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昨年10月に新築されたM様ご夫婦に、新居で
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お 客様の声

のお話を伺いました。

■ 家を建てようと思ったきっかけは？

いなぁと思って。でも家を建てようという気はな

■ 住み心地はいかがですか？

家だと、うちの半分もなくて、靴があるとすぐに

ばっかりを見ています。家に来られるお客さんも、

とがないし、子どもたちも自分で靴を準備して履

「地元に住んでほしい」と言ったから。そうすると

場所が限られてくるし、だったら田んぼや畑があ
る自分の家の土地に建てようかとなりました。

とにかく軒と軒裏の化粧垂木がよくて、これ

家に入って、この玄関の障子と石、それから梁と
軒がいいなぁって言ってくれます。息子も窓を開
けて縁側に寝転びながら「ここ最高、いいお家

恵さんにリフォームしてもらったらいいかなって。
玄関が広いところも気に入っています。友達の

は入れない。うちは靴を脱いで上がるのを待つこ
いています。雨降りの中帰ってきても人が詰まら
ない、
「早く入って」っていうのがないんです。

を建てた」って言っています。

洗濯のストレスがないです。外の縁側に洗濯

物を干して、仕事から帰ってすぐに取り込んで、
家の中の物干しに一旦掛けて、ごはんを作る。そ
してお風呂に入る前にたたむ。干す前も、一旦そ
こに掛けてから干すと、外に出る時間が短くすみ
ます。雨の日や花粉が多い日は２階のホールに干

■ あとがき

らも見えないので便利に使っています。

ということが嬉しかったです。リビングの窓から

恵さんのところに行って社長に外観のデッサンを

分。流行りのウォークインクローゼットは付けなく

いで、この景色がいいなっていうM様の気持ちに

ジがすごく良かったんです。

が大きくなって物が増えたら２階の収納も使える

■ 兵恵建設との出会いは？

友人が兵恵建設さんで家を建てていて、とて

も感じが良かったのでいいなと思って。最初に兵

描いてもらって、これだ！と。その外観のイメー
その後他のハウスメーカーも色々と回りました。

して、窓を開けて外出するとよく乾きます。外か
収納も困っていないです。キッチンの収納も十

て正解でした。しまい込まないからいい。子ども

ておこうと思うことの方が多かったです。

が好き。田舎の家が好き。レンガや鉄骨の家で
なく、木の家が好き。瓦が好き。軒が深く、縁側
があって、全部畳でもいいかなっていう感じ。

業 務 担 当

事務や経理の仕事をしています。

まるやま

丸山

共感しました。子どもたちも「この家が好き」って

言ってくれる、家族の笑顔が生まれる、そのよう
な家を建てられて本当によかった、建てさせて

かおり

香

岡山県津山市 M 様邸
インタビュー： 2020 年 6 月
施工： 2019 年 6 月（新築）
家族構成：ご主人、奥さま、お子さま２人
土地面積： 402.62 ㎡（ 121.79 坪）
延床面積： 119.61 ㎡（ 36.18 坪）

POSTSCRIPT |

編 集 後記

兵恵建設のニュースレターは今号で4年目に入り、
デザインを一新しました。

趣味・好きなこと

お笑い番組を観ることです。平日録りためて
週末観るのが楽しみです。

家づくりへの想い

家は一生ものです。家づくりを通じ、
お客様と末永い
お付き合いができればと思っています。

お客様へのひと言

見える田んぼと、縁側と軒裏の化粧垂木がきれ

DATA

好きなのは…、落ち着く家。実家に帰った感じ

スタッフ紹介
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いただけてありがたいと思いました。

でもいいなと思うより、これは好きじゃない、やめ

STAFF |

ご家族みんなが家を気に入って暮らしている

新型コロナウイルスの影響が続く中︑

場所に家を建てることになったのは、お父さんが

とに決めました。

日差しも日増しに夏らしくなってまいりました︒

のインパクトが強くて、兵恵建設さんで建てるこ

か」と言ってくれたんです。実家の隣の畑だった

皆さまいかがお過ごしでしょうか︒

を挙げた中で、
「家を建てたらいいんじゃない

暑さ対策やお住まいの気になることなど︑

し、玄関も今の収 納で十分だけど、いずれは兵

お気軽にご相談ください︒

色々見たけど結局、デッサンしてくださった家

どうか夏バテなどなさりませんように︑

るようにリフォームしようかなど、色々な選択肢

おからだにお気をつけてお過ごしください︒

かったんです。今後どうしようかと両親にも相談

して、実家を２世帯住宅にしようか、車庫を住め
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ずっとアパートだったんですよ。アパートじゃ狭

お客様に直接お会いできる機会は少ないですが、陰ながら
皆さまが笑顔になれるお手伝いをさせていただきます。
お困りのことなどございましたら、
お気軽にご相談ください。

content

コロナの影響で各種イベントの中止や縮小などが

相次ぎ、今年は例年とは違う夏を過ごすこととなり

● トピックス

そうです。1日も早く終息するよう、できる予防をし
ながら、体調に気をつけてお過ごしください。

●
●

一級建築士事務所 株式会社 兵恵建設
〒708-0006 岡山県津山市小田中 2270-2

TEL 0868-24-5772 FAX 0868-24-2309

info@hyoe-kensetsu.com

●

SNSフォローお願いします!





@hyoekensetsu
@hyoe_kensetsu
@hyoe_kensetsu
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家づくりの豆知識
薪ストーブ情報
お客様の声
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兵恵建設とファイヤーワールド 岡 山のトピックスやニュースの最 新 情 報をお 知らせします

1 「窓からの景色を楽しむ家〈ZEH〉」完成

3 「メタルワークス善正様 新社屋」完成

HOMEBUILDING TIPS |

高気密・高断熱 ＋ 自然の恵みを活かす「省エネ住宅」は地方に貢献する

メタルワークス善正様

の新社屋が完成しまし
正様自身で施工されま

ゴを変更しました。

西面には県北初のリクシルの大開口サッシ「LWスライディング」を

（コンセプト）

採用。まるで窓が存在しないかのような、すっきりとした美しい窓

家を建てるには、たくさんの業者様や

辺になりました。ZEH仕様で高気密&高断熱住宅です。

地元の大工、職人様の協力が必要で

す。
またお客様の笑顔や喜びのお言葉
は、何よりも私どもの支えになります。

新シンボルマークは、薪ストーブを取り扱う工務店であることから

「煙突のついた家」
をベースとし、HYOEの頭文字「H」
を組み合わ
せ、
「支え合う」
「協力し合う」
というイメージで構成しました。

2 「内と外をつなぐ土間のある平屋」完成

丸みのある優しいフォルムは
「環境によく、居心地のいい暮らし」
を
提供する、兵恵建設の想いを表現しています。
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 公式インスタグラム開設

兵恵建設とファイヤーワールド岡山の公式インスタ

グラム開設しました。過去の施工事例や最新情報
を随時アップしております。
アカウントをお持ちの方

鏡 野町のY 様 邸が完 成しまし

た。外のテラスと内の土間がフ

ラットにつながり、庭を囲むよ

うに配置されたL字型の平屋。

グレートーンと木目で統一され、
ぬくもりを感じつつもスタイ

リッシュな雰囲気の住まいです。

は、ぜひフォローしてチェックしてみてください。
兵恵建設インスタグラム ▶ hyoe_kensetsu

ファイヤーワールド岡山インスタグラム ▶ ﬁreworld_okayama
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 LINE公式アカウント開設

兵恵建設とファイヤーワールド岡山のLINE公式ア

カウントを開設しました。情報収集や打ち合わせ、
お問い合わせ等にお気軽にご活用いただけます。
登録方法は、LINEの「友だち追加」から下記のID

名を検索するか、右のQRコードをスキャンしてくだ

さい。ぜひ、お友達登録お願いいたします。
兵恵建設LINE公式 ▶ @hyoe_kensetsu

ファイヤーワールド岡山LINE公式アカウント ▶ @ﬁreworld_okayama

入れるといった、自然の恵みを使う設計が

津山市などの地方が衰退していく状況で、

映える外観です。

株式会社兵恵建設は、コーポレートロ

す。私たちが支払っている光熱費の行き着
ているのです。

ガルバリウムが景色に

真庭市の傾斜地を活かした、眺めのいいT様邸が完成しました。

げることや、風通しを良くすること、よしず

くところは、アラブの石油王等のお金となっ

した。紺とシルバーの

コーポレートロゴを変更しました

アラビア・アラブ等の中東の国から、石炭は

主にオーストラリア等の国から購入していま

た。外壁と屋根は、善
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兵 恵 建 設のスタッフが 家 づくりの豆 知 識をご紹介します

衰退しつつも経済的に持続可能な町をつ
普段使っている暖房や給湯に必要な石

油や石炭等は、光熱費に換算すると一世帯

辺り年間約30万円の光熱費が掛かってい

くっていくためには、エネルギーに掛かる費
用を減らすことが重要です。

しかし、昨今の夏場の猛暑は冷房なしで

等で夏場の日射を遮り、冬場の日射は取り
必要となります。

省エネ住宅は新築に限らずリフォームで

もできます。新築の場合は家全体の保温効

果を上げることになりますが、リフォームで

は工事する部分に限った、例えばリビング
＋寝 室＋洗面 脱 衣 室＋浴室等 場 所を区

切って断熱する方法が有効です。

断熱化された家の住み心地は、断熱され

ます。現在約４万世帯ある津山市全体の光

は暮らせませんし、冬の寒さは暖房器具な

ていない家とは体感できる差があります。

費として掛かっていることになります。この

べく使用せず、住まいの光熱費を下げるた

省エネ住宅を検討して

熱費に換算すると、年間約120億円が光熱

120億円の７割程度は地域外、特に都会へ
流れていきます。

さらに日本はエネルギーのほとんどを海

外から輸入しています。石油は主にサウジ

WOOD STOVE |

しで暮らせません。冷房、暖房器具をなる

新築・リフォーム工事で、

めには「省エネ住宅」にする必要があります。 みてはいかがでしょうか。
省エネ住宅とするためには、住宅を高断

熱化して保温性を高め、冷房・暖房費を下

兵恵建設 専務取締役

兵恵慎治

ファイヤーワールド岡 山より薪ストーブ情 報をご紹 介します

薪ストーブのあるお店 −山を味わうカフェ ひととき−
4年前、兵恵建設で昔の倉庫をカフェに

ショールームおすすめ商品

ovject ドリップケトル [1.8L]

リフォームした「山を味わうカフェ ひとと
き」は、鏡野町富地域の大自然の山の中に
あります。昔の雰囲気をそのまま生かした
内装に、赤いホーロー製の薪ストーブが映
え、お店をやさしく暖めてくれます。
自家製無農薬野菜や、

山で採れた自然の恵み
を 使 用したランチ、天

然 水を使ったコーヒー
やハーブティーなどをお
楽しみいただけます。

P

所在地：苫田郡鏡野町富西谷 2498-2
営業時間：土・日

10:00~16:00

※食事メニューは要予約（３日前まで）

TEL ： 0867-57-2508
HP ： https://hitotokicafe.com/

ファイヤーワールド岡山のお得なポイントカードができました!

LINE公式アカウントに友達登録すると、同時にポイントカードが発行されます。
ファイヤーワールド岡

山でのご購入金額3,000円（税抜）以上で1ポイント付与、
６ポイント溜まりましたら次回以降「アクセ

サリー・雑貨」
を5%OFFにてご購入いただけます。ぜひご利用ください。

職 人の手 仕事で作られた、ふくよかな

フォルムと一体感のある木蓋が特徴のド
リップケトル。ストーブトップで湯を沸か

すケトルとして使用するのはもちろん、
IH、ガスコンロ対応なので、マルチに使
用できます。

カラー：ブラック/ホワイト/グレー/ライトブルー

素

材：ほうろう用鋼板/木材

製造国：日本
容

価

量：満水容量1.8L / 適正容量1.3L

格：¥7,000+税

サイズ：W260

H185 D140

