リ ノ ベ し た 空 間 で 使 っ て み ま し た !

撮影サンプルモニターレポート
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リノベした空間で実際に使っている様子をレポートさせ
てもらうことを条件として
『リライフプラスvol.14』
で募
集した、
インテリア通販カタログ
『HOUSE STYLING』
撮影サンプルモニターが決定。
どんなお宅で、
どんな
ふうに使われているのかをレポートします!

チークフレームソファ
ココがよかった!
美しい曲線を描く天然木チー
ク材のフレームがスリムな印
象。座面は美しいテキスタイ
ルに定評のあるINNOVASIA
社のスエードタッチのなめら
か素材。W163× D72×H86
㎝ SH42㎝ ￥189,000
（税
抜・トリプル）、W68×D72×
H86㎝ SH42㎝ ￥99,000
（税抜・シングル）

monitor’s profile

▶ 脚のデザインが軽やかなので圧迫感がない
▶ 落ち着いたブルーが差し色効果も

▶ 座面がゆったりしていてくつろげる

「朝、子どもたちがまだ寝ている間にこの

ソファでゆっくりコーヒーを飲むのがささ

やかな楽しみになりました」という夫妻。

どよくて、座ったときに脚がラクなのもお
気に入り」と妻。ブルーの張り地について

は「実はわが家に合うかドキドキでしたが

ソファはずっと探していたものの、なかな

（笑）
、いいアクセントになっていると思い

う。
「座面がゆったりしていて、背面も高

にある木の種類がひとつ増えて、LDK が

かコレ、というものに巡り合えずにいたそ
さがあるのでくつろげます。座の角度がほ

左／ LDK 入り口はあえて斜めに
仕切り、ガラス入りの引き戸をつ
けたことでより広々と感じられ
る。LDK の光が玄関まで届いて
明るい 右／玄関の壁には遊び心
のある白樺モチーフのクロスを

Comfo

rtable!

ます。フレームがチークなので、部屋の中
より楽しい空間になりました」
（夫妻）
。

大和市在住の庄司さん
は 6歳の長女、2歳の次
女と夫妻の 4人家族。1
年ほど前、築 34年、98
㎡のマンションを、LDK
を中心にリノベした。隣
には妻の母が住んでいる

before construction
100㎡近くあるものの、細かく区切
られて使いにくかった。できるだけ
壁をなくして、玄関から水回りを通
って LDK までぐるりと回遊できる
動線を設け、格段に快適に

独特の北欧風のフォルムが
広い空間にメリハリを生み
出している。ナチュラルな
雰囲気のオークフローリン
グに、落ち着いたトーンの
ブルーがよく映え、差し色
的な効果も。ローテーブル
は妻が DIYでつくったもの
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リノベした空間で使ってみました!

撮影サンプルモニターレポート
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リサイクルチークシリーズ テレビ台
ココがよかった!

50 ～ 80年前の民家のチー
ク材を再生して使用。表面を
削ってディストレスト加工を
施し、リアルなアンティーク
感を生かしたデザインはロッ
クコンサートで使われるフラ
イトケースをイメージ。W14
0×D40×H47㎝ 天板耐荷
重約40㎏ ￥89,800（税抜）

▶ コード穴や引き出し内側の滑り止めなど機能面も◎

ココがよかった!

▶ キャスターがオレンジ色でかわいい!

「以前から『HOUSE STYLING』
のカタログ

個性的な素材を使っているものの、夫妻が

同じシリーズの家具が表紙にも使われてい

リングともすんなり馴染んでいる。
「移動

たので、素敵だなって思っていました」と

妻。以前はブラウン管テレビ用のテレビボ
ードを使っていて、場所を取るので買い換
えたいと考えていた。古材 × アルミという

こだわって選んだ幅広のオーク無垢フロー

しやすいキャスター付きの家具が好きで、
椅子やテーブルもキャスター付きのものを

使っています。このキャスターはオレンジ

色でかわいいのも気に入っています」
と妻。

小泉さんは 9歳の長女と
夫妻の 3人家族。武蔵野
市内にある築 34年のマ
ンションを昨年リノベし
た。広さは73㎡。なん
と 80㎡もある広いルー
フバルコニー付き !

4人掛けにちょうどいいテー
ブルの天板は厚み 2.7㎝のオ
ーク天然木無垢材で、薄くホ
ワイトがかかった木目の見え
る塗装仕上げ。W140×D80
× H70㎝（ダイニングテー
ブル）
、W52×D54×H78㎝
（アームチェア）セットで￥1
85,900
（税抜）※写真のダイ
ニングテーブルは W190㎝

IR

Re po r t

monitor’s profile

▶ 家族4人でゆったりと使えるワイドなテーブル

▶ アーム付きで座面が広い椅子はソファ代わりにも
▶ 無垢の杉フローリングとの相性がバツグン

夫が DIY で杉無垢材のフローリングを張

ていました」と夫妻。家具を増やさず LDK

宅は、家の中に入った途端、心地よい木の

ァは置いていなかった。
「アーム付きの椅

り、壁を珪藻土で塗ったという S さんのお
香りが漂う。
「以前の家でも使っていたダ

イニングセットをそのまま使っていたので

すが、せっかく頑張って家をきれいにした
ので、この家に合うものが欲しいと思っ

before construction

サイドやコーナーまで凝ったつくり。
「引き出しの内側に滑り止めがついて
いたり、コード類を通す穴がついてい
たり、細かい部分まで丁寧につくられ
ていて使いやすい」と妻。素材はハー
ドなのにゴツすぎないデザインも秀逸

BL
N G TA E & C H A

Vilhelm オーク天然木ダイニング＋チェア
（4脚）

monitor’s profile

▶ 個性的だけど無垢の床と相性がよいデザイン

はよく見ていました。このテレビボードと

02
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を広々と使いたいと考えていたため、ソフ
子は初めて使いましたが、座面も広いので
ソファのようにゆっくりできますね。食事

が終わっても、しばらくダイニングでのん
びり過ごすようになりました」
（妻）
。

Sさんは6歳の長男、3歳
の次男と夫妻の 4人家
族。横浜市内にある築
38年の団地の一室をリ
ノベ。広さは79㎡。長
男の入学を機に家探しを
始め今年 3月に入居した

左／ LDK の一角に新たに収納を
設けた。建具はつけずにロールス
クリーンで目隠しを 下／無垢の
杉フローリングは蜜蝋ワックスで
仕上げた。足ざわりが心地よく、
子どもたちも気持ちよさそう

大きな間取り変更はしていない
が、自然素材にこだわってリノベ
したことで大きく印象が変わった。
LDK は南向きで明るく、窓を開け
ると南北に風が通り抜けて心地よい

NICE!

左／棚板にガラスを使った大容量のシューズクロゼ
ット。リノベでは玄関を広げ、ぐるりと回遊できる
動線も確保 右／ LDK 手前のディスプレイコーナ
ー。夫婦ともにポップなテイストのものが大好き
取材協力 コアクラフト

before construction
『HOUSE STYLING』
はカタログ通販・テレビショッピングでお馴染みのディノスがお届けす
る総合インテリア専門通販誌。
家具や雑貨などインテリア関連の商品も充実していて、
世
界中の優れた商品からオリジナル商品まで、
幅広いラインナップと質の高さが魅力です。

ディノス

2000年にリフォーム済みの状態で
購入してしばらく住んでいたが、子
どもも成長しモノも増えてきたた
め、昨年の秋から 2 か月ほど仮住
まいをしてフルリノベーションした

家具が白っぽい仕上げなので
杉無垢材の床ともよく馴染ん
でいる。椅子の座面はユニー
クな扇形でゆったりとしたつ
くり。ほどよく丸みを帯びた
シルエットは見た目にも優し
く、リラックスして過ごせる

Beaut

iful!

www.dinos.co.jp/
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※価格はすべてディノス商品価格
（税抜）
。
W=幅、
D=奥行き、
H=高さ、
SH=座部高を表します
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