
＜現住所＞　〒 ＜電話＞

様 ＜建設地＞ ＜携帯＞

起床時間 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日

6時 7時 5時20分 6時30分
朝食の時間

夕食の時間

入浴の時間

就寝時間

平日の夕食後の過ごし方

（どこで、何をしますか）

休日の夕食後の過ごし方

（どこで、何をしますか）

（将来の独立の予定など）

家
族

家族の団らんの時間

週（ 　　　　）日ぐらい

（時間帯： ）

家族団らんの過ごし方

（どこで、何をしますか）

　　○リビング、寝室に部屋干しできるようなバーがほしい。

家族一緒の食事の頻度

5 　　　　）日ぐらい

具体的には：□朝食　□昼食　□夕食　□休日

所有台数 2

ペット
ミニチュアダックス □無

食
事

ペットの居住環境
室内　家人が居る時は室内自由　来客時または留守中はゲージの中

（どこで、どのように飼っていますか）

5　車について

車種
マークＸ　ワゴンＲ

専用の客間は必要ですか？
□必要 □必要ではない □その他（　　　　　　　　　　　　　　     　　　）

4　ペットについて

2　家族の団らん・食事のスタイル 3　接客について

来客の頻度
2～3

接客の場所はどこですか？
客間 □居間 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　    　 　）

備考

ゆったりくつろげる家

車いすで移動できる家

新しい家への夢や希望 広い空間がほしい いつも片付いている家

コンテナガーデン

趣味・習いごと 卓球　カラオケ　ゴルフ フラワーデザイン　　ピラティス

寝室でテレビ　週2回卓球 洗濯　　ダイニングで読書

居間でテレビ　洗濯物干し手伝い 休憩　入浴
23:30 23:00 23:30 23:00

20:00 18:00 22:00 20:00

21時00分 19時 21時00分 19時
生
活
パ
タ
｜
ン

6時30分 8時 7時30分 8時

職業・学校
会社員 会社員パート

（　　　）歳 （　　　）歳
続柄

世帯主 妻

堤 好史（つつみよしふみ） 大垣市

ステップ1：現在の家族生活を見直してみよう

1　家族の生活スタイル　家族全員が記入するようにしましょう。

名前・年齢

好史　　５８歳 洋子　　５２歳 （　　　）歳 （　　　）歳
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玄関 現在の広さ（ ）畳 寝室 現在の広さ（ ）畳

□広さは十分ですか？ □広さは十分ですか？

ポーチが狭い。傘をさして鍵を開け閉めは不便。 □下駄箱など収納スペースは不足して 収納不足。 □睡眠を妨げるような問題点は

収納スペース不足。 いませんか？ 物が外に出ていてごちゃごちゃしている。 ありませんか？

コンセント不足。コンセントの位置が使いづらい。 □収納スペースは十分ですか？

引き戸が重い。 □コンセントや照明スイッチの数や位置に

タンスの中の物をとる時、タンス前の物をどかしてからしか 不満はありませんか？

リビング 現在の広さ（ ）畳 物が取り出せない。

□空間（面積、高さ）にゆとりがあり、 子供室 現在の広さ（ ）畳

狭い。収納がスペースがない。 くつろげるスペースになっていますか？ □広さは十分ですか？

洗濯物をデッキに干しに行くとき、座っている夫にいちいちどいて □日当たりや風通し、眺望など、居住性に □日当たりや風通し、眺望など、居住性に

もらわないと、干場に行けない。 不満はありませんか？ 不満はありませんか？

□収納スペースは十分ですか？

浴室 現在の広さ（ ）畳

ダイニング 現在の広さ（ ）畳 □広さは十分ですか？

□広さは十分ですか？食卓周りの 寒い。 □位置に不満はありませんか？

狭い。 スペースに余裕はありますか？ お湯はりしていたのを忘れて湯が溢れそうになる。 □設備機能に不満はありませんか？

テーブルの上に物を置いてしまうので、すっきりしない。 □リビングやキッチンとのつながりに 換気扇がない。

引き戸が重い。 不満はありませんか？

洗面・脱衣所 現在の広さ（ ）畳

□広さは十分ですか？

寒い。狭い。 □位置に不満はありませんか？

換気扇がない。 □設備機能に不満はありませんか？

キッチン 現在の広さ（ ）畳 □収納スペースは十分ですか？

□キッチンの使い勝手に不満は

収納不足。コンセント不足。 ありませんか？

玄関から丸見え。ゴミ箱の置き場所がない。 □ダイニングとのつながりに不満は トイレ 現在の広さ（ ）畳

一つの作業をするのに、あちこちから物を持ってこなければならない。 ありませんか？ □広さは十分ですか？

夏、西日が眩しくて調理しずらい。また、西日で暑い。 □収納スペースは十分ですか？ 出入り口が狭い。 □位置に不満はありませんか？

換気扇の掃除が自分でできない。高い位置にあるので。 □コンセントの数や位置に不満は 掃除道具の収納場がない。 □設備機能に不満はありませんか？

換気扇を使用しても匂いがリビング、玄関まで充満してしまう。 ありませんか？

寒い。冬の朝、油が凍っていてすぐに使えない。

不満点・改善したい点

不満点・改善したい点

不満点・改善したい点

不満点・改善したい点

不満点・改善したい点

不満点・改善したい点

ステップ2：現在の住まいの不満を整理してみよう

6　現在の住まいの不満　家族全員が記入するようにしましょう。

不満点・改善したい点 不満点・改善したい点

不満点・改善したい点
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キッチン 広さ　（　　　　　　　　）畳

建設予定地（住所） リビングとのつながり方 □一体型（DK)　　□独立型（D・K）

希望依頼先 要望事項 パントリーのようなものがほしい。ミネラルウォーター、買い置食品、漬物容器、など

なんでも入れられるところがほしい。キッチンの外でもいいのでほしい。

建築予算 1800 ）万円 調理中のごちゃごちゃが手元だけでもかくしたい。

1800 ）万円　　　　銀行融資額（　　　　　 ）万円　予定〕　

入居希望日 入居希望日　　（　　　　　　　　）年（　　　　　　　　）月（　　　　　　　　）日頃 あまり移動しなくても作業できるようにしたい。

その理由： 欲しい設備・機器 ＩＨコンロ　食洗機　

希望の 外観イメージ（参考資料がある場合、誌名、号、ページなどを記入しましょう） 寝室 広さ　（　　　　　　　　）畳

外観イメージ 付属する部屋の希望 □書斎　　□ウォークインクロゼット　　□納戸

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

庭やアプローチへのイメージ（参考資料がある場合、誌名、号、ページなどを記入しましょう） 要望事項 衣替えしなくても良いようにだいたいの衣服は収納したい。冬コート類は今ある洋服ダンスを

２階へ持っていきそこに収納。

希望の 内観イメージ（参考資料がある場合、誌名、号、ページなどを記入しましょう） 出窓のところに内窓がほしい。

内観イメージ 子供室 広さ　（　　　　　　　　）畳 □個室　　　□共用（　　　　　）人

（名前：　　　　　　） 要望事項

住まいで重視する （A=かなり重要、B=やや重要、C＝それほどでもない、D=分からない　を記入してください）

ポイント （　　Ｂ　　）外観 （　　　Ｂ　　）インテリア （　　Ｂ　　　）設備・機器

（　　　Ｂ　　　）省エネ性能 （　　　Ａ　　）健康・自然素材 （　　Ａ　　）バリアフリー 子供の独立後など

（　　Ｂ　　）耐久性 （　　　Ｂ　　）家相 （　　Ａ　　　）コスト 将来の予定

（　　　　　　）その他（具体的に： 子供室 広さ　（　　　　　　　　）畳 □個室　　　□共用（　　　　　）人

（名前：　　　　　　） 要望事項

玄関 広さ　（　　　　　　　　　）畳

要望事項 表札をつけたい。 ドアホンをつけたい。

今の明るい玄関は好きなのであまり暗くならないようにしてほしい。 子供の独立後など

網戸はほしい。現在も網戸にしていることが多い。家に風を入れるのが好き。虫が多い地域なので網戸は必要。 将来の予定

（　　　　　　　　　　） 広さ　（　　　　　　　　）畳 □洋室　　　□和室

リビング 広さ　（　　　　　　　　　）畳 要望事項

要望事項 ソファーの前は広い空間がほしい。 明るいこと。

大きめの観葉植物を置きたい。

ダイニング 広さ　（　　　　　　　　　）畳 （　　　　　　　　　　） 広さ　（　　　　　　　　）畳 □洋室　　　□和室

リビングとのつながり方 □一体型（LD)　　□独立型（L.・D） 要望事項

要望事項 テーブルは６人くらい食事ができる大きさがほしい。休日は二人一緒に朝食をとるけれど

夫が新聞を読みながら食べると私の場所がないので６人テーブルで私の場所の確保もしたい。

またこの先、仕事リタイア後はますますそういう状況が多くなると思うので大き目テーブルは欲しいと思う。 （　　　　　　　　　　） 広さ　（　　　　　　　　）畳 □洋室　　　□和室

食事だけでなく、大きなテーブルで二人がそれぞれ別々のことをしながら過ごすのもいいかなと思う。 要望事項

現在は休日は一日家で過ごすことはあまりなくて、たいてい外出しているがもう少し先は

家で二人で過ごす時間も増えると思うのでお互いを尊重しつつ別のことをやれるのもいいかなと思う。

　　そこにストーブ、扇風機を収納したい。　　現在は２階にしまってあるので、不便。

　　○リビング、寝室に部屋干しできるようなバーがほしい。

ステップ3：新しい住まいへの要望をまとめよう

7　家づくりの計画概要

8　全体に関する要望

9　部屋別の要望
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浴室 広さ　（　　　　　　　　）畳

要望事項 名称 サイズ（幅　　×　　奥行　　×　　高さ） 備考（色、設置場所など）

ソファー

欲しい設備・機器

洗面・脱衣室 広さ　（　　　　　　　　）畳 テーブル　イス

要望事項 下着類の収納をしたい。余裕あればパジャマもしまいたい。

リビングや寝室にいつもパジャマをおきっぱなしにしてしまうので、脱衣所にバジャマの置き場所を確保したい。

お風呂から出てすぐパジャマが着られて楽。

欲しい設備・機器 座って着替えられるよう椅子をおく。現在も椅子はあるが、バケツ置き場になっている。

バケツ置き場の確保。

トイレ 広さ　（　　　　　　　　）畳

要望事項 手すり、収納、手洗い、鏡。

ドレッサー

ベッド

欲しい設備・機器 □和式　　　□洋式　　　□暖房便座　　　□温水洗浄便座乾燥までついている温水洗浄便座

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車庫 台数

要望事項

外溝・エクステリア 植えたい花や樹

欲しい庭の設備 □物干し　　　□物置　　　□屋外照明　　　□自転車置き場

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

要望事項

その他 犬のご飯場所。犬の室内でのトイレの場所。

ペットへの配慮など

○物の収納場所を決めてできるだけ物は収納し、飾りたい物を飾るスペースの確保。

　飾りたい物は、花、緑、写真、お気に入りの物など。 ■記入例

○ルーバー雨戸がつけたい。 子供室 学習机、イス 1000×675×1200（ｍｍ）

○自然素材に囲まれた体に良い空間のなかで、ゆったり時間が過ごしたい。 （　長男　） 洋服ダンス 650×600×1200（ｍｍ） ●ダークブラウン　●下部に引き出し有り

○奥行は狭くてもいいので、本棚がほしい。 ベット 約2000×1000×450（ｍｍ） （新規購入）

○エアコンの位置。

　　○北側倉庫の活用。一部分で良いのでスリッパのまま行けるスペースを作っていただき

　　そこにストーブ、扇風機を収納したい。　　現在は２階にしまってあるので、不便。 ※新しく購入する家具も ※収納家具については、扉の開け方や

　　○リビング、寝室に部屋干しできるようなバーがほしい。 　記入しておきましょう 　引き出しの有無も記入しましょう

（　　　　　　　　　　）

11　その他、新しい住まいに対する夢、希望することを自由に記入してください

10　屋外の要望事項 子供室

（名前：　　　　　　）

子供室

（名前：　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

ダイニング

キッチン

寝室

12　新しい住まいで使う家具

リビング
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