
after
Reform

　重川材木店

M/01
　 新潟市江南区

　　Ｍ 様の家

構造 / 木造2階建て

築年数 / 14年
改修範囲 / アプローチ
施工期間 / 3週間

～Reformを考えた理由～

出入口に門を設置、囲うことにより

お庭をよりプライベートな空間にし

ゆっくり穏やかな時間を過ごすため before

門



Reform

　重川材木店

 　 燦燦
　さ　ん　　さ　ん

0 8
　 長岡市中之島

　　Ｔ様の家

戸建：ご夫婦のお住まい
改修面積/1期：62㎡　 2期：16㎡
施工期間/1期：1ヵ月　2期：2ヵ月

玄関→和の雰囲気に増築
ＬＤＫ→落ち着いた和モダンに 
浴室・脱衣→新規

concept past photos

マンション暮らしからご実家に戻りreform
玄関入口の向きを変更し、ギャラリー空間に
和室1間をリビングにし、廊下から直接アクセス可能

思い入れのあるキッチンは再利用

浴室を広げゆったりと







床の間のある和室8帖 洋室6帖 洋室8帖

北側廊下 なんとなく歩く猫 お手持ちのステンドグラス

 リモデル前の写真

リモデル前の写真を
貼付する。

After  リモデル後のお施主様の声

Before  リモデル前のお施主様のお悩み・ご要望 Before

気密性が悪く、夏暑く、冬は寒い。
使い勝手の悪い間取りなので、夫婦2人と猫が快適に暮らせる2階にした
い。

キャットウォーク、ハシゴを付けてもらったり、扉を開けるとすべての部屋と廊下がひと続きになることで猫が走り回ったり

と、自然と猫と一緒に遊ぶ時間が増えました。

カフェスペースにはお気に入りの椅子を置き、猫と一緒にくつろげるようになりました。

（例：明るく気持ちのいい空間なので、リビングで過ごす時間が増えました。）

猫とくつろぐ時間が自然と増え、家にいる時間が増えました。
気密性が良くなり、夏場エアコンの効きが良く省エネになりました。
窓が多いので明るく、風通しが良く快適に過ごせます。
サンルームを付けてもらい、天気を気にせずに洗濯物が干せるようになりました。
ウォークインクローゼットや多くの収納を作ってもらい、整理整頓がしやすくなりました。

（例：対面式のおかげで、家族と会話しながら笑顔で料理ができるようになりました。）

（例：キッチンが昼間でも暗い。）

（例：日当たりが悪くスペースも
狭いので、対面式を採用して間
取りをLDKに変更。）

高気密高断熱で快適性を高める。
猫と楽しく暮らせるカフェや仕掛けの提案。
2階での限られた空間の中で、ラウンジ、
カフェ、キッチン、洗面、トイレ、寝室、
クローゼットを、使い易く役割を明確にした間
取りの提案。

リモデルしてスマイルになったこと

＜写真の説明＞
北側に廊下、南側に和室8帖と洋室2間が子供部屋として使われていた。南側3部屋は大変明るく、広いお庭も眺められる。

夫婦で住むには収納が少ない。猫が自由にふらふらと歩いている。

生活スタイルの変化

07 猫ｃａｆｅ ｈｏｕｓｅ



Reform before after
　重川材木店

　トイレ

T/01
　 新潟市西区

　　H 様の家
洋式トイレにReform

珪藻土、タイル、エコカラットを

使い、和風の落ち着いた空間

家族構成：70代のご夫婦
構造 / 木造2階建て 移動と立上りに便利な手摺の設置

築年数 / 40年
改修範囲 / トイレ･前室
施工期間 / 2週間 和式便器　姿勢がつらくなってきた

～Reformを考えた理由～

和式トイレのため、姿勢がつらく
なってきて洋式に変えたい
和風の建物に住んでいるため
トイレも和風の落ち着いた空間に
したい

トイレ内に手洗器を設置

床の間的な飾れるスペースを
設けた

トイレ入口 トイレ前室に飾り棚 お掃除道具等をしまえる収納



Reform before after
　重川材木店

浴室･洗面脱衣

Y/01
段差解消で転倒危険対策

　 新潟市北区

　　I 様の家

家族構成：60代のご夫婦
構造 / 木造2階建て
築年数 / 33年 手入れしやすいユニットバスに入替 暖房換気乾燥機を設置

改修範囲 / 浴室･洗面脱衣 冷たいタイルのお風呂 手摺の設置で安心入浴 冬暖かく

施工期間 / 2週間 お掃除に時間がかかる 洗濯乾燥としても大活躍

～Reformを考えた理由～

タイルのお風呂はひんやりして
冬寒く、お手入れも大変
浴室入口に段差があり危険
気分一新 洗面台を新しくしたい

収納が少なく整理しにくい 浴室入口に段差
既存の鏡を生かしたｽﾀｲﾘｯｼｭな洗面台 収納を増やし整理しやすい



Reform

　重川材木店

 　 団欒

0 6
　 新潟市西区

　　U様の家

戸建：3世代のお住まい
改修面積/137㎡
施工期間/3.5ヵ月

1階2階を大幅にreform
1･2階ｷｯﾁﾝ･洗面･ﾄｲﾚ→ 新規
高気密高断熱住宅に

concept past photos before after

3世代が暮らす2世帯住宅
1階は家族みんなが集まる
広いLDKに

ﾒｲﾌﾟﾙ、ﾅﾗ材などの自然素材

に囲まれた優しい空間



Reform

　重川材木店

 　 棲家

0 5
　 新潟市中央区

　　N様の家

戸建：70代のご夫婦
改修面積/40㎡
施工期間/2ヵ月

寝室を一階に
和室と洋間→ 多用途な寝室に
高気密高断熱と床暖房

concept past photos after plan perspective

趣味の骨董品に囲まれたい
寝室･書斎･ｸﾛｰｾﾞｯﾄ･収納･
展示ｽﾍﾟｰｽをｴﾘｱ分け

自然素材に囲まれた優しい空間

桧床･松無垢天井･和紙



Reform

　重川材木店

    珈琲

0 4
　 新潟市西区

　　Ｉ様の家

戸建：２世帯のお住まい
改修面積/183㎡
施工期間/3ヵ月

DKと和室→ 開放的なLDKに
ｷｯﾁﾝ･浴室･洗面･ﾄｲﾚ→ 新規
高気密高断熱住宅に

concept past photos before after

家族みんなが集まりteaﾀｲﾑ
珈琲、紅茶、緑茶の香りが漂う
café dining

自然素材に囲まれた優しい空間

珪藻土・タモ無垢材・造作家具



Reform

　重川材木店

 　 円舞

0 3
　 新潟市中央区

　　F様の家

戸建：ご夫婦とお嬢様
改修面積/74㎡
施工期間/2.5ヵ月

居間台所→ 開放的なLDKに
ｷｯﾁﾝ･浴室･洗面･ﾄｲﾚ→ 新規
高気密高断熱と床暖房

concept past photos before after

ご夫婦とお嬢様の三拍子で
奏でる円舞(waltz)
お手持ちの家具を配置

対面ｷｯﾁﾝにすることで空間に

広がりを生む



Reform

　重川材木店

    爽快

0 2
　 新潟市西区

　　O様の家

戸建：ご夫婦のお住まい
改修面積/52㎡
施工期間/50日

1階をONEROOMにreform
ｷｯﾁﾝ･浴室･洗面･ﾄｲﾚ→ 新規
高気密高断熱住宅に

concept past photos before after

ﾘﾋﾞﾝｸﾞを陽当たりよい位置に配置
庭と隣接し外との繋がりが生まれた
自然素材に囲まれた優しい空間

珪藻土・ﾅﾗと杉の無垢床材・造作家具



Reform

　重川材木店

 　 望郷

0 1
　 新潟市西区

　　K様の家

戸建：２世帯のお住まい
改修面積/112㎡
施工期間/3ヵ月

和室二間→ 開放的なLDKに
ｷｯﾁﾝ･浴室･洗面･ﾄｲﾚ→ 新規
高気密高断熱住宅に

concept past photos before after

ご実家に戻りreform
子供の頃から見慣れた
梁・障子・襖・鴨居を再生

自然素材に囲まれた優しい空間

珪藻土・杉無垢床材・造作家具




