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ゆめを形に描き起こしてみましょう

ご提案は はじまりの一歩
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建材を上手く配置して美を追求するデザインコーディネートをお届けします。

何年にもわたるエンジニアリング
と職人の技を基に、これらの窓
はあなたの高い水準に応える
ように設計されています。

Fyponは、ポリウレタン製品
の設計、革新、成形技術の
リーダーとして認められた
製品です。

アイコニックなレイズドパネルスチールガレージのドアを採用し、
溝付きパネルデザイン、オプションの装飾窓、錬鉄製のハードウェアを
追加することで、ヴィンテージ感を与えました。

表裏のパネル間に35
㎜厚のウレタン製断熱
材を充填し高い断熱
性能を実現。裏側は化
粧用鉄板仕上げ。可
動の静かさや耐久性
にも優れています。

従来のクラシック（古典）の要素
を友好的に残しつつモダン（現
代）の要素をバランスよくミック
スした建物外観デザイン。ホワ
イト・ブラック色を基調にグレー
系カラーを配置して落ち着きのある膨張してみえない空間の奥行きを表現し
たデザイン住宅のコーディネート術をご提案いたします  

美しい手摺を演出する部材

窓を美しく装飾してくれる
トリム材

窓
廻
り
の
装
飾
材
と
し
て

本物のデザイン住宅を

ビルトインガレージのある暮らしはじめませんか

Ⓐ窓 

Ⓑバラスターシステム

Ⓒウインドウクロスヘッド
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ディスティンクションド
アは表面が強化ファイ
バーグラスでつくられ
ているため、高い耐久
性があり、また内部は
ウレタンが充填されて
おり、高断熱仕様に
なっています。玄関ドアタイプは表面に木目
エンボス加工が施されており、塗装する事に
よりリアルに木目が表現できます。

軽量性による耐震性能向上や高い意匠性
を実現しながら、新築だけでなくカバー工法
によるリフォームにも対応可能な高機能屋根
材です。飛び火認定試験を受け認定を取得
しておりますので、日本の住宅にも安心して
お使いいただけます。

外壁の装飾材　見切り材として

屋根を美しく魅せる装飾材

中世ヨーロッパのお城や上流階級のお屋敷をイメージさせる「クラシック」デザインを取り入れつつも
過度な装飾は抑えシンプル感も表情としてだし、近年の生活環境の中でも違和感なく溶け込める邸宅をイメージした住宅モデルです。

の建材を活用したコーディネート例一覧

Ⓓ　玄関ドア

Ⓕ　屋根材

Ⓔモールディング 化粧幕板

Ⓖモールディング
クラウンデンティル

オークリッジ
スーパー

MLD440-12

MLD527-12



吹き抜けとスキップ階段で床を下げたリビングは開放感に溢れ、アイアンや階段
手摺、ヘリンボーンのフローリングなどクラシカルなデザインに、白い漆喰壁とモダン
デザイン家具を組み合わせ決して派手すぎない優雅な住空間を感じ取れます。

映画のワンシーンに出てくる欧米邸宅のようにエレガントな要素を加
えつつ,現代的要素（モダニズム）をバランスよく組み合わせるインテ
リアはトレンドなどに左右されない、ずっと大切にできる、一生物を手
に入れたかのような魔法の空間をプレゼントしてくれます。 

地下のワインセラーをリノベーションしたようなキッチンダイニングには蔵をイメー
ジさせるバーンドアや自由に組み合わせができるメリットキッチンなどをグレイッ
シュなカラーで仕上げ、年代を感じるような空間で構成しています。

玄関扉を開けると正面にウッドボックスニューエルを活用した
階段の手摺と吹き抜けに眼を奪われる空間構成されています。
また側面には魅せるシステム収納のWish Portを添えつけて
おり機能美とエレガント感を増してくれます。

インテリアはモールディングの使い方１つで
ガラリとイメージを変えることができます。

機能的に美しく使いやすくする
収納システム

インテリア空間を味わい深い
深みのある環境を演出してくれます。

壁パネル・ヘリンボーンフローリング

モールディング

システム収納

全室共通で
使います
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漆喰の塗り壁、モールディング、ヘリンボーンの床、暖炉などの
古典的な様式が残っているインテリア空間をイメージしてミックスするかのように清楚でシンプルな
ホワイト基調の素材を加えます。足し算と引き算のバランスを考えるかのようにコーディネートしてみましょう。



ベースボード・ケーシング・クラウン・
チェアレールなど一定の横断面を持
ち、光と陰によってできる縞模様の輪
郭で建物の表情にメリハリが付くよう
に形とられた細長い形状の装飾的な
表面仕上げの建材の総称です。

さっぱりした空間でもモールディングを
装飾することで陰影が生じエレガントな
空間を創ることができます。

バーンとは「納屋」という意味がありかつては欧米の農場にある納屋などで見られたドアスタイ
ルで、外付けされたレールが特徴のスライディングドアです。近年はそのレールに意匠性を持た
せたインテリアアイテムとして欧米で大変人気のあるドア用ハードウェアです。

ハウディーオリジナル洗面Flora
インテリアに合わせて美しい花柄
や愛らしいピーターラビットからお
選びいただけるオリジナルボウル
は大人気アイテム。

ハウディーオリジナルホワイトオーク材
で制作したヘリンボーンフローリング。
クラシカルなインテリアを創造するの
に欠かせないアイテムの１つです。

メリットキッチンは、40年以上前にカナダ・バンクーバーの家具職人によって設立されました。
その美しいデザイン性とすぐれた品質によりカナダ西部のお客様を中心に高く評価され、
僅か半世紀の間に世界クラスのメーカーへと成長。
今日、その製品は、カナダはもちろんアメリカや日本で採用されています。

ハウディーオリジナル

専属スタッフがご提案します

専属スタッフがご提案します

モールディングの名称と特徴

アメリカンオークラスティック　ヘリンボーン
HCF-590　L/R　クリアー自然塗料
サイズ(mm) 15×75  長さ(mm) 450

ホワイトオーク材の２P無垢ドア

アメリカの収納システムは、それがあることによって生活にリズムが生まれ、
ムダをなくし、ひとり一人の生活に軽やかな流れをつくります。
毎日のルーティーンをスムーズにしてくれる収納システムがWish Portです。
※サイズ調整してお客様の住宅計画に納まるようリサイズする事も可能です。

▶
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アンダーセンの木製サッシは複層ガラス
を標準装備、木部はPVC樹脂で被覆さ
れています。厳しい気候条件でも高気
密・高断熱に優れた性能を発揮します。
すべり出し窓・出窓・上げ下げ窓（ダブル
ハング）・突き出し窓・パティオドアなどデ
ザインも豊富で、日本でも輸入住宅や商
業施設などに40年以上にわたり愛され
続けている代表的な輸入サッシです。

ロートアイアン（鉄）製は重く錆びやすいという欠点もございますので、日本の気候風土と木造主体の建
築様式には不向きな点がございました。その欠点を補うためアルミ材を使用し、アイアン製と同様に一
つ一つ手作業で製作するロートアルミ製品をご提供いたしております。ロートアルミ製品はオーダーで
お造りいたしますので、デザインや質感はロートアイアン製品と同様の手作り感を保ちつつ、軽くて錆び
なという特徴（利点）を兼ね備えた画期的な商品です。

L.J.スミスの階段材は厳選された高品質の原材料、 そして熟練した技術から製造されます。
多種多様なデザインと部材で、トラディショナルスタイルから コンテンポラリースタイルまで
お好みのデザインの階段が作れます。どんな家にもマッチする美しい階段を提供します。

印象的なウッドボックスニューエルを使用した階段を
中央に配置し、それを取り囲む回廊が各居室への
動線をスムーズにします。少し大きめのクラシカルな
シャンデリアを中央に配置していただけると有名ホテ
ルのワンシーンをイメージさせるかのような空間を創
りあげる事ができます。各居室には機能的に魅せる
収納ウィッシュポートが用意されお部屋をドレスアップ
させる楽しみが詰め込まれています。

吹抜けを駆け上がる
ウッドボックスニュー
エルの階段手摺を活
用した階段スペース
は恍惚として我を忘
れるくらいのインパク
トのある空間を創り
出してくれます。

全室共通で
使います

ロートアイアンはヨーロッパ伝統の
鍛造製法で欧州では写真のように
幅広く建材として仕様されております。
手造り品特有のデザイン性と
質感が魅力です。

魅せる機能満載の各居室
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ホワイトのモールディング、茶グレー系の木質パネル、ホワイトオークのフ
ローリングをステイン仕上げでホワイトグレー系に仕上げます。ブラック
色のウィッシュポートを配置します。彩度を抑えたシンプル配色を施し、
ポイントでクラシカルなラインをモールディングで付け加え、陰影を加えた
大人インテリア空間に仕上げます。

子供部屋2室には魅せる収納家具ウィッシュポートを設定し、少し華やかに魅
せたい為エレガント方向に少しシフトしたインテリアの構成にしてみました。配色
もライトグレイッシュトーンの色をポイントで挿すような考えで優雅さや上品さを演
出していきます。お部屋も広く感じます。

ワンランク上の上質なインテリアをHOWDY
が選定した仕上げ素材で創り上げます。

上質な大人の空間

シ
ン
プ
ル
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
融
合

専属スタッフがご提案します
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家族のコミュニケーションの場
L型に配置したオーダーキッチン。クラシックとモダンデザインを
融合させる為にドアデザインはレキシントンフラット・色はホワイト。
キチンカウンターはブラック系の人造大理石を選定いたしました。

お勧めカラー

ブレントウッドフラット

専属スタッフがご提案いたします。
キャビネットの組み合わせや機器類の選定、またアクセサリー類の選定など、
キッチンコーディネートに特化した専属スタッフがご要望をお伺いして、
オリジナル感が溢れる内容にまとめた提案ボードを作成いたします。
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1971年創業のメリットキッチンはカナダ西部
最大のキャビネットメーカーです。創業時より
大切に受け継がれて来た職人の高い技術
とプライドによって作り出されたキャビネットは、
機能性はもとよりデザインや仕上げの美しさも
広く認められています。カナダの森から生まれ
た木製扉は時と共に風合いが増し、家族の
風景に寄り添って行くことでしょう。
My Kitchenをお探しの方にお勧めいたします。

カスタマイズできるのが
輸入キッチンの最大の魅力
貴方とデザイナーと
施工者で造りあげるインテリア
自分好みのキッチンにきっと出会えます
もちろん住まいのあらゆるシーンも
思いのままです。

Justサイズで快適



綺麗にスッキリ
インテリアのデザインも統一され
快適に過ごせる空間を実現で
きるウィッシュポートの収納家具。
新築時に設定するかしないか
で暮らす環境には大きな違いが
でてきます。
ハウディーでは、このご提案プラン
に限らず皆様の設計された住宅
に、綺麗にその家具が収まるよう
に専属のスタッフをご用意してご
提案できる体制を整えております。
一度お気軽にご相談ください。

専属スタッフがご提案いたします。
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「しまう収納 」から「 魅せる収納 」へ 。
アメリカの収納システムは、
それがあることによって生活にリズムが生まれ、
ムダをなくし、ひとり一人の生活に
軽やかな流れをつくります。
その人にあった心地良く住みやすい
スペース創りをお手伝いします。

見せながらの収納は色合いやラベルの
文字など置く物１つ１つで色々な
楽しみ方ができます。

Wish Port



｜ PRODUCT CATALOG17

ゆめを形に描き起こしてみましょう

お聞かせください  たくさんのご希望お聞かせください  たくさんのご希望
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Boutique House
豊かなテーマ性と高いクリエイティビティが細部にまで施された

高品質で小規模な高級ホテルのカテゴリー

”ブティックホテル”

そのエスプリからインスパイアされた

とっておきの私邸

サスティナブルで伝統的な美しさを踏襲した外観や

パーソナライズされた

スタイリッシュでこだわりのあるインテリアが特徴です

オーナーシップと高いクリエイティビティ
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Coexist with the forest
自然を愛でながら木々に棲む

森と共生する暮らし

（株）髙橋建設/S様邸

  Fascinated by the trees,
flowers and birdsong

of the plateau

高原の木々、花、鳥のさえずりに
魅了され、いつかはこんな暮らしが
したいと夢見る人は多いもの
ドアや窓にテイストを取り入れて
すぐに始められる住まいもあります



●

●

●

●

●

●
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木製の玄関ドアならSimpson

サスティナブルな床材フォレスタ

Andersenのダブルハングは
永遠の憧れ

Simpsonのハイドアを使って
伸びやかな空間を演出

レッドシダーの木製デッキと
Andersenのドアはベストマッチング

木製サッシの趣きある佇まいは
Pellaのアーキテクトがお勧め

Andersenの窓ならデザインもいろいろ 木製の階段はL.J.Smithにおまかせ
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Longing For California

カリフォルニアに魅せられて

カリフォルニアに憧れて

ボッテガ・ベルタ/H様邸

  Blue sky,  palm trees
and sea breeze

Heal me and make me happy

青い空、ヤシの木や海風が貴方を癒し
幸せな気持ちで満たしてくれます
そんな時間を自宅で持てたら
素敵ですね



●

●

●

●

●

●

●

●
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爽やかな一日の始まりは
オリジナル洗面Floraで

オークラスティックフロアー

モールディングシェルフで
ウォールデコレーション

プランテーションシャッターにFYPONの
モールディングを合わせて

L.J.smithの階段は２色使いでキュートに 変わらぬ人気の
Masoniteドア

キャノピーで印象的な玄関を

Fyponのモールディングと
収納のベストマッチング

やっぱり欲しいビルトインガレージは Clopay ブルーと白のコントラストが美しい MERIT KITCHEN

Ashley/あざみ野店

The Standard Apartment
/代々木

Ashley/あざみ野店

㈱ラックスエステート/鵠沼海岸
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Living with Diversity

多様性の中で自分らしさを愉しむ

多様性とともに生きる

Personalized life with favorite
that’s Your own style.

インテリアや音楽に食事、色、形、香り…
お気に入りのパーソナライズされた生活
それはあなた自身のスタイルです。
多様性の時代だからこそこだわりたい自分です。



●

●

●

●

●

●
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インパクトのある
玄関ドアは Distinction

アイアンと木の美しい
コラボレーション

シンプルだからこその
ダブルドア Jeldwen

スタイリッシュな
Andersenの窓は必須

オークのクリア色床は
プランクフロアーで選ぶ

大きな開口部でダイナミックな空間を演出 Andersen

個性的な水回りは
MERITや KOHLER

ボッテガ・ベルタ/Y様邸

The Standard Apartment
/代々木

Ashley/あざみ野店
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