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あけましておめでとうございます

見学会

お披露目会

薪ストーブのある生活
ゆらゆらと揺れる炎をみながらまったり過ごしたり、
ストーブを囲みながら家族団らんの時間を過ごしたり…
心地良い暖かさで体をじんわりと温めてくれる薪ストーブは
心までほぐしてくれます。
今回はオーナー様のお宅の様子をパシャリ。
みなさん薪ストーブのある生活を楽しんでいらっしゃいます♪

こちらのストーブはドイツ・ブルナー
の「アイアンドック」
すっきりとしたシンプルなデザインで、
漆喰の塗り壁やナラの無垢床材との
相性もばっちりです。
お家にいながら炎を眺めることがで
きるアウトドア好きにはたまらない
贅沢な時間を楽しめます

こちらのストーブはアメリカ・
ダッチウエストの「セコイア」
見た目がシンプルなどっしりと
した感じで、お部屋の雰囲気
にもばっちり。
ペットも喜ぶ心地良い暖かさ
です♪

こちらのストーブは
アメリカ・バーモント
キャスティングスの
「アンコール」
重厚感のあるエレガ
ントなデザインです

こちらはデンマーク・HETAの
「ロギ」このストーブの天板
はグレーのソープストーン。
スタイリッシュなかっこいいデ
ザインです。
ロッキングチェアに揺られなが
らぼーっと過ごす時間はたまり
ませんね…♡
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北村：Ｍ様研修所

基礎工事中

砕石を敷き、ブルーシート

で養生されています

この後コンクリートを流し

鉄筋が組まれていきます

筋交や金物を取り付け、

この後サッシ、断熱材が

組み込まれていきます！

蛇田：Ｋ様邸

まもなく着工

深基礎の養生中です！ 汐見台：Ｈ様邸

木工事中

ｑ 電気配線も終わり、
屋根下と壁には

モコモコの断熱材が
吹き付けられています

北村：Ｍ様宿舎

木工事中

外張りの断熱材と構造材の
隙間を埋めるためテープを

貼っていきます

ただいま着工中

吉成：Ｈ様邸

基礎工事中

泉ケ丘：Ｇ様邸

木工事中

餅まき上棟式

しました！
先日行われた上棟式でお餅まきをしました！

最近お餅まきをする物件も少なくなってきていたので

私たちもワクワクでした♪お友達や近所の方なども集まり

大盛り上がりの上棟式になりましたよ(^o^)／

お天気にも恵まれて最高な上棟式日和☀

お餅以外にも、お菓子や小さいぬいぐるみ

などをまいて子どもたちも大喜びでした！

賑やかで楽しい上棟式になりました(^^)/

袋の中はゲットした

お菓子がいっぱい♪

パネルヒーターの電気温水器をヒートポン
プへ交換工事を行いました。
空気熱を利用する環境にやさしいヒートポ
ンプタイプのユニットに交換しました。

上棟式で2階へ上がれるの

は男性のみで、女性は禁

制なんです！！お家の神

様が女なので嫉妬してしま

うため上がってはいけない

と昔から言われています

エアコンの室外機より少し大きめ
ですが、だいぶコンパクトに。
何よりエコでお財布に優しいのが
いいですね！

築15年のこちらのお宅。
当時はこの大きな電気温水器で
パネルヒーターのお湯を作って
いました。

クレーンで撤去！

地盤調査が行われました

まもなく着工します！
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12月22日にＫ様邸のお引き渡しが行われました。
趣味のバイクや熱帯魚の水槽を置く土間スペース
があり趣味を楽しめるお家になっています。

11月27日にF様邸のお引き渡しが行われました。
パネルヒーターを使用し、冬もぽかぽか快適に。
趣味を楽しめる素敵なお家です♪

11月18日にI様邸のお引き渡しが行われました。
こだわりがたくさん詰まった素敵なお家が完成
し、これからの生活が楽しみですね♪

完成お引渡し

Model house
見学会を開催した素敵なお家をご紹介します！

ガレージ10坪 住まい40坪 白い箱型シ

ンプルな外観に、広い中庭を設けて家族

みんなが自由にくつろげる空間をかなえ

ました。玄関からの動線は二つに分かれ

ていたりと家事動線もしっかり確保して

います。リビングは高天井になっていて

開放感も抜群です。

「インナーガレージと中庭のある家」

「ビルトインガレージで愛車を楽しむ家」

ガレージ6坪 住まい52坪 シックな色の外壁に

無垢の板張りがかっこいいお家。

玄関の天井には青森ヒバ、リビングの勾配天井

にはヘムの木が張られて上質な空間になってい

ます。ガレージ側に設けた大きな窓からは愛車

を眺めることができ、

スクリーンを降ろせばシアタールームに大変身。

暖かい光がたくさん入る
気持ちのいい和室。
収納もたっぷりです。

お客様のご厚意で完成見学会を開催しました
お越しいただいた皆様ありがとうございました♪

広々としたLDKは
勾配天井で開放感
たっぷり。

２階に設けた浴室
は外の目を気にせ
ずゆったりとした
バスタイムを楽し
めます。

キッチン収納やダ
イニングテーブル、
スタディカウン
ターは造作で統一
感のある空間に。

オーナー様お披露目会を開催します

完成したお家を見たい！というオーナー様
の声にお応えし、今年からオーナー様限定
の完成お披露目会を開催いたします。
※詳細につきましてはその都度DMにてお知らせいたします。

ヒノケンオリジナルトートバック

をつくりました～(^o^)

A3サイズがしっかり入る
大容量の便利なトート
バックになっています！
書類を入れたり、お買い
物バックとしてもお使い
いただけますよ♪
1月中にご連絡頂いた方に
プレゼントしまーす!!
この機会にぜひゲットし
てください(*^^*)

New event!!



　

7月18日にK様邸のお引き渡しが行われました。
景色のいい立地でお部屋からの見晴らしもばっ
ちりです。デザインや素材はもちろん暮らしや
すさにもこだわりました。

状hbおヒノケン 壁紙を貼っています

内装工事が終わると、次は

器具付け作業に入ります。

新成：Ａ様邸

内装工事中

大橋：Ａ様邸

仕上げ工事中
末広町：Ｋ様邸

仕上げ工事中

イベントのお知らせ

「アウトドアテイストな家」

石×木×アイアンの組み合わせがかっこいい
アウトドアテイストなお家が完成しました。
室内にはモールテックスやレッドシダーなどの
自然素材を使いお客様のこだわりが詰まった空
間になっています。

※完全予約制となります。詳細についてはDMにてご確認ください。

２/19（土）20（日）
10時∼16時
場所：石巻市成田

プライベートな奥庭を持つ素敵な住まいです。
完成形はまだ先…。 家族で造り上げる楽し
みを残しながら、プレ完成見学会へ！

中田：T様邸

木工事中

住みたい街の中古物件を

リフォームして自分らしい

お家にしていきます
Ｒ

玄関ポーチのタイル

を張っています

まもなく完成です！

成田：Ｓ様邸

内装工事中

２/５（土）６（日）
10時∼16時
場所：石巻市新成

ホームページを
リニューアルしました！

ヒノケンのホームページが新しく
なりました！施工事例など情報を
随時更新していますので、
ぜひチェックしてみてください♪

工事もいよいよ終盤です！

器具付けも終わり、これから

最終検査を受けます

下地のパテ処理をして
これからクロスが張ら

れていきます
どんな内装になるのか

…ワクワク♪

２/２６（土）２７（日）
10時∼16時
場所：仙台市泉区高森
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「遊び心あふれる家族が暮らすナチュラルな家」

「高森の家見学会」

寒い時期のお宅訪問会。
実際に住んでいるお家をご覧いただけます。
心地良い暖かさを体感できるのはもちろん
オーナー様のお話も伺うことができますよ。


