU BORDER/p.47

ガーデン事例

ガーデン事例

建物とガーデン事例

33

HIROMI SASAKI

佐々木 弘美
代表取締役
エールテック 株式会社
東京都港区南青山
1965 年 神奈川県横浜生まれ
1987 年 武蔵野美術大学造形学部インテリアデザイン専攻科 卒業
鹿島建設 株式会社 建築設計本部インテリアデザイン部 勤務
1996 年 株式会社 イリア インテリアデザイン部 勤務
2002 年 エールテック 株式会社 設立
2008 年 スタジオ Sept Jasmin 設立
TEL. 03-5771-4417

代表作
伊藤病院／東京 表参道
ホテル日航福岡新館「チャペル プリエール」／福岡
八王子カントリークラブ／東京
ホテル日航熊本／熊本
当間高原リゾート ホテルべルナティオ／新潟
ホテル日航八重山 レストランセリーナ・バーベキューテラス／石垣
ホテルラフォーレ東京／東京
ホテルラフォーレ新大阪／大阪
油谷湾温泉ホテル楊貴館／山口
千疋屋総本店／東京
ホテル日航福岡レストランセリーナ／福岡
東京ベイ舞浜ホテル／千葉
宮前平ゆけむりの庄／神奈川
すすきのゆけむりの里 エステサロン和香庵／神奈川
すすきのゆけむりの里 パブリックエリア／神奈川
ホテル日航福岡 客室／福岡
銀座レカン／東京
I 邸／東京
M 邸／神奈川
漢庭ホテル／中国 上海・杭州・西安・北京
理想 CITY ／中国 瀋陽

大切にしていること
「 TOUCH 」
手に触れた時の肌ざわり

素材に光があたったその表情

それらの調和が完璧

であること。これが無意識の意識に深く作用し、訪れた人に心地よさを感じて
いただけたら…。
「 SCENE 」
レストランやホテルなどを、訪れたゲストの思い出や幸せのシーンづくりのお
手伝いをしたいと思っています。
「 TOTAL DESIGN 」
デザインは、プランニングから内装材や家具の選定では終わりません。
照明計画、サイングラフィック、アートワークからゴミ箱まで、統一されたデ
ザイン思想に沿わせることが大切だと考えます。
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DESIGN PLAN

Shower Booth

Spa & Lounge

印象的な素材感が空間に奥行きを与え
豪華さを演出します。

ラグジュアリーなゆったりとしたくつろぎの空間。
柔らかい色調のタイルと
きらっと光るアクセントタイルの対比で
メリハリをつけています。
オリエンタルなムードを醸し出すディテールと融合し
静かな時間を演出します。

select item
GLASS MOSAIC/p.48

プランのイメージを伝える手法として、CG パースや、手描きスケッチ
などと併せ、実際のマテリアルに触れていただいています。

＜温浴施設＞
一日過ごせる温浴施設としての様々な業態（レストラン・マッサージ・
エステ・風呂・リラクゼーション）を、限られた敷地内にストーリー
立てて構築しました。
和というデザインをベースにモダンにアレンジを加えながら、エリア
ごとに嗜好を凝らしています。
荒々しい素材感の強いエリア、やさしいタッチのくつろぎのエリア。
古木丸太を山で探して家具にしたり、アーティストに無理なお願いで
作品を提供してもらう交渉をしたり、オーナーとともに手作り感覚で
作り上げた施設です。
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MAMI TANAKA

田中 まみ／東京都生まれ
株式会社 T.F.T. Design Works ／東京都港区南青山
東洋英和女学院短期大学 卒業
町田ひろ子 インテリアコーディネーターアカデミー 卒業

株式会社 I.C.WORKS 入社

株式会社 T.F.T. Design Works 設立
個人住宅のインテリア、ハウジングメーカーなどのモデルハウスと同時に
商業店舗やホテル、オフィス、医療福祉施設まで多岐にわたる
トータル・コーディネーション
それぞれのステージにあった

を指向する T.F.T. Design Works 。

Individual Comfortable（個々の快適さ） の創造と実践を日々目指しています。

E-mail. sectionm@tft-designworks.com

主な経歴・実績
フォーシズンズホテル東京椿山荘（スパ、中国料理レストラン「養源斎」）
日航金沢ホテル
京都国際ホテル
ホテルアソシア高山リゾート
名古屋マリオットアソシアホテル（フィットネス、クリスマスディスプレイ）
ホテルアソシア豊橋（チャペル改装）
ホテル日航アリビア（ハーブ＆グリルレストラン HANAHANA 改修）
たかの友梨ビューティークリニック
（大阪 梅田店／東京 二子玉川店／福岡 天神店／銀座 cellcosmet spa）
広島 IGL 学園福祉会（老人保健施設 ベルローゼ、東広島サムエル保育園）
関電不動産（エルグレース神戸三宮タワーステージ）
住友不動産（つつじヶ丘ガーデンハウス、東京月島ガーデンハウス）
大京（ライオンズタワー神戸元町、ライオンズ横浜ポートサイド
ザ・ライオンズ久留米ウェリスタワー）

ホテル日航金沢

たかの友梨 cellcosmet spa 銀座店
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DESIGN PLAN
Living Dining Kitchen

プランニングにあたって
これからの住空間が目指すところは、「水廻りの高級化」とい
う点が一つの課題と思われます。
これは最近の外資系ホテルの客室にも見られるところですが、
この水廻りの作り方で、その客室の付加価値が上がると言われ
ています。
住空間も同じです。たとえば、キッチンは日の当たらないとこ
ろで隠すものではなく、家族やお客様とのコミュニケーション

暖炉：TOHA/p.47
異なる凹凸形状とサイズの組
み合わせによって、様々な表
情を作り出せるのが魅力。照
明の光を美しく反射させま
す。

の場となるパブリックスペースです。扉面材やカウンターに天
然木、天然石といった素材でグレード感を上げています。
キッチンスタジオという言葉が生まれたように、「キッチンは
料理を作る場からゲストを迎える場へ」と、このプロジェクト
でも意識しています。パブリック性を求めて特別にまたオリジ
ナリティーを意識して作り上げています。

床面：GLOBE/p.58
ライムストーンの風合いを忠実に再現し
たタイル。天然石よりも耐久性に優れて
いるので床面にぜひ使っていただきたい。

壁面：LIME STONE/p.61
優しいカラーが上質な空間を
生み出してくれる天然石です。
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MAMI TANAKA DESIGN PLAN

これからの住空間は、住宅、ホテルに限らず

Living Dining Kitchen
リビングと同じ空間に配されたキッチン

どのように日々を楽しまれるのかによって、キッチンのレイアウトと仕上げ材を適材適所で考慮しなければなりません。
この３プランはそれらを想定しました。
間仕切りのない前項のリビングとつながった空間になってます。

バリアフリーデザイン
空間を単純に区切る・仕切るのではなく、次の空間へとつなげて
一体感を演出し、広がりを確保していく。
住空間においては、ドライエリアとウェットエリアの連続性を
持たせる事により、新しいライフスタイルの確立を目指しています。

Dining Kitchen - A
リビングとの統一感を演出する為「ライムストーン」天然石を採用

LIME STONE/p.61
アイランドタイプは汚れを気にせず壁面を統一
フロアやリビング壁面との一体感が生まれ
シンプルに大空間を感じられる。
ライムストーンは高級感だけではなく
暖かみがあるので、冷たい印象はない。

GLASS MOSAIC/p.48
魅せるキッチンで家族やゲストとの会話に彩りを添えます。
97 色ものカラーバリエーションがあるので様々なデザインを楽しめる。
リビングのソファーから眺めるキッチンが華やかに演出できます。
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水廻りスペースをいかに快適に過ごせるかが課題となります。

Dining Kitchen - B
キッチンの壁は掃除のしやすいステンレスパネルかガラス板を採用

Dining Kitchen - C
コンロと水廻りをアイランドにおさめているので、汚れの
心配がない為アクセントに「ガラスモザイク」を採用
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TOSHITAKA TOYOTA

豊田 敏隆／ 1948 年 愛知県生まれ
有限会社 ゼロ設計室／東京都港区
1970 年 建築学科を卒業

県内外の設計事務所に勤務

1981 年 有限会社 ゼロ設計室 設立
全国の数多くの温浴施設設計を手がける
社団法人 日本建築学会正会員
社団法人 新日本建築家協会正会員
社団法人 東京建築士会正会員
財団法人 日本健康スポーツ連盟評議員
特定非営利活動法人 日本スパ協会会員
http://www.0-zero.jp
主な実績と作品
千葉健康ランド
ワイルドブルー横浜（温浴ゾーン）
マリーナシティホールウェーブ
けんじワールド（温浴ゾーン）
横浜国際総合球技場（温浴ゾーン）
メルモンテ日光霧降（スパエリア）
天城温泉会館 はないちもんめの湯
川根温泉 ふれあいの泉
増富の湯
ひびきの湯かっこ
オーシャンスパおおきじま

SPA NEW JAPAN YOKOHAMA

南八ヶ岳 花の森公園
ららぽーとの湯 常磐殿
松戸 湯楽の里

ゼロから始まる設計思想
ゼロ設計室のゼロは原点に立つ事を忘れず物事に取り掛かるという思いを込めて命名いたしました。
顧客のニーズの本質を適格に捕らえ、そのための型を具体化するのが設計事務所の役割です。
機能と空間と居心地を常にイメージし、使う側に立った発想で設計する事が我々の基本理念です。
特殊分野である水廻りの設計でも一戸建ての設計でも、基本は同じであらねばなりません。
設備・構造・施工・運営等全ての要件を考え一本一本思いを込めて線を引く、この気持ちを何時も忘れずにやってきました。

南大門
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DESIGN PLAN
Barbecue Terrasse
プランニングにあたって
昨今、家族への回帰が叫ばれ、皆さんホームパーティー
等を開き楽しく過す事が多くなって来ました。晴れた
日には、たまには庭に出てバーベキューを楽しんだり
する様、簡単なバーベキュー炉の提案です。
このバーベキュー炉は簡単に家族一緒に作れる様イ
メージしました。一般には耐火煉瓦等で作りますが、
コンクリートブロックで作る事に依り、作業時間も短
くてすみます。又、コンクリートブロックですので庭
にあった楽しいカラフルなタイルを貼る事に依り庭の
アクセントにする事も可能です。

select item
DIAMANT MOSAIC/p.49

select item
CLASSICAL/p.46

レンガ積みのバーベキュー炉はよく見
られますが、植栽に合わせたカラーの
モザイクタイルで、庭との一体感を。
家族や友人との会話を楽しみながら、
炉を囲んでみてはいかがでしょうか。
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HIDEJI WAKUI

和久井 秀治 /1966 年 生まれ
有限会社 アトリエ・エイチアンドエム／東京都中央区
1987 年 中央工学校建築設計科 卒業
1990 年 NCA 建築綜合設計社 退社
2001 年 株式会社 レーモンド設計事務所 退社
2002 年 有限会社 アトリエ・エイチアンドエム 一級建築士事務所 共同設立
同士と共により良い建築を目指し、当事務所を設立。住宅を始め、医療施設・ブライダル施設・商業施設等、様々
な用途の拘りの建築を造り続けている。
また家具や照明器具のデザインも手掛ける他、ホテルのリノベーション事業や都市開発事業にも取り組みを見せ、
より広い分野での「 H&M-Style 」の確立を目指している。
http://www3.ocn.ne.jp/˜h-m/ 【アトリエ・エイチアンドエムにて検索】

建築をするときの基本理念
最も簡潔にして直裁

素材の持つ力が活き活きとなる

機能的にして経済的

かつ自然なるもののみが真にまったき美を有する

記憶に残る空間を創っています。

故アントニン・レーモンド氏の言葉

GRACEFUL - FIELDS

N HOUSE
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K HOUSE

DESIGN PLAN
Bath & Toilet & Sanitary
select item : WROUGHT IRON/p.50

GLASS
POWDER ROOM

WINDOW

BATH ROOM

TOILET

WINDOW
PATIO
COURTYARD
WINDOW

GLASS

GLASS
DINING ROOM
KITCHEN

select item : GLOBE/p.58

プランニングにあたって
水廻りは、小窓であったり、外部に目隠し用の壁を設けるなどによってプライバシーを
確保している。
それは、他人に

見られたくない

という思いからくる防衛策であり、止むおえずの策

になっている。 閉鎖的で暗く、冬は寒さで遠のいてしまう場所
感のある開放的で

見せたくなる

しかし、水廻りが清潔

場所になる事で、家族の絆を深めたり皆が集いたく

なるのではないでしょうか。
三角形のパティオを囲む水周り（キッチン・浴室・トイレ）は、他人に気使いせず、お
互いのプライバシーを保ちながら開放的な作りになります。各々の壁の一部に、「ステラ
モザイク」のデザイン貼りを行った窓を設け、色で区別する事で存在感を明確にします。
昼間は、太陽の日差しが各々の室内に木漏れ日をもたらし、夜は、室内の照明がパティ
オを色付けます。夜のパティオで、夕涼みをしながら満天の夜空を見上げると、自然に
家族が集まってくるでしょう。
select item : STELLA MOSAIC/p.48

POWDER ROOM

TOILET

COURTYARD
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HIROKI WATANABE

渡辺 博己／ 1961 年 岐阜県土岐市生まれ
１級建築士事務所 有限会社 ナビデザイン／岐阜県土岐市
広告制作会社・設計デザイン事務所にて社会を学んだ後
1990 年 ナビデザイン事務所 設立
1994 年 1 級建築士事務所 有限会社 ナビデザイン 設立
代表作など
TAMAKI co.,ltd オフィス棟・物流センター棟
パテイスリー GRANDIR
だいどこやぶれ傘、など地域発元気印の商業施設に多く携わる。
http://www.navidesign.jp

Designing Theme & Policy
美濃焼産地のひとつである、岐阜県
東濃地方を拠点に地域活性化に少し
でも貢献したい！
と熱い思いで活動しています。
住空間・商空間などあらゆる空間が
持つ影響力を、それぞれの

場

に

漂う空気を感じながら、そこに包（く
る）まれるヒトが真に

幸福

にな

るための道具となるように転換でき
ればと常に考えています。
実際の現場では、ともするとまだま
だ既成概念が渦巻いています。
もっと自由な感性で・発想で、のび
のびと大胆に、この歴史も豊かで優
秀な仕上げ材であるタイルを使いこ
なせればと思います。
耐久性に富み本物の価値あるタイル
は、いつも現場で仕上りを見た時、
空間をグレードアップし引き立たせ
てくれるのにいつも驚かされます。

美容室 フィデウ - チャ
Izawa co.,ltd ショールーム

TAMAKI co.,ltd オフィス棟
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DESIGN PLAN
Japanese Style Room

select item : GLASS MOSAIC/p.48

プランニングにあたって
通り土間をイメージしたエントランスの一角に浮かぶ
とっておきの茶室風スペース。
それはゲストを迎えたり、仲間とお酒を飲んだりと多
目的に利用する現代の茶室。
そこを彩るのは、oribe をインスパイアした織部釉の
深緑色をアクセントカラーにしたタイル。
当地方に残る

史跡

元屋敷窯跡。

その窯跡は古田織部の織部焼発祥と云われています。
約 500 年も前に現れた、アバンギャルドでまさに最先
端であった古田織部に敬意を表して・・・。

select item
ASUKA BORDER/p.47

織部釉の美しさを表現し
た「飛鳥ボーダー」は、
１本１本異なった濃淡が
表現されており、大胆に
魅せることもできる。

select item : TAIKO/p.47

select item : ASUKA TOBAN/p.47
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Japanesque Tile
背筋がピンとする心地よい緊張感。
ゆえに、主をより艶やかに引き立てる名脇役ともなる。
世界に発信する和モダンのタイル。

MOMOYAMA / ももやま
粒子が粗く、ザックリとしたボディーが素焼き風の野趣豊かな味わいを醸し出す。

CLASSICAL / クラシカル
立体的な形状が特徴のスクラッチタイル。
モジュールサイズで貼り合わせの面白さも楽しめます。

RIKYU / 利久
結晶質の釉薬が炎と出会うことで、幾通りにも変化
してできた味わいのある表情が特徴です。

CHIGIRI BORDER / ちぎりボーダー
１本１本手作業で裂いたザックリとした質感と
大胆な焼きムラが特徴です。

CLASSICAL CRUSH
クラシカル 乱形
天然石乱形のエッジ部分の危険性を考慮した
鋳込み成型の素足に優しい土物タイルです。

MUGEN / 夢幻
還元焼成の土物タイルの表面に水ガラスを散らし
そこに土をまぶして焼き付けました。所々に鉄粉が吹き出した様な
ラフな表面は滑り止め効果も期待できます。

AZUCHI / 安土 施釉＆無釉
日本古来の「わび・さび」の感覚に通ずる和の伝統色をベースに釉薬をたっぷりと施した風情豊かなせっ器質施釉タイルと
色土の自然な発色を生かした落ちついた風合いのせっ器質無釉タイルです。
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ASUKA PLATE & ASKA BORDER / 飛鳥プレート＆飛鳥ボーダー
145 × 500 角に同色の 25 × 145 角ボーダーが追加され、より多様なデザインが楽しめます。

YUGA / 釉雅
スクラッチ面に溜まる窯変釉の味わいが特徴です。

TAIKO / 太鼓
立体的な形状が特徴のスクラッチタイル。
モジュールサイズで貼り合わせの面白さも楽しめます。

GASHU / 雅趣
天然麻布の粗い布目を型取った内装壁タイル。
純和風はもちろん、ナチュラルな洋風空間にも
美しく映えます。

TOHA / 陶波
淡い貫入釉を施した凹凸形状で
陰影を効果的に演出します。

WASABI / 和寂
焼き物古来の亀甲貫入を
タイルの上に表現しました。

ASUKA TOBAN / 飛鳥陶板
和の伝統色を意識した落ち着いた色調と還元焼成特有の
焼きムラが、焼き物本来の風情を感じさせます。
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Mosaic Tile
ガラス、セラミック、石。
素材に託す大切なメッセージを目地の流れにのせて限りなく雄弁に・・・。
ICE JADE
GLASS DROP
STELLA MOSAIC

IRIDIUM MOSAIC

ROSARIO BPRDER

GLASS MOSAIC

FANLIGHT GLASS
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STELLA MOSAIC
ステラモザイク

ICE JADE
アイスジェイド

円と楕円というユニークな形状に加え、厚さ
6.5mm の安定感により床への使用も可能な
ガラスモザイクに仕上げました。

透明部分を通して採り込む光と、パール面の
反射に写り込む影の絶妙なコラボレーション
が楽しめます。

IRIDIUM MOSAIC
イリジウムモザイク

GLASS DROP
ガラスドロップ

ベネチアンガラスの伝統を受け継いだ、イタ
リア産のガラスモザイクタイルです。光とガ
ラスが交錯し響き合って華麗なイリュージョ
ンを描き出す。

どこかレトロな雰囲気を感じさせるやわらか
な表情のガラスモザイクタイルです。

GLASS MOSAIC
ガラスモザイク

FANLIGHT GLASS
ファンライトガラス

ROSARIO BORDER
ロザリオボーダー

プレーン、マーブル、パープルと異なるテク
スチャーにガラスの魅力を余すところなく表
現しました。装飾的インテリア材として卓越
した存在感を発揮します。

25 × 11.5 角の８色にコーディネイトされ
たモールディングとベビーバーをご用意しま
した。
無色透明を追加し、全９色ございます。

複数の色をバランス良く配したプレミックス
カラーのネット貼り仕様により、豪華でニュ
アンス豊かな装飾面を簡単にお作りいただけ
ます。

DIAMANT MOSAIC & PEBBLE
ギヤマンモザイク・ギヤマンペブル
従来の磁器タイルの長所である扱いの良さ・耐候性を旨くドッキングさせ
ることで欠点を克服した新発想のガラスモザイクタイルです。
玉石形状のペブルもございます。

MONO MOSAIC & BAR
モノモザイク・モノバー
透明感のあるガラス釉に、表情の変化が繊
細な結晶釉の新色もプラスし、クラシック
で懐かしい、それでいてどこか新鮮な 15
角モザイクタイルが完成しました。

PLANET MOSAIC
プラネットモザイク
今までになかった無釉の楕円と丸のモザイクタイルです。
同形状で厚みを合わせたガラスタイル「ステラモザイク」とのコーディネイトが楽しめます。

SCHEME
スキーム
アメリカで人気の高いモザイク３形状・１３色を日本でも紹介します。
３形状を組み合わせることによって、今までにないデザインも楽しめます。

CRACKY
クラッキー
釉薬だまりに出来た貫入の繊細な質感をフ
レンチタイルを思わせるクリアーな発色の
上釉の中に表現しました。

FORUM
フォーラム
結晶釉の魅力に焦点をしぼりました。
一枚のタイルの中に結晶がつくる自然なグラデーションが広がります。

CRYSTAL LINE
クリスタルライン
スーパーホワイトの素地にクリスタルな結晶釉を使用した
モザイクタイルです。

NAGOMI
なごみ
優しい色合いのかまぼこ形状が、落ち着い
た雰囲気の中に個性を感じさせます。

MARBLE MOSAIC
マーブルモザイク
豊富なカラーで品質本位、しかも価格はエコノミーとお客様のメリットを最大限に追求した
大理石モザイクです。高級素材の魅力をお楽しみください。
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Craft & Art

Japan & Italy
WROUGHT IRON

鉄を１本１本叩いて形づくるロートアイアン。
イタリア、マエストロの熟練の技が漆黒の塊に命を吹き込みます。
本物の鉄にしかない、あたたかみのある表情をお確かめください。
イタリア・日本両工房の連携により、製作・組み立てを効率的に行います。
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SAND BLAST & NAME PLATE
タイルや大理石、御影石等にゴム製マスクをして、特殊な砂
を高圧で表面にぶつけて彫り込むサンドブラスト。
マスクの製作からブラスト加工まで、すべて自社工房で対応
いたします。

鍛鉄と吹きガラスによるコンビ
ネーションのランプです。

彫り込んだ凹部の文字に着色することも可
鍛鉄による独創的なプロダクトデ

能です。

ザイン。夏の風物詩を美しくアレ
ンジしました。

小物類の中にもしっかりと生きづ
く本物の鉄の存在感をお楽しみく

表札だけでなく、オリジナリティ溢
れる定礎板の製作もいたします。

ださい。

イングリッシュガーデンに欠かすこ
とのできない、風合いある飲泉にも
家族のこだわりを彫り込めます。

パーツの組み合わせによりイメー
ジ通りのフェンス・門扉・手摺な
どを組み立てることができます。
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Craft & Art

Japan & Italy

美しいものへのこだわりが、その小さな１粒１片を
人々の記憶に残る空間のメモリアルへと昇華させる。
デザインを基に、イタリアのマエストロが携わる提携工房もしくは
国内アトリエにてオリジナルの製作をいたします。

STAINED GLASS
イタリア PROGETTO ARTE POLI 社の
ステンドグラスです。
オーダーも受け付けておりますので、お
気軽にお問い合わせください。

WATER JET ART
石板にカラフルな大理石の文字や模様を
はめ込んでアート性の高い作品を作り上
げる「象眼」加工です。
曲線を生かした繊細なデザインも完全
オーダーメイドで精巧に再現いたします。

原画に基づいて作図した線画に沿って忠実に、ウォー
タージェットマシーンがカッティング作業を行いますの
で、ご希望のデザイン、石材をお選びいただけます。
加工した部品を組み合わせ一体化した後、再度磨き上げ
をし納品いたします。
仕上げは本磨きと水磨きに対応しております。
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ART TILE
■ 高温１度焼成

■ 低温２度焼成

生素地に直接描いて 1250℃の高温で焼成するため
ベースの土と釉薬の完全な一体感が生まれる。
凍害地・塩害地といった過酷な条件の下でも安心して
ご使用いただけます。

１度焼き上がったタイルに絵を描いて 800℃で再び焼
き上げます。
焼き上がったタイルに描くため、どんなタイルにもオ
リジナルデザインを施す事ができます。

MOSAIC ART
MARBLE MOSAIC

各種モザイクタイルを使用して、プレゼンから製作ま
ですべて自社工房にて対応いたします。
イタリアのマエストロが携わる提携工房にて製作も行
います。
ORSONI 社より正式に
日本地区の総代理店として
任命されました。

GLASS MOSAIC

ORSONI / オルソーニ
ズマルチ・ベネチアーニ
ヴェネチアンモザイクの栄えある継承
者 と し て ガ ラ ス モ ザ イ ク ひ と 筋 に ART
CRAFT の伝統と歴史を後世に伝えてきた
ORSONI 社の「ズマルト（モザイク用ガ
ラス）」です。

TILE MOSAIC

CHIP MOSAIC / チップモザイク
ランダムな形状と、豊富な 60 色のカラー
バリエーションを揃え、広がりのあるアー
トスペースを作り上げます。
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Exterior Tile

TSUCHIAKARI
土彩
サクサクとした粗野な素地感が、素
焼きタイルのようなあたたかい風合
いを作り出します。
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WAFER
ウエハー
つぶつぶした粗めの素地をベースに
櫛目の凹凸感と釉薬の絡みが絶妙な
壁用タイルです。
使用頻度の高いナチュラルカラー 9
色よりお選びいただけます。

AZEKURA
校倉

PATINA
パティーナ

2 種の形状と３種類の異なるフィ
ニッシュにて個性豊かな壁面に仕上
げます。年月を経た梁や柱の木の質
感やオールドレンガなど伝統を感じ
させる重厚なたたずまいが特徴です。

鉄釉の赤さびた表情が自然な経年変
化の味わいを演出します。
積極的かつ大胆な〝汚し〟の中に完
成度を求めたタイルです。

蒼空の下、風と親しみ草木と和む、外を装うタイルは建物の顔・・・
外の景を創るタイルであってほしい。

INASEOBI
いなせおび

KOSHI
格子

シャープな印象を抑えた、毛筆タッ
チの、のびやかな横ストライプに優
しい色合いの釉薬が調和し、和モダ
ンで粋な表情のボーダータイルに仕
上がりました。

床・壁両方に使用できる素焼風の無
釉タイル。
砂粒を押し固めたようなざらつきの
ある粗めの素地に特徴があります。

AZUCHI BORDER
安土ボーダー

TWILIGHT
トワイライト

色土の自然な発色を生かした落ちつ
いた風合いのせっ器質無釉タイルで
す。

釉薬の濃淡や微妙なかすれ具合が、
壁面に奥行きを感じさせます。
また、異形状との組み合わせで多彩
なデザインプランに対応可能です。
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Use Free Tile
手で触れて確かめる彫刻タイルの凹凸。やさしく曲線を描くコーナー役物の納まり。
内装の言葉にふさわしい、タイルの進化形がそこにある。

ENSEMBLE / アンサンブル
青い空や、豊かな緑、美しい夕日を連想させるカラー。
優しく癒されるような水廻りを演出します。

SHELL / シェル
ブルーとグリーンを基調にしたアクアカラーは水廻り
をより清澄で美しく引き立たせます。

CONTINENTAL / コンチネンタル
キッチンバック、サニタリースペースなど、水廻りに
最適なタイルです。
豊富なコーナー役物が揃っています。

OCTAGON & PENTAGON
オクタゴン・ペンタゴン
清潔感のある白のベースタイルに、お好みでカラフル
なドットを組み合わせご使用ください。
マット、ブライト２種類の仕上げがございます。

SICILY / シシリー
内装にふさわしい明るく温かみのある色調のタイルで
す。ボーダーのアクセントで室内を品良くまとめます。

TSUCHIGEIJYO OUDO TILE
土藝城黄土タイル
多くの機能を持つ黄土を、タイル生地として焼成しま
した。遠赤外線作用・消臭・抗菌・調湿効果が高く、
その機能を半永久的に保てます。
韓国はもとより、日本でも基準値以上の数値を記録し、
適合認定を受けています。浮遊する菌に対しても有効
な、これまでにはない新しいタイルです。
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MIRAGE / ミラージュ
表面の凹凸に溜まった釉薬と不規則なアンジュレー
ションが水のゆらぎと呼応し、水に表情を与えます。

PRISM COLOR / プリズムカラー
コンビネーションを楽しみやすいサイズ。
全 24 色のカラーバリエーション。オリジナリティ溢
れるデザインを演出します。

RENAISSANCE / ルネッサンス
明るい色調が華やかで、水の透明感を最大限に引き出
してくれます。

SEASHORE / シーショアー
ゾディアックに合わせたモザイクとのコンビネーショ
ン。水面に沿ったアクセントボーダーとしてお勧めし
ます。

ZODIAC / ゾディアック
思わず惹き込まれてしまう存在感。印象に残る美しい
カラーが高級感をもたらします。

FRESCA & SEVILLE
フレスカ＆セヴィル
重厚感のあるヨーロッパの様式美を感じさせる伝統柄
のインテリアタイルです。

ANTIQUE POLAR STAR
アンティーク ポーラ スター
シックで個性的な北極星のパターンが特徴。
アクセントボーダーとして空間を引きしめる効果もあ
ります。
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Floor Tile
TERRAZZA
テラッツァ
天然石の割肌に近い独特の表
情が美しいセラミックタイル
です。
滑り抵抗値が高く、外床や水
廻りなどにもご使用いただけ
ます。

MONO CHROME
モノクローム
イタリアらしいモダンなデザ
インでありながら機能性も高
い無釉タイルです。
石面はプールサイドでも安心
してご使用いただけます。

GLOBE
GLOBE
グローブ
最新の製造技術により、天然石ライム
ストーンの風合いを再現しました。
耐候性に優れ、用途の幅も広がります。

RIMINI
リミニ
シンプルでモダンなイタリアの感性。
落ち着いた色調と質感の中に、さり
げなく品性を感じさせます。

RIMINI
58

足になじむ感触、踏みしめる安定感。
一定のスパンの繰返しが、空間に拡がりを生み、快いリズムを刻む。

XYLO
ザイロ
水廻り床にも使用可能な古木
調のセラミックタイル。
木目の美しさを備えながら、
紫外線による褪色もありませ
ん。
３サイズ、５カラーで多彩な
バリエーションを演出しま
す。

CHROMTECH
POINT
クロムテックポイント
細かい丸ドットはデザイン性
と滑り止め効果を両立した美
しいイタリアンタイル。
上品なカラーバリエーション
で高級感を持たせた水廻りプ
ランに最適です。

SPANISH TERRACOTTA
SPANISH
TERRACOTTA
スパニッシュ テラコッタ
素焼き特有のやさしい色合いと自然な色幅
が、スペイン風の明るい表情の床になります。

FIRENZE
TERRACOTTA
フィレンツェ テラコッタ
フィレンツェは、インプルネータ地方
で造られるイタリアの伝統的なテラ
コッタです。
焼 成 温 度 は 900 ℃・ 吸 水 率 15 ％ の
一般のテラコッタタイルとは異なり、
1000℃の高温焼成のため、吸水率 5％
と凍害に強く、寒冷地の使用にも耐え
得るのが最大の特長です。

FIRENZE TERRACOTTA
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Stone
地球誕生の歴史をそれは見てきたかもしれない。
目に見えない大きな力によって、かくも様々な色、模様、肌合いが生まれる。
母なる大地に感謝を込めつつ、石に魅せられる。

STONE FINE
ストーンフィーネ
新開発のセメント「ブロードカラー」
の特殊な機能により、施工性・施工
時間・強度を格段に向上させた新感
覚の床仕上げ工法です。
従来の様に〝水で洗い出す〟必要が
ないため、室内での施工も容易です。
また作業時の汚水による環境汚染の
心配もありません。
天然石と「ブロードカラー」の豊富
なカラーバリエーションとの組み合
わせにより、伝統的な洗い出しの風
合いが現代に甦ります。
特殊セメント「ブロードカラー」は、
画期的な硬化メカニズムを持ち、2
〜 3 時間で全体が硬化し種石が固定
されます。表層部分のアマはスポン
ジで短時間のうちに取り除くことが
でき、仕上げに再度水を含ませたス
ポンジで拭き取ることで、伝統的な
洗い出しの風合いに仕上がります。

COTTOVENETO ／コットベネット
アンティークな風合いにこだわったイタリア製特殊加工大理石「コットベネット」です。
雨風に打たれ、あるいは人の往来によって摩耗し、丸みを帯びた石の質感を、特殊な加工により再現し
ています。
全ての形状がモジュール寸法になっている為、目地を通したパターンが楽しめます。
２５角と５０角のモザイコは狭い場所にも無理なく施工でき、空間をコンパクトに引き締める効果は、
住宅のキッチンバックなどの演出にぴったりです。
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FLAG STONE ／フラッグストーン

ASHLAR SAND ／アシュラーサンド

石材のナチュラル感はそのままに生かすことのできる乱形商品。
石種によっては方形もご用意しています。

厚み、大きさの違った砂岩、方形乱尺形状による石材らしい仕上がりをお楽
しみください。

CLEF BORDER & CLEF STONE
クレフボーダー・クレフストーン

LIME STONE ／ライムストーン

温かな色合いと高級感が特徴の石材です。
壁用に 25 × 200 角ボーダーと方形乱尺、床用に 300 角をご用意しました。

CIR CL E
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ご
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望

の

大

き

さ

・

デ

石灰石は海水中の古代生物などの遺骸が堆積してできた堆積岩の一種です。
やさしくおだやかな表情を特徴とし、つや消しの水磨き仕上げ、光沢を追求
した本磨き仕上げの２種をご用意しました。

ザ
イ

ン

・

配
色
で

サ
ー
ク

ル

パタ

ーン
を製

TOWADAISHI ／十和田石

作し
ます
。

滑りにくさだけでなく、保温性、保湿性、殺菌性に優れマイナスイオン発生
量が極めて高い性質を持つ石材です。
多孔質なのでニオイを吸着し、成分を分解する触媒作用もあります。濡れる
と美しいブルーへと表情を変え、優しい空間を演出してくれます。
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Bath Tub & Wash Bowl
粘土のやわらかな表情、焼物の温かさや木の質感を生かし
１つ１つ手造りされた浴槽や鉢。
素材本来の美しさがにじみ出るような圧倒的存在感をお楽しみください。

六古窯のひとつに数えられる信楽焼。
この地から出土する陶土から造り出される陶器には遠赤外線効果があります。
手造りならではの深い味わいと人の手から伝わる温かさを感じます。

●形状、カラー等、柔軟に対応できます。
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全てご注文をいただいてから生産しますので納期は約１ヶ月となります。

ぬくもりを感じる手水鉢
天然の露天風呂を演出する岩風呂
満面の湯をたたえた香り高き天然木浴槽
受継がれてきた伝統的な職人技は
経年変化の美しさだけでなく
ゆったりとくつろぎに満ちた空間を
演出してくれます。

陶器浴槽・手水鉢・洗面鉢・木製浴槽は、別冊カタログ「Aqua-Scape」と「japanesque」英語版にて詳細を掲載しております。
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INTRODUCTION
対応用途一覧表

カタログを十分ご活用いただくために、ご利用の仕方や注意点が掲載されています。
ご利用の前に、ぜひご覧ください。

用途区分と表示

各商品の用途は次のように想定しております。

タイル名
アイスジェイド
アシュラーサンド
飛鳥陶板
飛鳥プレート＆飛鳥ボーダー
安土 施釉＆無釉
校倉
アンサンブル
アンティーク ポーラ スター
いなせおび
イリジウムモザイク
ウエハー
オクタゴン＆ペンタゴン
オルソーニ
雅趣
ガラスドロップ
ガラスモザイク
ギヤマンモザイク＆ギヤマンペブル
クラシカル
クラシカル 乱形
クラッキー
クリスタルライン
クレフボーダー＆クレフストーン
グローブ
クロムテックポイント
格子
コットベネット
コンチネンタル
ザイロ
シーショアー
シェル
シシリー
スキーム
ステラモザイク
ストーンフィーネ
スパニッシュテラコッタ
ゾディアック
太鼓
ちぎりボーダー
チップモザイク
土彩
土藝城黄土タイル
テラッツァ
陶波
トワイライト
十和田石
なごみ
パティーナ
ファンライトガラス
フィレンツェテラコッタ
フォーラム
フラッグストーン
プラネットモザイク
プリズムカラー
フレスカ＆セヴィル
マーブルモザイク
ミラージュ
夢幻
モノクローム
モノモザイク＆モノバー
ももやま
釉雅
ライムストーン
利休
リミニ
ルネッサンス
ロザリオボーダー
和寂

項数
外壁
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-

屋外床
○
○
※１
※2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-

屋内壁
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

屋内床
○
○
○
○
※１
○
○
○
○
○
○
○
○
※4
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-

浴室床 浴室床強
○
○
○
○
※2
※2
○
○
○
※3
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
※１
※１
-

浴槽
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-

耐凍害性
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-

48
61
47
47
46
54
56
56
55
48
54
57
53
47
48
48
49
46
46
49
49
61
58
59
55
60
57
59
56
56
57
49
48
60
59
56
47
46
53
54
57
58
47
55
61
49
54
48
59
49
61
49
57
56
49
57
46
58
49
46
47
61
46
58
57
48
47

※ 1 ／ 300 角のみ屋外・屋内の床にもご使用できます。
※ 2 ／石面は滑り抵抗値が高いため、滑りやすい床にもご使用できます。
※ 3 ／ 25 角・50 角は目地によるノンスリップ性が期待でき、滑りやすい床にもご使用できます。
※ 4 ／凸形状は対応不可ですが、平形状は床にも使用できます。

注意
このマークは安全上注意をしていただきたい内容、及び加工後のトラブルを防止するための事項を表記しています。
□このカタログに掲載している商品は 2009 年 3 月現在のものです。
商品によっては予告無く変更や、生産中止となる場合がありますので、ご承知おきください。
□商品写真は印刷のため実物と若干異なる場合があります。サンプル等現物見本にてご確認ください。
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住宅、ビル等の屋外壁部
上層部は別途ご相談ください。

住宅、ビル等の屋外床部および、土
足で歩行し水濡れがある、もしくは
雨水等が持ち込まれる床部
住宅の玄関・ビルのロビー等の屋内床部を含む。
公園や歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談
ください。

ビル、住宅等の屋内壁部
浴室壁・キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、使
用高さが比較的低い壁部。
天井部は別途ご相談ください。

住宅、ビル等の水濡れがない屋内床部
キッチン床・室内トイレ床・室内店舗床等、土足や
スリッパ等で歩く所で雨水等の水濡れがない床部。

一般住宅の浴室床部
大浴場、プールサイド等の公共的な水濡れする床部
はお避けください。

水廻り床
プールサイドや大浴場等の水濡れする滑りやすい床
部に適しています。

浴槽内、プール槽内
常に水や湯が貯められ、公共的な安全性や耐酸性も
求められる壁部。

耐凍害性適性
耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用出来ます。

生産区分と表示
常時在庫品
常時在庫を原則としていますが、一時的に欠品す
る場合があります。

少量在庫品
常時在庫を原則としていますが、少量の在庫にて
対応しています。ご発注に際し、納期のご確認が
必要です。

受注加工品
ご注文をいただいてから加工する事を原則として
いますので、ご発注に際し、納期のご確認が必要
です。

受注生産品
ご注文をいただいてから生産する事を原則として
いますので、ご発注に際し、納期のご確認が必要
です。

受注輸入品
ご注文をいただいてから輸入する事を原則として
いますので、ご発注に際し、納期のご確認が必要
です。

限定在庫品
在庫限りの商品です。在庫が無くなり次第、廃盤
とさせていただきます。

