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後悔しない家づくりにデザイン住宅がお勧め。
インテリアから選ぶ家とは？

1 デザイン住宅を検討したほうがいい理由とは

デザイン住宅にインテリア検討が重要な理由2

納得するデザイン住宅を建てるための進め方3

新築するなら、まずインテリア選びから！
家族のライフスタイルを考慮したデザイン住宅で
後悔しない家づくりをしましょう。

一生に一度の大きな買い物！ 家を新築するなら、デザイン住宅も是非検討してみてください。

デザイン住宅は自分のこだわりを反映しつつ、住みやすさも兼ね備えた家が実現できます。

そこで、後悔しない家づくりをするにあたりインテリアの検討が重要になってきます。

後悔しない家づくりとは？インテリアの重要性と併せて詳しく見ていきましょう。

デザイン住宅は自分の理想に近い家を建てることができますが、

大抵は家ができた後にインテリアを決めることが殆ど。すると後

決めの家具によって生活動線に不具合が生じたり、動線を優先

するために置きたい家具を諦めざるを得なくなることがありま

す。それでは本当の理想の家は実現できません。後悔しない家づ

くりをするなら、建物の設計を進めると同時にインテリアも検討

することで、空間、機能性、インテリアなど、理想どおりである納得

の家を建てることができるのです。

一般的な建売住宅は、間取りや設備などが元々決まっ

ていることが大半なので、購入時には良いと思っても実

際に住んでみるとデザインや設備などに不満が出やす

いといった側面があります。住宅購入は一生に一度の

大きな買い物。後悔のない家にしたいと考えていくな

ら、こだわりを反映できるデザイン住宅がおすすめで

す。理想に近い新築が建てられ、他とは違うオリジナル

の家というのも魅力ですね。デザイン住宅は｢インテリ

アにこだわりたい｣、｢自分のライフスタイルに合った家

に住みたい｣を叶えた家づくりが実現できます。

デザイン住宅は自由設計ができるのが利点です。しかし

便利さを重視しすぎると、自分のライフスタイルに合わ

ない「機能だけは良い家」になってしまいます。逆に、こう

いうイメージにしたい！とデザイン性にこだわり過ぎる

と、機能性のない暮らしづらい家になってしまいがち。こ

ういう家にしたいというイメージが不明確なまま住宅設

計を進めてしまうと、理想の家とかけ離れてしまったり、

テイストが統一されないちぐはぐな家になってしまった

りと結果的に後悔する住宅になってしまうことも。ライ

フスタイルに合った家づくりをするためには、インテリア

の方向性を家族で明確にし、それを叶えたデザインに加

える形で機能性を取り入れていくことが重要です。
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1 後悔しないデザイン住宅を建てるためのポイント

デザイン住宅を建てるために
インテリアを一緒に考える理由

デザイン住宅を建てるのなら、内装もとことん

こだわりたいものです。自分好みの空間を実現

させるためには、インテリアの選び方がポイントに

なります。生活する上でソファや机、椅子などの

家具は必要不可欠です。

こだわりのデザイン住宅をさらにオリジナルの空間

にするアイテムがインテリア家具といえます。

今回はデザイン住宅におけるインテリアの必要性

についてまとめました。

家族全員の要望や、欠かせない条件を整理する家族全員の要望や、欠かせない条件を整理する

設備の導入や間取り決め設備の導入や間取り決め

マネープランマネープラン

実際に新築の家を建てた人の体験談を聞いたり、自分たちの生活を見直したりすることで理想の家づくりの形が

見えてきます。こだわりのデザイン住宅を建てるのであれば、納得がいくまで計画を練り、後悔しない家づくりを実

現させたいものです。

デザイン住宅を建てる3つのポイント ！

生活する上での優先順位や最低限必要なポイントを抑えることで、

家づくりのイメージが定まってきます。

最近はオープンキッチン、ウォークイン・シューズインクローゼット、パントリーといった生活に便利

な設備が人気といわれています。子ども部屋の確保、家事動線の位置、書斎スペースなど、家族構成

やライフスタイルに合わせて間取りを決めることが可能です。

家づくりをする上で最も重要なポイントとなります。住宅購入以外にも費用がかかる

ので資金準備は欠かせません。

1

2

3
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2 デザイン住宅でインテリア検討が必要なわけ
代表的なインテリアスタイルとして、エレガント、クラシック、

カジュアル、モダンの4つが挙げられます。

インテリアには心理効果があり、自分の好きな色やデザイン

の家具を配置することで気持ちが明るくなり、リラックスで

きる効果もあるようです。ソファーやテーブル、収納棚など

を置くことで視覚や触覚などの感覚機能が養われるため、

デザイン住宅には欠かせないアイテムといえます。

部屋の印象を決めるインテリアのアイテムは豊富で、家具や照明などを

どう選ぶかによって家の中の雰囲気がガラッと変わります。

インテリアにも流行があり、近年はモノトーンカラーを中心とした装飾が

施されたデザインのものが人気です。自分の好きな色やデザインの家具は

住む人を幸せにしたり癒したりする効果もあることから、デザイン住宅を

建てる上で、インテリアは欠かせない存在なのです。

流行中のデザイン住宅のインテリアとは3
従来は、デザイン性に優れたアイテムや高級家具を

部屋に少しだけ飾るといった、シンプルで生活感のな

いインテリア空間が主流でした。最近は、モノトーン

が中心で色合いは控えめであるものの、装飾が施さ

れたインテリアの人気が高いようです。また、オリジナ

ルの家具や雑貨を作り、お金をかけずに自分好みの

家具や雑貨を楽しむ人も増えています。
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2 失敗しない新築のインテリアコーディネートのポイントとは？

3 デザインも諦めない、ライフスタイルを大切にした家具選び

1 新築の家具選びはいつ行うのが正解？
建売住宅の場合なら、あらかじめ内装などが決まっているため、

できあがった内装やデザインなどを一通り見た上で、家具屋さ

んやインテリアショップで家具を選ぶのがよいでしょう。また、

注文住宅の場合は、内装などを自分自身で決定することが醍醐

味であるため、内装と家具選びを同時に行うとより自分好みの

インテリアコーディネートができます。

新築の家具選びでトータルコーディネートは
なぜ必要なのか

せっかくのマイホームなら、家具選びにも力を入れたいという人も多いのでは

ないでしょうか？また、選んだ家具によっては住宅自体のデザインがより引き立って

くるため、侮ることはできません。今回は、デザイン住宅の場合何を重視して

インテリアコーディネートを行えばいいのか見てみましょう。

楽しい反面、苦労する人も多いデザイン住宅の家具選び。

時間もかかるため、つい妥協してしまいがちですが後悔しないようにしっかりと見極めて

選ぶことが大切です。せっかくのマイホームがより居心地の良い場所になるように自分の

ライフスタイルやこだわりをもう一度見つめ直して、納得のいく家具を選んでください。

新築住宅でインテリアコーディネートをしようとする

と、気に入って購入したのに、いざ配置してみるとイ

メージと違ったり、部屋の雰囲気と合わなかったりす

ることがあります。そのため、カラーとトーンの組み合

わせを意識してコーディネートをすることが大切です。

まとまり感を重視するなら、同系色で組み合わせ、統一

感を重視するなら暖色同士や寒色同士など組み合わ

せるとよいでしょう。また、個性的な部屋つくりをした

い人は、あえて反対のカラーを組み合わせることでお

しゃれな空間に仕上げることができます。

ライフスタイルは家族構成や職業などによって人それ

ぞれ。小さい子どもがいる家庭などは、デザイン性より

機能性や安全性を重視したインテリアになりがちで

す。しかし、デザインも諦めないためには、まずはたくさ

んのインテリアを見てみることが大切です。その上で、

部屋の間取り図や写真を基に、シミュレーションがで

きるインテリアショップも多数あるので、利用してみる

とイメージが湧きやすいでしょう。家具のレンタルを行

なっているメーカーもあるため、気に入ったものは購

入前にレンタルしてみるのもおすすめです。
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1 新築の家具選びで飽きが来てしまわないように

飽きのこないインテリアは
ベースで作る！

個性が強いインテリアは
ポイント使いで！

「飽きる」とは同じ刺激が長く続いて嫌になったり、これ以上は

欲しくないと感じる心の動きです。家やインテリアも最初は好き

で選んだデザインであっても、刺激が強い物であれば脳がその

刺激に飽きるのも早くなってしまうそう。1日の長い時間、そして

長い年月を過ごす家とインテリアは、長くそばにあっても違和感

のないテイストを選ぶのがおすすめです。

ベースができたら、そこに個性を足していきま
しょう。スタイリッシュな空間が好みであればデ
ザイン性の高い無機質なダウンライトを据え付
けたり、レトロで重厚感のある部屋にしたいと思
えばヴィンテージテイストの絵やオーナントを
飾ったり、好みにアレンジをしていきましょう。こ
れらはもし数年後飽きたとしても、その時のライ
フスタイルや趣味に合わせた変更が可能。個性
の強いものや流行のものはクッションカバーや
テーブルランナーなどで楽しむのも、飽きがこな
いインテリアのポイントです。

新築の家具選びで飽きがこないインテリアとは
マイホームは長く愛せるおうちにしたいもの。飽きがこず住み心地のいい家とは、

家そのものとインテリア、そして住んでいる人のライフスタイルがマッチしている家の

ことです。家を新築する際は、どんな生活をしたいのかをイメージし、それとマッチ

するインテリアコーディネートを同時に考えながら計画をしていきましょう。

デザイン住宅は、外観からインテリアなど住まい全体を統一した

コンセプトでトータル設計する住宅です。その中でインテリア選びは家の

コンセプトを成り立たせる上でとても大切な要素を担っています。

家族とどんな空間でどんな生活を送りたいのか、専門家としっかり話し合い、

飽きのこない住まいを創っていきたいですね。

新築住宅でインテリアコーディネートをしようと
すると、気に入って購入したのに、いざ配置して
みるとイメージと違ったり、部屋の雰囲気と合わ
なかったりすることがあります。そのため、カラー
とトーンの組み合わせを意識してコーディネート
をすることが大切です。まとまり感を重視するな
ら、同系色で組み合わせ、統一感を重視するなら
暖色同士や寒色同士など組み合わせるとよいで
しょう。また、個性的な部屋つくりをしたい人は、
あえて反対のカラーを組み合わせることでおしゃ
れな空間に仕上げることができます。

Point 1 Point 2
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1 デザイン住宅で注目の北欧スタイルの家とは

2 北欧スタイルのデザイン住宅のインテリアコーディネート

北欧スタイルのデザイン住宅で暮らしたい！
家づくりとインテリアのポイント

数あるデザイン住宅の中でも、近年北欧スタイルのデザイン住宅が注目を

集めています。シンプルでぬくもりあるデザインが特徴の北欧住宅は、素朴

ながらも洗練されたスタイルを好む人におすすめです。デザイン住宅を新築

しようと思っている人に向けて、北欧スタイルの家づくりはどんなものなのか、

インテリアコーディネートのポイントと共に紹介します。

北欧の住宅やインテリアは、森や湖などの自然に囲

まれた風土ゆえ、自然や動物のモチーフが多く取り

入れられたナチュラルなデザインが主体となってい

ます。厳しい寒さの続く冬は家の中で過ごす時間も

長くなるため、シンプルで温かみのある室内の空間

づくりが必要となります。「ハンドメイドに価値を見

出す」、「良い品質のものを長く使いたい」、「華美で

はないが洗練された美しさを求める」というような
日本らしいメンタリティは北欧にも共通していま

す。北欧のデザインにそれらが凝縮されているの

も、日本で北欧スタイルのデザイン住宅が支持され

る理由のひとつと言えるでしょう。ナチュラルな素

材感に重きを置く北欧デザインは木との相性も良

く、木造の民家や家具に馴染みのある日本人にとっ

て、北欧スタイルの住宅が心地よいと感じる空間で

あるのも頷けます。

北欧住宅のインテリアに使用される色は、主に白を

主体としたナチュラルカラーが用いられます。使用

される木材も、バーチやメープルなどの明るめのも

のを用いられていることが多く、全体的に明るい印

象の室内になります。シンプルながらもビビッドな色

味をアクセントに用いるのが北欧スタイルの特徴の

ひとつで、フィンランド生まれの有名デザインハウス

「マリメッコ」のように目を引く鮮やかなカラーを差

し色にするインテリアが北欧スタイルらしさとも言

えます。北欧スタイルのデザイン住宅で暮らしたい

と考えている人には、住宅そのもののデザインと合

わせて、北欧らしさが感じられるインテリアコーディ

ネートをおすすめします。
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シンプルかつナチュラルな北欧スタイルの住宅は、日本人にも馴染みやすい

デザインです。極力ものを持たず、ていねいに心地よく暮らすシンプルライフが

見直される今、北欧スタイルのデザイン住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

1 北欧スタイルの家づくりの空間設計ポイント

北欧住宅は、厳しい寒さに耐えうる高気密・高断熱

の住宅設計がされています。北海道や東北地方など

寒さに厳しい地域であればそのままの工法を採用

するのも良いですが、それが必要のない地域に新築

する場合は、居住する地域環境に適した工法を選

び、北欧スタイルのデザインのみを採用すると良い

でしょう。北欧住宅は日照量の少なさを解消するた

め、窓を大きくとるデザインも多く見られます。開放

感のある空間づくりを目指す人にもおすすめできる

デザインと言えるでしょう。デザインの観点では、北

欧スタイルの住宅はまずシンプルな空間設計が第

一。無駄を省いたシンプルな空間と、自然の素材に

馴染むデザインが北欧デザインの要です。家電製品

など、人工的なものがなるべく表に出ないような空

間設計をすると、よりナチュラルで北欧らしい空間

が実現できるでしょう。
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北欧住宅はシンプルでナチュラルな雰囲気が特徴で

す。そのため白をベースにすることで、自然素材なら

ではの雰囲気を引き出すことができます。北欧デザイ

ンで有名なマリメッコ柄のクッションやカーテンを取

り入れたり、リビングに観葉植物を置いたりするだけ

で、一気に北欧スタイルが完成です。このように北欧

をイメージした住宅におすすめなインテリアのひとつ

に「Yチェア」が挙げられます。Yチェアは背もたれの

部分がYの字であることから、その名がつけられまし

た。丸みを帯びたフレームにシンプルなデザイン、木

質の座面が「和」の空間にも合うことから日本でも人

気のある椅子です。Yチェアには北欧スタイルの家具

の要素が詰まっているため、北欧住宅にも馴染むで

しょう。

デザイン住宅のインテリアにお勧めのYチェア

1 デザイン住宅にオススメのインテリア

近年注目を集めている、おすすめインテリアの

ひとつが「Yチェア」です。

Yチェアは曲線美が特徴のデザイン性に優れた

椅子で、最近では数々のインテリアショップでも

よく目にし、おしゃれアイテムとして選ぶ人も多いです。

北欧住宅を建てたいならYチェアは要チェック！2

Yチェアに魅了される理由とは3
Yチェアはバリエーションが豊富でフレームや座面の色によって

与える印象が異なります。座り心地の良さが日本人に合ってお

り、日本でも多くのインテリアショップで見られるほどです。たく

さんの人がYチェアに魅了されている背景には、その特徴である

曲線美のデザインがどんなインテリアとも相性が良く、あらゆる

空間にマッチすることであるといえます。

デザイン住宅は自由にアレンジしてオリジナルの住宅を手に入れることができます。
世界でたった一つの自分たちだけの住宅に、Yチェアを取り入れてみませんか。

新築デザイン住宅は、外観だけでなく素材や間取りにも

こだわった家づくりが実現できます。シンプル、モダン、

北欧、アジアン、現代和風など様々なテイストを選ぶこ

とができ、同じ間取りを選んでも色使いやデザインを変

えるだけで全く違った印象になります。シンプルやモダ

ンの住宅には、テーブル、椅子、収納棚などを白黒でま

とめると統一感が出ておしゃれな雰囲気に。北欧テイス

トの場合は、全体を温かみのある木製のインテリアで揃

え、カラフルなものをアクセントとして1点取り入れると

◎。アジアンはリゾートをイメージした壁紙やソファー

を使用し、現代和風住宅には、掘りごたつ、座布団、畳と

いった和の要素を盛り込んだアイテムがオススメです。


