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発泡ウレタン吹付けもお選びいただけます

見学会スケジュール
10月下旬 長岡市寺島町（構造見学会）
11月中旬 長 岡 市 永 田（構造見学会）
11月下旬 長岡市寺島町（完成見学会）
11月下旬 小千谷市片貝町（完成見学会）
１月中旬 長 岡 市 永 田（完成見学会）
※長岡市寺島町会場はご予約の方のみとさせて頂きます

「えっ？本当に!」と
思うかもしれませんが、
全部標準です。
その他にも
こだわり仕様が
いっぱい！

沖縄のきれいな海から許可を得
て採取された風化造礁珊瑚は、
緻密な空孔をもった多孔質物質
で、臭いや湿気の吸着除去に効
果があります。マイナスイオンの
発生効果が注目されています。

1 珊瑚や天然石使用  琉球の塗壁

食品を主原料とした天然糊
で、強度は木工ボンドの４倍
以上のノリピタを床、壁枠材
など見えないところに使用。

2 天然食品によるのりを使用

丈夫で柔らかな肌触りが特徴
です。100％天然素材による
生きている塗壁です。

3 天然和紙の塗壁

じゃがいもから作った天然で
んぷん100％の人と環境に
やさしい接着剤。

4 壁紙用接着剤「ノンホール」

壁の中の湿度が高い時は吸
湿し、低い時は放湿して、建物
全体の空気を快適湿度に保
ちます。

5 羊毛断熱材「ウールブレス」

ベビー服や肌着は薬品処理
は不要！
空気を洗う、コットン壁紙。糊
も体に優しいでんぷん糊を使
用。京都の織物工場で造られ
た布です。

6 京都織物のコットン壁紙

吸水性が低く、軽量でありな
がら高い強度を持っています。

7 宮崎県産のおび杉使用の羽目板

「うづくり」とは木材の表面を何度
もこすって年輪の凹凸を際立た
せる加工です。立体感のある木の
風合いを目と肌で感じることがで
き、冬は暖かく、夏はひんやりと素
足での暮らしが楽しめます。

8 素足生活応援「うづくりの床」

県内で製造された様々なバリ
エーションの建具をご用意し
ております。

9 天然無垢材の室内建具

化学薬品を使用した防蟻処理
をせず、天然の桧の力で住ま
いを安心、安全に保ちます。

10土台、柱とも桧を使用

クロス・合板フロアーや塗料、接着剤などから放散されるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物（VOC）などで頭痛や目
の痛み、気分が悪くなるなどの症状が起こります。これがシックハウス症候群です。そして、これらの化学物質が体内に少
しずつ蓄積され、限界を超えるとアレルギー症状となり現れます。それはアトピー性皮膚炎や花粉症、小児喘息そして化
学物質過敏症など様々な症状として表れると言われています。
日本人全人口の５％の636万人が化学物質過敏症患者と言われています。（2013年４月調査）シックハウス症候群を
含めると736万人もの数となります。幸せになるために建てた家が、逆に不幸を招く結果になりかねません。このような
家族を一人でも減らしたいという想いです。「自然素材や無垢の家」と「健康住宅」では少し意味合いが違います。いくら
無垢材で仕上げられていても使う物全てが身体に合った物かどうかを吟味しなくては健康住宅とは言えません。そこで、
当社では今までの自然素材での家づくりを基本として、さらに進化させ本当の意味で健康住宅と言える「SOMSO」を開
発しました。子供を中心として家族が笑顔でひとつになれることを信じてやみません。そのために家という空間を通じて
家族の絆を強くしていただきたいと願っております。

家づくりは妥協してはいけません。

健康を第一に考えています。

価格を下げるために、合板やビニールクロスに変えることはありません。

完成写真は当社施工例です 完成写真は当社施工例です

今回の見学会の内容を
もっと詳しく知りたい
方はこちらへどうぞ

0120-934-884
WA－DO
HOUSING

珊瑚の塗壁・杉の羽目板・コットン壁紙使い放題です！

（坪単価 462,000円  40坪プランの場合）
地盤改良工事、造園工事、カーポート工事、敷地内排水
工事、各種保証料、各種申請料、カーテン工事、空調工
事は含まれておりません。

自然素材にこだわった健康住宅
小千谷市にて初公開！
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■ガラストップコンロ

両バーナーとも高火力・トロ火・温度調
節機能が使えます。

バスルームをまるごと
包んだ保温材で、いつ
でもひんやりしない快
適仕様。保温材で覆っ
た浴槽で、お湯の温か
さも保ちます。

体の芯まで
あたたかく。

豊富なカラーバリエーションを
ご用意。

美しさと快適さを両立させたハイグレードキッチンを標準装備。
対面式の他にもプランに合わせたキッチンがお選びいただけ、
ライフスタイルにあったキッチンコーディネイトが可能です。

軽くスムーズに開閉できる衝撃吸収レールを採用。
●プルモーションレール

框組のシック
なタイプとモダ
ンタイプから
お選びいただ
けます。

雨水で汚れを落とす高性能塗膜。
豊富な柄をご用意しております。

ワンランク上の断熱性能を確保。
Low-Ｅガラス採用 大きな開口部となる玄関の

断熱も万全です。
ペーパーホルダー下には、便利な
収納も装備しました。

耐久性に優れ、清
潔感とデザイン性
を優先した洗面化
粧台の進化形。

６時間で２℃しか温度が
下がりません。
（メーカー試算値）

上質な住空間を演出する充実のマテリアルを標準としました。
■フロア（無垢）

■デザインドア（無垢）

■アルミ樹脂サッシ ■断熱玄関ドア ■温水洗浄便座付トイレ ■洗面化粧台

来訪者を確認できる安心のインターホン。
ハンズフリーでラクラク操作。

■TVモニター付インターホン

■ハイグレードユニットバス■16㎜厚サイディング

■ハイグレードシステムキッチン

塗膜10年保証

セルフクリーニング機能付

片貝郵便局

片貝保育園

観音寺
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近ごろでは自然素材にこだわって家づくりを行っている会社
（弊社も含め）が多く見られるようになって来ました。
しかし、弊社でも無垢材や塗り壁で仕上げた住宅を数年前から
手掛け、その中でようやく下地や糊など目に見えないところまで
こだわらないと本当の意味での自然素材の健康住宅といえない
と考えるようになりました。そうすることによってシックハウス症候群や
さらに化学物質過敏症にならない家づくりができることを確信しました。
人生においてこれほど大きな買い物をするという決断をされる前に
もう一度家族の健康・安全を考えてみてはいかがでしょうか。

窓からの陽射しでほんのりと温まった無垢の木の床は
心にも体にも優しい肌触りです。
木は日本の住まいの味わいを最も表現できる素材です。
さらに木に加え珊瑚の塗り壁等の自然素材を
使って建てた家は住む人を大らかに包み込み、
普段コンクリートに囲まれた街から、我が家に帰って来ると
ホッとする。あのくつろぎを味わうことができます。
今の子供たちは昔の木のぬくもりや柱に刻んだキズと共に
成長することを味わえない時代となりました。
子供たちにはこんな自然素材の木の家で安心・安全に
育ってほしい……。それがわたしたちの手掛ける本物の
自然素材・健康住宅「SOMSO」です。

ぜひ、そんな家をご自身で体感されてみてはいかがでしょう。
見学会に来られたからといって、決してしつこい訪問営業や
売り込みはいたしません。
なぜなら、家は押しつけられるものではなく、
建てる人自らが選択して決めるものだからです。
どうぞ、ご安心してお越しください。
心よりお待ちしております。

お施主様の声 和同住宅さんの家は無垢の材料や塗り壁を採用されており、健康に配慮
した自然素材で家を建てたいと思っていた私達の想いにマッチしていまし
た。また、完成見学会で見させていただいたデザインがナチュラルな感じ
で良かったです。良心的な価格で建ててもらえるので、その分様々な希
望を叶えることが出来、理想的な家が建てられると思いました。初めての
家づくりの為、出来上がるにつれ色々な細かい要望が出てきましたが、い
つも丁寧に対応していただき感謝しております。ありがとうございました。この度、新商品発表につき新たにモニター様を３棟募集

させていただきます。 〈会場にて特典発表〉

｢SOMSO｣モニター様募集!!

健康宣言住宅「SOMSO」
ソ　　 ム 　　ソ

を造り上げるこだわりの職人を一部ご紹介します
■大工工事
　春日建築　春日信夫（かすが のぶお）
新潟県十日町出身。
和同住宅の家造りに携わり13年、こだ
わりの棟梁「腕には自信があります。
やっぱり無垢材を使った手造りの家は
いいですね。住まわれる方の想いを大
切に、丁寧、確実な施工をいつも心掛
けています。」

■左官工事
　㈱阿賀グローバル　加藤昭治（かとう しょうじ）
自然素材のサンゴをコテで塗る職人中
の職人。「普通の家はクロス仕上げが
当たり前だけど二度塗り仕上げが基本
仕様の会社は珍しいね。手塗りこその
味わいは飽きが来ないと思いますよ」

■塗装工事
　㈲モロハシ装美　諸橋俊之（もろはし としゆき）
塗装はあまり一般の方には馴染みが
ないかもしれません。
「建具や床等を自然塗料で仕上げ終わ
るとお施主様の満足そうな笑顔が浮
かびますね」と言う諸橋社長。自分が
住む家と思い、心を込めて作業をして
います。

本物の家づくり…私が想うこと

1.今一番お得なローンの借り方
2.自然素材の家づくりポイント
3.大切な建築コストのポイント

ご来場いただいて
分かること

小冊子プレゼント！

ご来場特典

どこにもない“自分だけの家”を
自然素材で！ とお考えの方に。

見学会の様子

お施主様のご厚意により開催いたします。旗を目印にお気をつけてお越しください。

小千谷市片貝町二之町地内

見学会場ご案内図

ゆっくりご自由にご覧いただけます。


