こころとこころをつなぐ暮らしの情報誌

湖北のほっとスポット

67

vol．

「與志漏（よしろ）神社」

Sustainable？
Labo？
絵：松井 善和さん

私が解説します
専務 川瀬文明

十数年前に初めて鶏足寺に紅葉狩りに出かけた際に立ち寄った
與志漏神社。鳥居をくぐると、参道に並ぶ赤や黄色に色づいた
紅葉の美しさに見とれてしまいます。のんびり紅葉を楽しみな
がら境内を散策。心癒されます。
設計デザイン

北村 祐子

特集
内保製材株式会社

感響 匠の会

〒526-0244滋賀県長浜市内保町7

0749-74-0161
かんきょうのいえ

検索

オール太陽エネルギー住宅への挑戦
内保製材が考える Sustainable とは

１

2022．

2021 年 10 月に完成した新モデルハウス 「響の杜」。
今号では、 サブネーム 「Sustainable Labo」 に込めた想いを、
専務 川瀬にインタビューしました。

響の杜のサブネーム
「Sustainable Labo」とは？
Sustainableは、「持続可能な」を意味する言
葉です。最近ではテレビや新聞でもよく見聞
きするようになりました。Laboは「研究所」
です。家は「建てては壊す」のではなく、二
代三代と住み継ぎたいと思える家に。時代と
ともに暮らし方が変わっても50年100年住める
家が内保製材が考えるSustainable。また、響
の杜ではLaboの名のとおり、実験的な挑戦も
しています。外壁には、伝統的な三角焼きの
焼き板に初めて挑戦しました。昔はあたり前
に行われていたことですが、実験してみて先
人の知恵や技術力の素晴らしさを知ることが
できました。さらに今回、住宅エネルギー面
での技術開発の一助になればと、林野庁補助
事業の採択を受け実証実験に挑戦しています。

０２

０３

「オール太陽エネルギー」住宅への挑戦

太陽光発電
（青色）

※令和3年林野庁補助事業「地域内エコシス
テム実証事業」の採択を受け実施

木質ペレットボイラ
（オレンジ色）太陽熱温水パネル

地球温暖化の問題は、もはや実感できるほどになっ
てきています。脱炭素社会の実現に向けて、さら

蓄熱槽貯湯タンク

に何か企業として出来ることはないかと考える中、

木質ペレットボイラ
（バイオマス）

今回の事業に偶然出会いました。家づくりをお考

ペレットサイロ

蓄電池

えの方は「ZEH(ゼッチ)」という言葉を目にしたこ

▶

温水パネル

「使うエネルギー≦創るエネルギー」になる住宅

●

▶

とがあるかもしれません。ZEHとは、簡単に言うと
のことです。現在、エネルギーを創る目的で太陽
▶

光発電を搭載されている住宅が増えています。今
回の実証実験は、太陽光発電のみでの「オール電

▶

▶

気」ではなく、「太陽熱温水パネル」と「木質バ

▶

▶

をまかなおうというシステム開発のためのもの。

▶

イオマス」をプラスして給湯や暖房などの熱需要
▶

▶

太陽光・太陽熱は、晴れた昼間や日照時間が長い

▶

ときに活躍し、木質バイオマスはペレットをボイ
▶
▶

▶

▶

発しよういう試みです。「オール電気」で熱需要

▶

す。それらを統合して実用化できるシステムを開

▶

ラで燃焼し夜間や冬に不足分を補う役割を持ちま

までまかなうには大容量の太陽光発電や蓄電池が
必要となり、初期コストが高くなります。そこで、
ペレットボイラをプラスすることにより低コスト
で環境にもやさしい住宅になるのです。
ペレットの原料は木材。太陽エネルギーで育つ
「木」を燃焼し熱エネルギーにするという意味で、
「オール太陽エネルギー」による住宅を目指して
います。
※モデルハウス響の杜では、右図のようにそれぞ
れの機器を設置しています。
０４

太 陽 光 発 電 パネ ル

太 陽 熱 温 水 パネ ル
０5
０5

２

負荷のかかる方法でつくられたものを使っていたのです。「これではマズイ」と

未来の子どもたちに何が残せるのか

気づき、そこから一気に方向転換しました。地域の技と材を活かし、地域でモノ
近年自然災害の激甚化が進む中、この仕組みは住宅の防災・減災面でも自立する

づくりをすることで環境を守るとともに、地域でお金も回る。経済の地域循環が

（エネルギーを自給できる）ことが期待できます。またバイオマスボイラを導入

この地域の暮らしを守り、住む人の健康を守る家づくりでなければいけないと。

することで、実質 C O 2 を排出することなく熱源に利用でき、地球温暖化に大きく貢

それが内保製材が考えるSustainable。響の杜が、環境問題とともに地域の職人

献できます。さらに、燃焼するペレットは地域の山の木を使うことで森林を守る

の技を生かすことの大切さを感じ考える場所になれば嬉しいです。

ことにもつながるのです。この仕組みそれぞれは市販品で出ていますが、「統合
型システム」はまだなく、日本初どころか世界初。コスト的にはまだ成り立たず
開発段階です。車もそう、テレビもそうでしたよね。普及が進まないことには値
段も最初は高いものです。この商品を売っていきたいとかではなく、未来の子ど
もたちに何が残せるか。役に立たないかもしれないけれど、でも誰かがやらない
ことには役に立つかどうかもわからない。失敗は成功のもとということでチャレ
ンジしています。

３

室内４カ所に設置した温水パネル。身体を芯からぽかぽかと温めます。

洗面脱衣室にはタオルの乾燥もで
きるパネルを設置。ヒートショッ
ク対策にも有効。

取材後記

地域の木をつかうこと、地域職人の技を生かすことがSustainableな
家づくりでSDGsそのものです。百聞は一見に如かず！ぜひお越しい
ただき、実際にご覧ください。
（広報企画：髙山）

内保製材が考えるSustainableとは
18年前、内保製材が「感響の家」と名付けた家づくりを始めたのは、まさに持続
可能な家づくりに特化すると決意したことが理由でした。当時、すでに家づくり
は、既製品のドアや建具、クロス張りなど、化学製品や工業製品でつくることが
あたり前となり、地域の建具屋さんや左官屋さんなど職人の仕事が奪われ、地域
でモノづくりが出来なくなってしまっていました。例えば、地域の建具職人さん
なら大きな工場の設備が無くても、地域の材料で建具をつくることが出来ます。
1
その設備費や運搬にかかる燃料もコストもかかりません。それを、わざわざ環境
０６

試住モデルハウス「響の杜」

O P E N 見学会

1/10 （月 ・ 祝） ～ 16 （日）
場
時

詳細・申込

所／滋賀県長浜市内保町740-15
間／ご希望時間にて承ります
①10:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④14:00～
⑤15:00～ ⑥16:00～ ⑦17:00～ ⑧18:00～

申込み／お電話またはＨＰにて
（前日までにお申込ください） 0749-74-0161
０７

設計士が発信！

住まいの

知っトク

セミオープン型キッチン （腰壁によって手元を隠せるキッチン）

「台所とキッチン」

▼

設計デザイン

手元が隠れて見えないため、
不意の来
客時にも安心です。また、水撥ねなど

平山 真紀

の心配もありません。
また、
写真のようにダイニングテーブ

日常よく使う「キッチン」の語源は、ラテン語の co-quina( 火を使うところ ) から来

ルを平行に並べると配膳がしやすい

ているそうです。日本では古来より「台所」と呼び、独立した空間で食材の鮮度を保

です。

つ為に北側の涼しい場所に設けられていました。
現在、
人々のライフスタイルも変わ
り、
男女区別なく食事を作るご家庭も増え、
家電、
住宅性能の向上などの変化と共に
キッチンのあり方も変わってきたように思います。
今では脇役から主役の立場にな
り、
暮らしの真ん中で住まいのさまざまな空間との繋がりが多くなってきています。

壁付型キッチン

（正面が壁についているキッチン）

またキッチンを中心にした家事動線計画のご要望も多く、キッチンは家のハブ的役

動線が短く配膳がスムーズ。
比較的小

割を担う大切な場所になっています。

さめの間取りでも設置できます。
キッチンがよく見えるのでお気に入り

キッチンレイアウトの種類をご紹介
セパレート型キッチン

のキッチングッズや器を揃えてみるの
もいいですね。

（コンロとシンクが２列に並んだキッチン）
多方面から作業がしやすく、
ダイニン
グを見渡せるのが特徴です。また、ア
イランド型は回遊動線になるので作

独立型のキッチン （リビングなどの居住空間とは分けられた個室タイプのキッチン）

業効率がよいのが利点です。
配置にス
ペースが必要、
散らかっていると目に

集中して調理に打ち込みたいプロ仕様

つきやすい、
においがリビングに広が

のキッチンです。お客様から直接キッ

りやすいという理解も必要です。

チンが見えないのもプライベートな空
間としていいですね。

ペニンシュラ型キッチン （キッチン本体の左右どちらかが壁に接しているキッチン）
フラットなペニンシュラ型キッチン。
開放的な LDK になり、
家族のコミュニ
ケーションがとりやすくなります。
比較的限られたスペースでも設置し
やすいという利点があります。

キッチンに望むものは人それぞれ。
「使い勝手のいいキッチン」
「お店のようなキッ
チン」
「人が集まるキッチン」
「機器の充実したキッチン」など毎日使うキッチンで
すので、
気持ちよく過ごせる場所にしたいですよね。
内保製材ではお客様それぞれ
の暮らしにあわせたレイアウトや造作カウンターなどのご提案もさせていただい
ていますのでお気軽にご相談くださいね。
キッチンと共にある暮らしが豊かでありますように。

０８
０８

０９

平屋で叶えた、趣味を楽しむ終の棲家
子育てが一段落した今、
趣味を楽しみながら
穏やかにセカンドライフを送りたいと
次の暮らしに合った家づくりを考えるようになりました。
冬は寒く、使わない部屋が多くなったこれまでの住まい。
これからは、木の香りとあたたかさに包まれて
とことん使い勝手にこだわった家でシンプルに暮らしたい。
子ども達家族も集まって
ゆっくりと団らんを楽しめるほっこりとした木の家。
こころを整え静かな気持ちで
時を忘れて過ごせる趣味の空間。
思いを込めた終の棲家で
これからの暮らしをゆったり気ままに楽しみたい。

新築完成見学会 【完全予約制】
１/

《お申込・詳細》

・暮らし方を考え抜いた回遊動線
・ちょうど良い広さで快適な平屋暮らし

22 ● 23 ●
土

・

【見どころ】

日

・趣味を存分に楽しめる空間
・大容量の土間収納でいつでもスッキリ美しくお迎えできる玄関

【会場】長浜市高月町高月
＊受付後に詳細地図を送らせていただきます。

【時間】先着順でご希望時間を承ります（各３組様）
①10:00 ～ ②11:00 ～ ③13:00 ～
④14:00 ～ ⑤15:00 ～ ⑥16:00 ～
ＨＰ▶

・あたたかなお日様を感じられる軒の深いベンチ付き縁側デッキ
・使い方が楽しく広がるロフト
【申込み】お電話またはＨＰにて（前日までにお申込ください）

内保製材株式会社

0749-74-0161

《コロナ対策》 会場内で消毒などの感染症予防対策を行い、開催させていただきます。
1０

11

アドバイザーが建てた暮らしを楽しむ木の家
～内保製材スタッフの自邸～
長年、お客様の家づくり暮らしづくりに
アドバイザーとして関わらせていただく中で
木の家の良さ、暮らしの大切さを実感し
自邸への夢が生まれました。
「親兄弟、友人達と集える開放的な木の家を建てたい」
「趣味を思いきり楽しめる家がいい」
勾配天井の開放的なリビングで
大きな一枚板のテーブルににぎやかに集う。
薪ストーブ料理を振る舞い、話に花が咲く休日。
ぐるりと囲めるアイランドキッチンで
夫婦で料理をする時間もとても楽しみ。
リビングから一段下がった土間のような空間で
釣り竿やゴルフ用具の手入れをしたり
好きな観葉植物を育てたり。
木の香りやぬくもりに癒やされながら
みんなで集い、くつろぐ暮らしを楽しみたい。

《お申込・詳細》

新築完成見学会 【完全予約制】
２/

５● ６●
土

・

日

【会場】 彦 根 市 西 今 町
＊受付後に詳細地図を送らせていただきます。

【時間】先着順でご希望時間を承ります（各３組様）
①10:00 ～ ②11:00 ～ ③13:00 ～
④14:00 ～ ⑤15:00 ～ ⑥16:00 ～
ＨＰ▶

12

【見どころ】
・大きな一枚板テーブルを囲んでくつろぐ薪ストーブ
のあるリビング
・趣味を楽しむ一段下がりの板の間
・夫婦で料理を楽しむアイランドキッチン
・在宅ワークなどに便利な 2 階のデスクスペース
・将来の暮らしの変化に柔軟に対応できる畳の間

インスタ LIVE
在宅でも見学会を
体感できます！
配信日程はインスタ
にてお知らせします。
内保製材のアカウントを事前に
フォローしてくださいね！

【申込み】お電話またはＨＰにて（前日までにお申込ください）

内保製材株式会社

0749-74-0161

《コロナ対策》 会場内で消毒などの感染症予防対策を行い、開催させていただきます。

13

火のある暮らし体感会
会場／新モデルハウス響の杜

～くつろぎの時間へご招待～

Sustainable Labo

予約制
参加費無料

長浜市内保町740-15
夜間の体感会

★

★

［金］
２月18日
［土］
・19日
①１8：００ ～ ②１9：００ ～
真冬の夜もポカポカあたたかい暮ら
しを体感してみませんか。
ダッチオーブンでつくるスープ付き。

昼間の体感会

２ 月 20日［日］
①１4：００ ～

②１5：００ ～

木の香り、薪ストーブの炎に癒される
暮らし。コーヒーを飲みながらゆった
りとおくつろぎください。

芯から体を温めてくれる薪ストーブ。
その魅力は、ただ暖をとることだけ
ではありません！暮らしの中に本物
の火があることで生まれる楽しさや
充実感。家族が自然と集まり、揺ら
ぐ炎を眺めるひとときは格別です。
暮らしを豊かにしてくれる薪ストー
ブの魅力、団らんの時間をモデルハ
ウス響の杜でぜひ体感してください。
１4

こんな方におすすめ
薪ストーブのある暮らしを実際にみてみたい！
どのくらいあたたかいの？
お世話が大変なのでは？
薪ストーブでどんな料理ができるの？
薪の調達はどうするの？
【申込み・お問合せ】
薪ストーブを体感しながら疑問を解消！
ぜひこの機会に体感してみてください。

内保製材株式会社
0749-74-0161
ＨＰからの申込はこちら▶
１５

くつしたぼうやをつくろう

住まいの見聞録! 『お楽しみ校外学習』
住まいの学校

楽学講座

～見て！聞いて！触れる！ 内保製材の住まいづくり～
木材市場→自社の製材工場→施工中の現場をワゴンでご案内します。
「家づくり」をじっくりしっかり知っていただける勉強会です。
住まいづくりの参考にぜひご参加ください。

土
１/ 29 ●

1 0: 0 0 ～1 5:3 0
※お弁当付き（無料）

【集 合】 暮らしギャラリー ふくらの杜（長浜市内保町7）
※9:55までに集合ください
【参加費】 無料・予約制
【申 込】 お電話もしくはＨＰよりお願いします
【締 切】 1月24日（月）

住まいの「個別相談会」

２/ 13 ●
日 10：00～12：00

家づくりを考え始めたら、お悩みや心配ごと

【参加費】 無料・予約制

はつきもの。資金計画、土地のこと、耐震の
こと、なんでもご相談ください。個別にお受

【会

けします。ご自宅等からPC・スマホを使って

【申

オンラインでご相談も可能です！

場】 暮らしギャラリーふくらの杜
（長浜市内保町７）
またはオンラインで
込】 前日までに（先着２組様）

くつしたを使って簡単なお裁縫で
「くつしたぼうや」をつくります。
身近においてほっこり、にっこり(^^)
可愛いお人形です。

２/
【場

１２ （土） 13：30〜15：30
所】 暮らしギャラリーふくらの杜 （長浜市内保町７）

【参加費】 １個300円／１組様２個まで

身長
約12cm

（１個の製作時間１時間〜1.5時間程度）

【講

師】 三田さん

【定

員】 ８組様（親子で1つでも可）

【対

象】 大人の方（小学校高学年位〜ご参加いただけます）

【申

込】 HPまたはお電話にて

【持ち物】 なし
【お申込み・お問合せ】

内保製材株式会社
16

〈コロナ対策 〉

0749-74-0161
かんきょうのいえ

検索

ＨＰからの申込
はこちら▶

会場内での消毒や換気などの感染症予防対策を行い、
開催させていただきます。今後の状況により、予定
を変更させていただく場合がございます。

【申込み・お問合せ】

内保製材株式会社
0749-74-0161
ＨＰからの申込はこちら▶
17

04
感響の家の

７

つのこだわり

01

湖北の暮らし

思いやりを育む 「繋がり間取り」

空間がひとつながりの間取
りは家中どこにいても、家
族がお互いの気配を感じら
れます。会話が自然と弾み、
思いやりの気持ちが育まれ
ます。部屋間の温度差も少
なくなり、家族がのびやか
につながる間取りです。

05

手づくりの技

積雪の多い湖北でも安心の
骨太な木材と木構造。夏の
強い日差しを遮り、雨や雪
から建物を守る深い軒。こ
の地域の気候風土や暮らし
に適したパッシブデザイン
です。

職人の手仕事で丁寧につく
る住まいはぬくもりがあり、
住むほどに愛着が深まりま
す。木を適材適所に使用し、
木の良さを最大限に引き出
す熟練の大工職人や匠たち
の技が随所に活きています。

02

06

安心・安全な自然素材

スギやヒノキの無垢材の床
や漆喰の壁、和紙など赤
ちゃんにも安心な素材を使
用し、塗料も自然塗料です。
無垢の木の柔らかな手触り
や香り、手塗りの漆喰の表
情は心を穏やかにし五感を
育んでくれます。

製材所をもつ工務店

どこで伐採された木なのか
生産履歴(トレーサビリティ)
を把握し、安心で良質な木
材をお届けしています。
また、丸太から製材するこ
とで木を余すことなく使用
しています。
・合法木材取扱認定業者 滋賀県木協第062号
・びわ湖材取扱認定事業者 湖北製第17-23号

03

国産材 100％の住まい

気候風土に適した地域の木
材をはじめとする国産材を
使用。住まいが丈夫で長持
ちするだけでなく、日本の
森林を守ることにつながり
ます。さらに国産材は輸送
コストも少なく、大きく環
境に貢献します。

07

耐震性

木の家の耐震性は、まずは
バランスのとれた骨太の構
造をつくることが大切です。
耐震基準をクリアすること
は当然として、木が本来持
つ強さやねばりを上手に活
かして、地震に強い木の家
をつくります。

03 国産材100％の住まい
内保製材が家づくりで大切にして
いる「感響の家の7つのこだわり」
について毎号ひとつずつご紹介
しています。今回ご紹介するのは
「03国産材100％の住まい」です。

内保製材では18年前、『国産材100％』に
こだわった家づくりに一気に舵を切る決断
をしました。それは、安心安全な材料であ
ることはもちろん、「環境にやさしい」と
いうことが大きな理由でした。国産材を使
うことは、現在世界中で問題となっている
地球温暖化にも大きく貢献します。外国産
材は輸送時に多くの二酸化炭素を排出し、
環境負荷をかけて運ぶことになりますが、
日本の山、さらには近くの山から木材を運
ぶことを想像してみてください。圧倒的に
輸送距離も短くなり、環境負荷を減らすこ
とができるのです。
また、私たちが住む地域の山の木を使うこ
とで、この地域を災害から守るという大き
な役割も果たせます。台風や大雨で土砂く
ずれや洪水など甚大な被害が起きているの
をテレビ等で見聞きし、「この地域は大丈
夫かな・・・」と不安に思う方も多いと思
います。このような自然災害は、不健康な
森になってしまったことが原因です。その
背景にあるのは、外国産材の流通が増えた
ことにより国産材の利用が減ってしまい、
適正な間伐が行われず、不健康な森林が増
えてしまった・・・という悲しい現実です。
間伐や手入れが行き届かなくなった森林は
「水を蓄えて土を保つ」という本来の力が
働かなくなり、土砂崩れや洪水の原因にも
なってしまいます。適正に木を伐り出し、
使い、また植えることで健康な森となり、私
たちの地域を守ることにもつながるのです。

アドバイザー

岩本 悠汰
国産材を使うことの大切さを少しでも多く
の方に知っていただこうと、内保製材では
毎年秋に「森林ツアー」を開催しています。
湖北の山に入り、長い年月をかけて育つ木
や森のことを間近に見て感じることのでき
る貴重な体験です。目の前で見せていただ
ける伐採の様子はとても感動的で、木がミ
シミシと音を立てゆっくり倒れ「ドスーン」
という大きな音が森に響きます。森の木は
とても神聖で美しく、この姿を守り続けな
ければいけないと感じました。
国産材を使うということは、家づくりだけ
に限ったことではなく、文房具やキッチン
用品など身の回り様々なものに意識的に使
うことがとても大切なことなのです。

森林ツアーの様子
1８
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社長のコラム

Photo：Ｋ．Ｔａｋａｙａｍａ

湖北の田んぼに飛来するコハクチョウの群れ

『かけがえのないもの』
新年、明けましておめでとうございます。
寒さ厳しい日々が暫く続きますが、冬至も過
ぎ日中が少しずつ長くなりはじめ、新春という
言葉にこころが和らぐ頃となりました。ただ、
昨年からの相変わらずなコロナ禍の社会状況下
にありますので、何とももどかしく感じておら
れる方々も多いのではないでしょうか。
それでも新たな目標や希望を抱き新年を迎えら
れた事とお慶び申し上げます。
さて、年の始めの一月は、日本中で多くの人々
が神社仏閣を訪れる時期でもあります。前年の
お礼と新たな年の願いや誓いをお伝えすること
で、自身の中で一年の大きな流れをつくる節目
としています。この時ばかりは、誰もが心底か
ら平和で穏やかな日常を送れますようにと願い
ますし、その場所は明るい空気に包まれていま
す。やはり沢山の人々の笑顔に触れることは大
事だと感じます。今年は活動的な一年となりま
すよう願っております。
私自身、昨年はコロナ禍でも、ふくらの杜で

地域の方々との新たな出会いがたくさんありま
した。大人数でのイベントは出来ませんでした
が、個々の感性を表現した作品展ではその素晴
らしさに触れる機会に恵まれ、改めて人がもっ
ている可能性の大きさに感動し、湖北地域のも
つ魅力に気付かされました。つくる人の想いと
手が入ることで唯一無二の価値が生まれ、かけ
がえのないものとして人々の心を動かし魅了し
ます。私どもの家づくりもまた、同じものは二
つとありません。住む人にとってかけがえのな
い大切な住まいであるとともに、その佇まいは
地域の風景となり、地域の財産となります。
私も弊社スタッフも皆が自分にとってかけがえ
のないものが何なのかを想い、それを造り手と
しての愛情としてお役目を果たせますように精
進して参ります。
今年も多くの皆様のご期待に応えられますよ
う、皆様と共に喜び多い健やかでこころ豊かな
日常となりますよ
う、願って年頭の
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ご挨拶とさせてい
ただきます。

内保製材株式会社

代表 川瀬 之洋

家づくり進行中

ｋｏｋｏｔｉのあるお店

「ｋｏｋｏｔｉ」は下記店舗に置いていただいています。ぜひ行ってみてください。

豆腐

安全に真心こめて進行中！

【新築・リフォーム・その他工事】

あやべとうふ店

チットチャットサーカス

はなこころ整体院

長浜市北ノ郷町316
0749-74-2445

長浜市西上坂町347-1
0749-63-6662

米原市長岡1691
0749-56-0093

長浜市大戌亥町1284
0749-62-6178
うどん

メンズ・レディース
長浜市八幡中山町295
0749-63-3429

米原市上野1030
070-8479-6137

美容院

・長浜市八木浜町 Ｎ様

・甲賀市 I様

・長浜市相撲町 Ｔ様

・長浜市祇園町 Ｍ様

・愛知郡愛荘町 Ｙ様

・長浜市平方町 M様

・長浜市湖北町速水 K様

・愛知郡愛荘町 Ｋ様

・長浜市垣籠町 Ｋ様

・米原市野一色 S様

・湖南市朝国 S様

・長浜市高月町 Ｔ様

・米原市長沢 Ｎ様

・蒲生郡竜王町 Ｆ様

・長浜市鍛冶屋町 F様

・米原市野一色 N様

・守山市立田町 A様

・長浜市南浜町 Ｎ様

・米原市顔戸 Ｉ様

・大津市 Ｋ様

・長浜市南田附町 Ｔ様

・米原市柏原 O様

・岐阜県本巣郡北方町 O様

・長浜市山階町 Ｈ様

・米原市本郷 Ｈ様

長浜市内保町2598
0749-74-1589

長浜市湖北町速水1623
0749-78-2028

彦根市尾末町1-59
0749-22-0839

革製品

手作りブラン・クチュール村

ｔｅｍｉｎｃａ

長浜市朝日町6-26
0749-53-2838

長浜市大宮町7-1 第1森野ビル１F
0749-68-2225

彦根市芹橋2-4-6
0749-20-6399

長浜市大戌亥町1031-3
0749-65-6450

ご見学・ご利用
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詳しくはこちら

▶

ＤＩＬＩＰＡ彦根

ＡＬＦＲ アルヴ

彦根市大東町12-11
0749-22-3409

長浜市三田町1447-2

家具・インテリア

自動車販売・整備

冨田酒造有限会社

有限会社清水モータース

S E I K O V e e -Va s

長浜市木之本町木之本1107
0749-82-2013

長浜市大路町260
0749-74-0131

彦根市稲枝町386-6
0749-43-2552
植物・インテリア

ゴルフ場

ボンボンショコラ

あざい365ゴルフクラブ

花好mokume

長浜市元浜町18-22
0749-65-5560

長浜市内保町80
0749-74-3230

彦根市後三条町136
0749-24-8972

長浜の情報発信

s 長浜店
ＢＡＢＹＦＡＣＥＰＬＡＮＥＴ’

NPO法人まちづくり役場

長浜市八幡中山町460
0749-63-3510

長浜市元浜町6-12
0749-65-3339

パン

照明・インテリア・カフェ

Atelier Key-men 船着場
近江八幡市新町1丁目16番地
0748-33-0440
家具・インテリア

デイケアサービス

Boulangerie NATURE

真ごころデイサービス

Ｐｕｒｅ Ｓｔｙｌｅ

長浜市内保町995-3
0749-56-0867

長浜市湖北町今西743
0749-79-0016

近江八幡市 西生来町1229-3
0748-37-7475

パン

子育て支援

パン工房 ポム・ド・テール

助産院「ままの手」なごみ

長浜市地福寺町11-12
0749-65-6388

長浜市新庄中町170
090-1678-0859

募集中
編集後記

『ｋｏｋｏｔｉ』の設置にご協力
いただけるお店・施設

甲賀市

（定休日 水・祝・ 年末年始）

ショールーム 大阪ガスショールーム

雑貨

梅花亭

近江八幡市

■OPEN 10:00～17:00

コワーキング・フリースクール・パン

ざいもん 湖吟

カフェ

滋賀県長浜市内保町７

カフェ

朴（moku）

日本酒

（浅井文化スポーツ公園隣）

彦根市平田町1115-1
0749-24-7071

美容院

チョコレート・ケーキ

■場所

長浜市山階町589-3
0749-64-2345

かけい美容室

ラーメン

昔ながらの湖北の家の良いところを現代
の住まいに活かしたモデルハウス。四季
を感じる暮らしを体感できます。地域の
方々のコミュニティスペースとしてもご
利用いただいています。

コメダ珈琲店 彦根平田店

魚武
料理

モデルハウス 暮らしギャラリーふくらの杜

カフェ

サロンド ルル

彦根市

・長浜市相撲町 Ｙ様

ネイルサロン

長浜市公園町3-19
0749-53-4639

料理

・彦根市京町 I様

・
・

nailsalon fabee.

長浜市三ツ矢元町11-22
0749-65-3978

・長浜市宮司町 Ｔ様

・
・

米原市上野694
090-1096-0823

メンズプラザナカガワ

一湖房

・長浜市本庄町 Ｔ様

長浜市八幡東町629-5
0749-63-4187

カフェ＆ケーキ

Ｓｏｐｏ菓子工房

うどん馳走山石土平

鴨ロース・鮎

詳しくはＨＰ▶
「ただいま建築中」
をご覧ください！

生花

花屋

米原市

和菓子

かのくら ちゃらく

長浜市

長浜市

複数の検査の実施など、厳しい施工管理体制
のもと、大切なお住まいづくりを安全に進め
ています。建築中のお住まい（施工現場）を
ご見学ご希望の方は、事前にご連絡ください。

※順不同

整体院

パン

理容院・美容院

Lotus hair&face
甲賀市水口町八坂5-19
0748-78-0155

ご協力頂けるお店や施設の名称をkokoti『お店のご紹介（一覧）』に掲載、
HPにもご紹介（リンクにて）させていただきます。ご協力をお待ち致しております。
【お問合せ】 内保製材株式会社 担当／広報 北川 TEL0749-74-0161

モデルハウス「響の杜」での新たな挑戦がサステナブルな社会への１歩となることを願い、これからも日本の木の家
づくりに邁進します。新年が明るく笑顔溢れる１年となりますよう、お祈り申し上げます。 （広報企画 北川）
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