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間取り、インテリアで、心地いい室内 づくり。

ダイニング

夫婦の寝室エントランス

インテリアにもこだわって、
五感が心地よく感じる住まいを。
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インテリア

4ヒ ン ト

フローリングや壁、家具、さらにはその色や素材、配置のバラ

ンスなど、とことんこだわって快適な住まいを手に入れましょ

う。ダイワハウスでは、プロのコーディネーターが住み心地の

いい暮らしのためのインテリアをアドバイスいたします。その

際、「どんなイメージにしたいか」「どんなテイストが好みか」、

自分のイメージを伝えるうえでも、本や雑誌などの切り抜きな

どがあれば役に立ちます。

洋服だけでなく、靴や鞄までトータルなコーディネートが大

切なファッション。同じように住まいも、空間をトータルに見

て、全体のイメージやコンセプトを考えることが大切。全体

を固めてから個々のパーツを決めていくほうが、インテリア

のテイストが統一されていて、全体にバランスのよい空間が

完成します。家具選びも、イメージを固めた後のほうがおす

すめです。

間取りやインテリアを考える際、注意したいのが、

家具の配置。壁が窓や出入り口でふさがれて、後

になって家具を置くスペースがないというケースも

多いものです。そこで、ある程度間取りプランが固

まってきたら、平面図に家具類をレイアウトしてみ

ましょう。思い通りにおけるか、また窓の位置や出

入り口の位置が適切かどうかもチェックできます。

情報も活用して、「自分らしさ」を。

平面図で家具をレイアウトする。

トータルのイメージから個々のパーツへ。

洗濯して干し、アイロンをかけて収納する作業や、買い出しした

食料・日用品を搬入して整理する作業など、毎日の家事をスムー

ズに行うための動線は重要です。思わぬ日々のストレスをかかえ

ないためにも、十分な検討が必要でしょう。ポイントは、「短く、

無駄なく」。できるだけ短い動線で流れるように家事が完結する

イメージでプランニングすることが肝心です。

家族がいっしょにいられる時間は意外に短いものです。それぞれ

が忙しく、時間も趣味もばらばらになった時、それでも家族はさり

げなくつながっていたいもの。なんとなく家族が集まってくる居心

地のよいリビングや、家族の帰宅や外出が確認できる玄関や階段

の位置など、動線や空間の配置は重要です。「おはよう！」「おかえ

り！」など、家族があいさつしあう姿を想像しながらプランを考える

のもいいかもしれません。

家事やコミュニケーションにも影響する
「間取り」と「動線」の関係。

ポイントは、「短く、無駄なく」。
家事が効率的にできる動線が理想。

さりげなくつながる、なんとなく集まる。
家族のコミュニケーションを深める動線を。
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間取り

どの部屋の隣りにどんな部屋があればいいか。間取りを考える際に

重視したいのが「動線」です。動線には「メイン」と「サブ」がありま

す。メインは、玄関からリビング・ダイニングへの生活動線。来客

の案内にもなる動きです。サブは、勝手口からキッチン、浴室・洗面

の水まわりなど、主に家事動線です。朝起きてから夜寝るまでの一

日の行動を想像すると、暮らしやすい動線計画がみつかります。

住み心地のいい室内をつくるには、間取りはもちろん、インテリア

など五感で感じる心地良さの演出も大切にしたいもの。インテリ

アのコツをつかんで、心地よい住空間を手にいれましょう。

家族がつながる動線家事がラクな動線

キッチン

水まわり

家族が必ず顔を合わせるように、玄関か
らダイニング経由で2階へいく設計に。

キッチンのすぐ近く
に洗面室を設ける
と、料理しながらパ
パッと洗濯も完了。
家事が同時進行で
きます。

まずは住まいの印象
を大きく左右する内
装材選びから。床や
壁のテイストを決定
し、その後インテリア
や雑貨を揃えていく
といいでしょう。
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次に考えたいのが、室内のプランニング。

まずは、部屋の配置、間取りです。もちろん、インテリアにもこだわりたいところ。

ここでは、毎日の住み心地の良さを考えた室内づくりについてお話しします。

次は、いよいよ、室内のプランニングを固めましょう。
住み心地を左右するのが、「間取り」と「インテリア」。



エクステリアで、わが家らしさを表現。

5ヒ ン ト

エクステリアは、

建物に着せる服。

その人らしさが出るね。
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歩く方向を変えるカギ型

のクランク動線で、角を

曲がるごとに異なる表

情を持つアプローチを。

道路から玄関が見えな

いためプライバシーが

守られ、子どもの急な道

路への飛び出しも防ぎ

ます。

わが家の目印として、また家に帰っ

てきたという心理的な切りかえの

効果もあります。

建物の身だしなみを整え、街並みにやわらかな表情を

与える植栽のルール。それが「三分の緑陰」です。これ

は、建物の1/3程度を植栽の緑と陰で被うことで、建物

に潤いを与えるもの。さらにはプライバシーにも配慮

し、防犯性を高めるほか、直射日光を遮り、通風のコン

トロールなどの効果も期待できます。

美しいエクステリアを演出するうえで大切な３つのポイントが、「立体感」

「奥行き感」「夜の見映え」です。これらをおさえて、美しい見映えを演出

する外構をつくりましょう。

わが家の顏であり、来客をもてなすアプローチは、単調でなく、変化に富

んだ楽しさや美しさを演出する「動線」と「視線」の動きが大切です。

植栽、見映え、アプローチなど、トータルな視点から

街並みに対して身だしなみのよいエクステリアが今求められています。

ダイワハウスが提案する「身だしなみ外構」は、

街並みに対して敷地全体をデザインするもの。

それによって、防犯やプライバシーへの配慮、

さらには遮光・遮熱効果まで期待でき、機能性まで生み出します。

建物の身だしなみを整え、
街並みにやさしい。
キーワードは、「三分の緑陰」。

美しさやわが家らしさを演出する
３つのポイント。

プライバシーへの配慮に、来客のもてなしに、
変化に富んだ楽しい演出を。

美しさと機能性を両立する「身だしなみ外構」

意外と忘れがちな夜の見映えですが、景観として

美しいだけでなく、帰宅時に温かな気分にさせて

くれる効果もあります。外構全体でバランスよく、

そしてやわらかな明かりを配置し、植栽の姿も影

も美しい夜の見映えを演出しましょう。

立体感

奥行き感

単調にならず圧迫感がな

い、そんな見映えの良いエ

クステリアをつくるには、立

体感がポイントになりま

す。植栽や門などのエレメ

ントをバランスよく重ねる

ことで、リズムのある陰影

が生まれ、心地よい立体感

が演出されます。

下の図のように、外構エレメントの

構成を、道路から建物に向かって段

階的に高くしていきます。樹木の

高低差を活かした奥行き感ある植

栽が美しい街並みを演出します。

夜の見映え

クランク動線

ランドマーク
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建物ファサードのうち、
高さ3mまでのボリュームに対して、
1/3程度を植栽の緑と陰に。

花、紅葉、実の色を効果
的に配置。

1
色彩の演出

北側や日陰に、斑入り
植物や白い花を。

4
日陰の演出

年間を通して花、紅葉、
実が楽しめる樹木を。

2
季節感を演出

建物や外構デザインに
あわせた植栽を選ぶ。

3
イメージを強調

食べたり、クラフトに使
える植物も植える。

5
たのしみの演出

ついつい手を抜きがちなエクステリア。しかし、その家のグレードを左右するほか、

街並みを美しくする重要な役割も担っています。

バランスのとれた建物とエクステリアづくりについて考えてみましょう。

その家のグレードを高め、街並みを美しくする。
エクステリアは、家と同じくらいこだわりたい。

「どんな木や植物を、どう植えるか」
植栽の
ポイントは

1

植栽
作法

3

アプローチ
作法

2

見映え
作法

人が歩いているときに自然に目に入ってくる風景は、視線よりも下の部

分が多いもの。そのため、中高木だけを植えても雰囲気は良くなりにく

いものです。つまり、低木や地被の植栽計画が住まいの良し悪しの評価

を分けるポイントになります。以下の5つを参考にわが家らしい空間を

演出してください。

（例）シンボルツリー

歩く方向をさりげなく誘導します。

リーディング

（例）中木、生け垣、花壇、列柱、夜間照明

視界をほど良く遮って、視覚的

な変化や楽しさを与えます。

アイストップ

（例）デザインウォール、植栽（中木）

















家は建てた後のほうが肝心。

住まいを大切な資産としてとらえ、価値を高

めること。そして、住まいの価値と安心を守

り、暮らす喜びを提供していきたいと、ダイ

ワハウスは考えています。「AQ ASSET」で

は、住まいのメンテナンスからリフォーム、

ゆくゆくの売買時の仲介、加えてオーナーさ

まの日々の暮らしに関するサービスまでを

ひとつにパッケージ化。オーナーさまとより

深い絆を築くために、末永く多角的にサポ

ートします。

ダイワハウスでは、住宅の資産価値を保つサポートシステムを用意。「構造耐力上主要な部分」の20年保証をは

じめ、業界トップクラスの初期保証を行うとともに、その後もプロの目による点検・メンテナンスを定期的に実施

することで、保証期間を延長できます。質の高い住まいを維持し、大切な暮らしを守ります。

持ち家の資産価値は、将来の暮らしかたにも影響を与える重要な要素です。

ダイワハウスは、家を建てることをゴールではなくスタートと考え、

大切な資産の価値を末永く維持するためのアフターサービスに力を入れています。

家を、資産としてちゃんと考える。
ダイワハウスなら、しっかりアフターサービス。

10ヒ ン ト

貸す

いつまでも高い資産価値を保つ
ダイワハウスの

点検・保証プログラム

（注1）15年の定期点検時に、診断書に基づき指定する「雨水の浸入を防止する部分」の有料メンテナンス工事を実施しなかった結果、
　　　その後の5年間で「雨水の浸入を防止する部分」が原因で「構造耐力上主要な部分」に損傷を与えた場合は、「構造耐力上主要な部分」の保証の対象外となります。
（注2）外壁の仕様により、初期保証期間・保証延長期間が変更になる場合があります。
（注3）25年点検は15年点検時の「雨水の浸入を防止する部分」の保証延長および20年点検時の「構造耐力上主要な部分」の保証延長を行った場合に限り無料で実施します。
（注4）35・45年点検は30・40年点検時の「雨水の浸入を防止する部分」および「構造耐力上主要な部分」の保証延長を行った場合に限り無料で実施します。
※保証期間内であっても、使用している部品・建材等については、予告なしに廃番品となる場合があります。その場合、代替品をもって対応させていただきます。

50年以降は、お客さまの
ご希望により、耐久性能
調査（試験）を行い、耐
久性能診断書を作成し
ます。また、部位ごとに
必要な有料メンテナン
ス工事の項目と保証可
能年限を提示します。

診断書 診断書 診断書 診断書 耐久性能
診断書

※点検及び診断費用は
　別途見積りとなります。

37

ダイワハウスの
建ててからのサポート
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初期保証

初期保証

初期保証

初期保証

1ヶ月点検

12ヶ月点検 24ヶ月点検 5年点検 10年点検 15年点検 20年点検 25年点検 30年点検 35年点検 40年点検 45年点検 50年点検

6ヶ月点検

※有料点検・診断 ※有料点検・診断 ※有料点検・診断 ※別途見積り

資産価値の維持も、
暮らしの充実もお手伝い。

業界でもトップクラスの保証期間。

将来の住み方選択肢

持ち家を資金化する方法も近年登場しています。

マイホーム借り上げ制度

移住・住みかえ支援機構（JTI）が

家を借り上げ、家賃を受け取ること

ができる制度。マイホームを手放

さずに、リタイア後の住み替えが実

現できます。

リバース・モーゲージ

自宅を担保にした年金のような制

度。将来の売却代金を金融機関か

ら先に借りることができるシステム

です。生涯自分の家に住み続け、

生活資金も確保できます。

子どもの独立後に部屋数を減らすなど、ライ

フスタイルや家族構成の変化に合わせて少

ない資金で居住空間をアレンジできます。

住宅を売却して得た

収入を、老後用マン

ション購入などの住

み替え資金と生活資

金にします。

資金にゆとりがある場合、建て替えも選択肢

のひとつ。住宅を夫婦二人用に建て替え、快

適な老後を過ごすための住まいにします。

子どもと資金を出し合えば、少ない負担で二

世帯住宅への建て替えも可能。子どもや孫の

近くで、夫婦二人の暮らしを楽しめます。

子どもが使っていた部屋など、使わなくなっ

た住宅の一部を賃貸へ。空き部屋を有効活

用することで、収入も得られます。

住宅を所有したまま貸し出し、家賃収入で海

外や田舎などに生活拠点を移すことも可能。

新たな地での暮らしを楽しみます。

リフォーム

建て替え

二世帯

一部賃貸

売却

〈持ち家がある場合〉

持ち家があると、

リタイア後も

いろんな住み方が

できる。

所有持ち家

住み続ける・売る・貸す
最適な居住空間は、時とともに変わるもの。たとえば、定年や子どもの独立をきっかけに、

これからの住み方をあらためて考える機会がやってきます。

住み続けるにしろ、売却するにしろ、カギとなるのが、持ち家の資産価値。

家を資産として考え、家の価値を高く維持することが大切なポイントとなります。

家を資産として考える。

住み替え 借りる

住み替え 借りる

ダイワハウスの AQ ASSET

ダイワハウスの点検・保証プログラム　AQ サポート xevo

※注3

※注1

※注2

※注4 ※注4

リニューアルメンテナンス ライフ

リフォームによる
お住まいのバリューアップも

ダイワハウスで

大和ハウスグループ
サービスメニューで

日々の暮らしを豊かに楽しく

AQは、Advanced Quality
（高度な品質）の頭文字。
資産を表すASSETを組み合
わせて、「生涯を通じた “家”
という資産価値の維持」を
表現しています。

AQ ASSET
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1年6ヶ月1ヶ月 2年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 45年 50年

20年

15年

10年

5年

充実した点検と診断が、安心の保証プログラムを支えます。

10年間の
保証延長

10年間の
保証延長

10年間の
保証延長

50年以降も
診断・保証

15年間の
保証延長

10年間の
保証延長

10年間の
保証延長

以降10年ごとに有料メンテナンス工事を
行うことで、10年間の保証延長を実施。
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