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「自分スタイル」空間仕様書

築35年
神奈川県横浜市港北区大豆戸町横浜線「菊名」駅より徒歩6分 東急東横線「菊名」駅より徒歩6分

ペルソナ：40代ご夫婦＋お子様二人

空間ポイント：インテリアテイスト「ナチュラルノルディック」
ホワイトを基調にブルーグレーやネイビーを使用したカラーリングで、

爽やかでありながら落ち着ける空間を作りました。



「自分スタイル」空間仕様書

間取りに関して

Before After



「自分スタイル」空間仕様書

間取りに関して



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～玄関ホール～

床材積算箇所：リビング・ダイニング・キッチン、玄関ホール、ＲＯＯＭ０３、洗面所

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
フレンチヘリンボーン セットホワイトオーク色
希望小売価格 533,000円(13ケース)

玄関収納コンポリア クラフトレーベル
希望小売価格 328,600円

家の顔となる空間を
こだわりのアイテムで演出できる

“玄関収納コンポリア”

トールプランには
たっぷりの収納が可能
扉裏には傘収納も設置



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～洗面トイレ～

床材積算箇所：リビング・ダイニング・キッチン、玄関ホール、ＲＯＯＭ０３、洗面所

アーキスペックフロアーＷ パーケットＡ
フレンチヘリンボーン セットホワイトオーク色
希望小売価格 533,000円(13ケース)

ドア
クラフトレーベル
DE型 グレージュウォールナット柄
希望小売価格 135,000円

クラフトレーベルのドアは
アンティークモチーフの
７つの採光部デザイン

から選べます



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～バスルーム～

フレームシェルフ
おすすめポイント

✔壁、床、天井。
収納したい場所や物にあわせて設置が可能

✔棚板は使いやすい奥行30cm、アレンジも可能

✔インテリアテイストにあわせて選べる納まり

“見せる”収納 お気に入りの小物を飾って
床・壁・天井に取り付けられます。

洗濯機上収納
フレームシェルフ
棚板：メープル色 フレーム：ホワイト色
希望小売価格 37,600円
床材積算箇所:トイレ・脱衣所

アーキスペックフロアーＳ
石目サニタリーＡ クォーツアイボリー柄(3ケース)
希望小売価格 60,000円



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～Room1子供部屋（女の子）～

床材積算箇所：ＲＯＯＭ０１・０２、フリースペース

ベリティスフロアーＳ ハードコート
ホワイトオーク色 (8ケース)
希望小売価格 216,000円

ドア
クラフトレーベル
PK型 ネイビーオーク柄
希望小売価格 122,000円

収納用建具
クラフトレーベル
PA型 ブルーグレーオーク柄
希望小売価格 94,800円



床材積算箇所：ＲＯＯＭ０１・０２、フリースペース

ベリティスフロアーＳ ハードコート
ホワイトオーク色 (8ケース)
希望小売価格 216,000円

ドア
クラフトレーベル
PK型 ネイビーオーク柄
希望小売価格 122,000円

収納用建具
クラフトレーベル
PA型 ブルーグレーオーク柄
希望小売価格 54,300円

「菊名モデル」空間展示仕様書 ～Room2子供部屋（男の子）～



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～書斎～

アイシェルフ
金属部オフブラック色木部 ホワイト柄
希望小売価格 91,300円

アイシェルフ
おすすめポイント

棚の奥行や幅は
スーツケースや、整理BOX
もぴったりと納まる！カスタムパーツ 羽目板 ホワイトオーク柄

希望小売価格 53,600円



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～書斎～

ドア
クラフトレーベル
LE型 ブルーグレーオーク柄
希望小売価格 124,500円

室内窓
タイプ30 突き出し窓有

色柄：ホワイト色採光：透明ガラス
希望小売価格 110,500円

カスタムパーツ
マグネット対応化粧ボード
ワイルドーオーク柄（見切縁20mm)

希望小売価格 42,500円

壁面
カスタムパーツ
有孔化粧ボード
（見切縁20mm)

ブルーグレーオーク柄
希望小売価格 59,000円

学校の大事なプリント
勉強の予定表を

マグネット化粧ボードに貼ろう！

お子様の学習空間や
在宅空間を作りませんか？

インテリアカウンター

色柄：ホワイトオーク柄
希望小売価格 55,600円



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～寝室～

収納用建具
クラフトレーベル
PA型 ネイビーオーク柄
希望小売価格 75,800円

床材積算箇所：リビング・ダイニング・キッチン、玄関ホール、ＲＯＯＭ０３、洗面所

アーキスペックフロアーＷパーケットＡ
フレンチヘリンボーンセットホワイトオーク色

希望小売価格533,000円(13ケース)

カスタムパーツ
羽目板

壁面
カスタムパーツ 羽目板
ワイルドオーク柄（塗装済み）
希望小売価格 70,000円

お家時間を楽しむアイテム
壁面の羽目板は、
ワイルドオーク柄に
水性ペイントにて塗装

夏水組ウォールペイント
メルドュニュイ色

https://material-interior.com/item/103168702



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～リビング～

床材積算箇所：リビング・ダイニング・キッチン、玄関ホール、ＲＯＯＭ０３、洗面所

アーキスペックフロアーＷパーケットＡ
フレンチヘリンボーンセットホワイトオーク色

希望小売価格 533,000円(13ケース)

室内窓

✔光や風を取り込む
窓の開閉により風を、ガラスからは光を
取り込むことができるので、明るく開放的

✔気配を感じ、視線の繋がり
独立していても
家族の気配を感じることができる

↑気配を感じる場合は、
カーテン設置をして、必要な際に隠してください。

ドア
クラフトレーベル
LH型 ブルーグレーオーク柄
希望小売価格 169,300円

タイプ30 突き出し窓有

色柄：ホワイト色
採光：透明ガラス
希望小売価格

323,000円



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～リビング～

キッチン造作壁
カスタムパーツ
羽目板 ブルーグレーオーク柄
希望小売価格 50,300円

床材積算箇所：リビング・ダイニング・キッチン、玄関ホール、ＲＯＯＭ０３、洗面所

アーキスペックフロアーＷパーケットＡ
フレンチヘリンボーンセットホワイトオーク色

希望小売価格 533,000円(13ケース)

キッチン
ラクシーナ 扉：ネイビーオーク柄
カウンター：グラーノホワイト

希望小売価格 1,349,200円

ドア
クラフトレーベル
LE型 ワイルドオーク柄
希望小売価格 129,600円



「菊名モデル」空間展示仕様書 ～キッチン～

① ②③

アイシェルフ①
金属部ホワイト色
木部グレージュウッド柄
希望小売価格 203,600円

③

アイシェルフ②
金属部ホワイト色
木部グレージュウッド柄
希望小売価格 53,600円

アイシェルフ③
金属部ホワイト色
木部グレージュウッド柄
希望小売価格 63,000円



「菊名モデル」空間展示仕様書

アイシェルフ～キッチン空間でのおススメ提案～

重いペットボトルも下枠がないので
床をすべらして収納可能

棚の奥行や幅は市販の衣類収納ケースや
整理BOXもぴったりと納まる

扉が無い事で有効寸法を確保できる為、
はやりの家電も置けます。
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内装ドア

















収納用建具











室内窓







アイシェルフ











フレームシェルフ





玄関用収納コンポリア





ツールご紹介



坂田氏に現場でご説明いただきました。ぜひ、ご覧ください
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坂田夏水先生 横浜菊名モデル ご説明動画Youtube

https://youtu.be/HVs-xTFW9Xc



ぐるり360°バーチャル体験をしよう！」
こちらの物件の仕様は、下記のURLを、ご覧ください。
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横浜菊名モデル 360度ビュー

https://my.matterport.com/show/?m=ZcNHMnX4NQ3

https://my.matterport.com/show/?m=ZcNHMnX4NQ3
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-ENJOY YOUR ROOM-
https://sumai.panasonic.jp
/interior/enjoy/jibun-style/

“自分スタイル空間” 各地企画をWEBでご覧いただけます

空間の様子を360°バーチャルで体感いただけます



パナソニック 建材商品
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~室内ドア・フローリング・収納：新商品のご紹介~

室内窓

玄関用収納
コンポリア

フレームシェルフ

アイシェルフ

クラフトレーベル ラピスタイルフロアー

ベリティスフロアーW
クラフト

↑WEBページ
是非ご覧ください

https://sumai.panasonic.jp/interior/new/

WEBサイト・SNS
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WEBサイト・SNS

ぜひ、ご活用くださいませ。
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商品を掲載したカタログをお届けいたします。
商品価格やバリエーション、施工方法などのご確認に活用ください。

インテリア建材

暮らし＆リフォーム

掲載商品
・室内窓
・アイシェルフ
・フレームシェルフ
・カスタムパーツ

▼おすすめカタログ

納入事例集

ENJOY YOUR ROOM BOOK
内装クラスアップのご提案

これからの住まいづくり

暮らしを快適に
するアイディアを
5つのテーマで
ご紹介

12の実物件への
納入事例とHOW
Toで部屋づくりの楽しさを
お伝えします。

他にも多数ご用意しています。最新のカタログをお取り寄せください。

カタログ

https://sumai.panasonic.jp/catalog/cwf_door.html



ご自宅でも簡単にプランニングができます。

アイハウズでプランニングスタート １．クローゼットタイプを選ぶ ２．クローゼットのサイズを入力

３．ユニットサイズ・パーツを選ぶ さらに、壁紙や小物イメージも表示できる！

見積り、図面、提案ボードもすぐにできる！

＊アイハウズはこちらから→

50



51
動画のご紹介

建材商品に関するご紹介動画のご紹介です。

ぜひ、ご覧くださいませ。

①これからの住まいづくり～内装クラスアップのご提案～

https://youtu.be/z3fGsSXGAfw

②パナソニック [マイスターズ・ウッド階段]のある暮らし

https://youtu.be/ESuCe2Kho6s

③ENJOYYOURROOM ”自分スタイル空間”
byタブチキヨシ

https://youtu.be/9EzovtwHkOM

④ENJOYYOURROOM ”自分スタイル空間”
by坂田夏水

https://youtu.be/mjYCVloMSWA

https://youtu.be/z3fGsSXGAfw


52
動画のご紹介

建材商品に関するご紹介動画のご紹介です。

ぜひ、ご覧くださいませ。

⑤ENJOYYOURROOM ”
自分スタイル空間”建材商品ご紹介 https://youtu.be/G1grFwfhsOY

⑥1.5ｍｍリフォームフローリング
ウスイータ簡単施工 https://youtu.be/hJPIvw-gNow

⑦カスタムパーツ 造作棚用化粧ボード 施工方法

https://youtu.be/-zG8oHPB3dI

⑧カスタムパーツ 有孔化粧ボード 施工方法

https://youtu.be/TCq_JU3m2CM

⑨カスタムパーツ マグネット対応化粧ボード 施工方法
https://youtu.be/j9_j9xCsiR0

⑩カスタムパーツ 羽目板 施工方法
https://youtu.be/pVXfixJrGEw 

⑪カスタムパーツ 羽目板 塗装方法
https://youtu.be/pOqfSkgdThA



ぜひ、ご提案を
宜しくお願いいたします。


