完成した家を見てきました

予算別
お住まい拝見レポート

〜

価格帯︵万円︶

一級建築士事務所 スタップ
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シンプルモダン×自然素材
中庭のあるキューブ型の家

白をベースにシンプルなボックスタイプの外観は、高さや凹凸を絶妙に変化させた個性的なデザイン。明かりが灯り、家全体を美しく演出す
る夜の表情も印象的。建物の中央部に設けられた中庭は、家中に光と風を招き入れる開放的な空間。シンボルツリーが住まいに彩をプラス

1500

4000

〜

4000

Mさんのお住まい

2000〜2500万円
スケルトン階段がインテリア性をプラス。大 人の視線を気にせずくつろげる2階リビング。キッチン背面には大容量の収納を確保して生活感
きな窓と吹抜けにより明るさと開放感は十分
を排除。ウォールナットの無垢床や古材風の飾り柱で表情豊かに。家具や照明もトータルコーデ

もっと詳しく知るにはこちら

一級建築士事務所 スタップ
スタップ（株）
《住所》宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘 1-45-11
《TEL》022-271-0840
0120-225-545
《URL》http://www.stap.co.jp/

7 0120-225-545
0800-600-4299

完成した家の
特徴は？
「営業の方が年齢も近く、自身が家を建てるタイ 職人の手仕事を感じさせる塗り壁仕上げと檜
ミングもあって話しやすかったです」
（Mさん夫婦） の壁をあしらい、ぬくもり感をプラス（外観）

会社情報を見る＞＞＞P124

レポート左下の「会社情報を見る」のページでは、さらに詳しい建築会社の特徴を紹介しています

処理日時
：
作成時ファイル名：
仕上がりサイズ ：
ＥＰＳサイズ
：

依頼先の
決め手は？
この雑誌を見てスタップ
さんに興味を持ち、ショー
ルームへ出かけました。社長
といろいろ話をし、感性に共
感。この社長なら自分達が建
てたい「かっこイイ家」を作っ
てくれると思ったからです。

問い合わせ先
※IP電話など、一部の電話からは繋がらない場合があります（携帯電話は可）

《家族構成》夫婦
《延床面積》98.01㎡（29.6 坪）
《敷地面積》339.60㎡（102.7 坪）
《工法・構造》木造軸組工法
《竣工年月》2015 年 11 月
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私達からは 2、3 希望を
伝え、
ほぼ社長にお任せ。
どんな風に作ってくれるのか
楽しみに待っていました。プ
ロならではの視点で作り過ぎ
ないかっこイイ家が完成。友
人を呼ぶのが楽しみです。
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建てたい会社がきっと見つかる

注文住宅レポート

この会社が施工できるエリア

一級建築士事務所 スタップ

仙台市・
近郊
名取・
岩沼
エリア

大崎
エリア

登米・
栗原
エリア

石巻
エリア

気仙沼
エリア

県南

その他
エリア

設計事務所と工務店のいいとこ取り
コストダウン×オンリーワンが叶う

EM珪藻土、無垢材使用の
自然素材の家づくり

キッチン、洗面化粧台…
一から作るオーダーメイド

ショールーム公開中
建築士無料相談会開催中

覧会なら︑自分が本当に建てたい家のイメ

しに必要なリアルな情報が手に入る完成内

そ れ と も﹁ 家 づ く り を し た い の？﹂︒ 暮 ら

会を開催中︒
あなたは﹁家を買いたいの？﹂︑

たいという思いから︑随時︑新築完成内覧

ンリーワンの家づくり﹂を体感してもらい

なる︒同社ではモデルハウスではなく︑﹁オ

パフォーマンスの高い家づくり﹂が可能と

りながら︑予算を最大限に活かしたコスト

ー家具など︑あれもこれもとことんこだわ

をカット︒だからこそ﹁自然素材︑オーダ

ウスを持たないことで余分な手数料や経費

に自社施工・管理をベースとし︑モデルハ

計のできる工務店﹂︒下請け業者を使わず

店 ﹂︑ こ の２ つ の い い と こ 取 り を し た﹁ 設

プロ﹁設計事務所﹂と工事の専門家﹁工務

う︒同社は︑デザインを売りにする設計の

の家づくりなら︑スタップに相談してみよ

た ら ⁝﹂︒ そ の 全 て を 満 た す オ ン リ ー ワ ン

しかもコストダウンを図りながら叶えられ

﹁住みたい家を︑オシャレに︑住みやすく︑

家づくりを楽しんでみない？

自然素材︑オーダー家具⁝

このレポートの見どころ

ージをきっと見つけられるだろう︒
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処理日時
：
作成時ファイル名：
仕上がりサイズ ：
ＥＰＳサイズ
：
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お問い合わせの際は、
「SUUMO注文住宅 みやぎで建てるを見て」とお伝えいただくとスムーズです。

宮城県
全域

2階リビングからスキップフロアでダイニング〜キッチンへとつながる多層の家。ダイニングから3段下がったフロアにはカウンターを設けたフ
リースペースを設置。決して広くない土地も、縦の空間を有効利用することで、天井が高い開放的な空間を生み出している（写真は全て施工例）

モザイクタイルや大きな一枚鏡、間接照明でモ リビングからスキップフロアでつながる一段
ダンに仕上げたオーダーメイドの洗面化粧台
高いダイニング〜3段下がったフリースペース

熟練した職人の手仕事による漆喰の塗り壁、質感や木目の仕上がりが美しい無塗装のナラの無
垢床…、自然素材にこだわった自分スタイル。家具も含めトータルにコーディネート

毎日の料理が楽しくなるようなキッチン中心に広 軽快なイメージのカフェスタイル。パインの 家族の気配をいつも感じられるオープンなキッチン。シンクとコンロを２列に分けて、広い作
がる空間。赤いオーダーキッチンが家具のよう
無垢床は自然塗料でアンティークな風合いに 業スペースを確保。冷蔵庫はモザイクタイルの仕切り壁の奥に設置し、LD からの視線をカット

125

処理日時
：
作成時ファイル名：
仕上がりサイズ ：
ＥＰＳサイズ
：

この建築会社に資料請求する場合は、巻頭オレンジ色のハガキをご利用ください
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スタップのこだわり 1
セルロースファイバー
セルロースファイバー
＋外断熱の「ダブル断熱」

調湿効果の高いセルロースファイバー
を使用した内断熱と外断熱を組合わせた
「ダブル断熱」を採用（下記は概念図）。

「ダブル断熱」効用チェック
1 結露の抑制
2 ダニ・ゴキブリなどへの防虫効果
3 防音効果

4 優れた難焼性
5 構造体への負担軽減（家の寿命向上）
6 冷暖房の負担軽減による省エネ効果

同社で採用する断熱工事は、外壁に厚さ
25mmの発泡剤でできた断熱パネルを使
用し、その内側にセルロースファイバー
（写真）を170mmもの厚さで使い、家
を二重の断熱材で覆う「ダブル断熱」。
使用するセルロースファイバーは日本製
のエコ断熱材。新聞紙を原料とするリサ
イクル素材なので、屋内配線を劣化させ
るアンモニアを含んでいないのが特徴。

住宅設計＋家具のＳＴＡＰ ＳＨＯＰ
週末・祝日は建築士無料相談会開催

【スタップのこだわり／美しい塗り壁の外壁】そこに住む家族の顔となり、住まいの印象を左右する外観。同社では、職人の手仕事が美しい塗り
壁を中心に施工。表面の仕上げ方でさまざまな表情をつくり出せるのは塗り壁ならでは。オンリーワンの趣ある表情に仕上げよう（全て施工例）

スタップのこだわり 2
無垢材× EM 珪藻土
無垢の家に一歩足を踏み入れた時、こん
な経験をしたことはない？「香しさに癒さ
れる」「素足でも気持ちがいい」…。これ
は木がリラックス効果をもたらす成分を持
ち、木が呼吸しているから。だから同社で
は無塗装の無垢材×自然塗料を提案。表面
に塗装の膜がないた
め、調湿性やぬくも
り感を十分に味わう
ことができる。
また同社が使用する珪藻土は、化学繊維
やセメントなどを混合したものではなく、
100% 天然素材で作られている「EM 珪藻
土」。珪藻土が持つ調湿機能が十分発揮さ
れ、安心して使用できる。

スタップのこだわり 3
オーダー家具
住まいの印象を決めるキッチンをはじ
め、洗面化粧台、収納にいたるまでオー
ダーメイドで制作可能。「カフェのよう
なキッチンにしたい」「集めてきた雑貨
をオシャレに飾りたい」…。そんな夢も
思いのまま。サイズ、デザイン、素材、
使用する機器やパーツなど、一つひとつ
選んで、好みのスタイルを叶えよう（キッ
チン・洗面化粧台・収納の写真は施工例）。

家具や建具もオーダーメイドにすれば、もっと暮らしがワクワクしそう。同社では初回プランの段階で、オーダー家具の予算も配分し、トータ
ルで家づくりを提案。北欧、モダン、カフェ風…、OB客の実例を参考にしながら、あなたならどんなデザインにしたいかイメージを膨らませて
お問い合わせの際は、
「SUUMO注文住宅 みやぎで建てるを見て」とお伝えいただくとスムーズです。

処理日時
：
作成時ファイル名：
仕上がりサイズ ：
ＥＰＳサイズ
：
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週末・祝日は建築士
無料相談会開催中
毎週土・日を中心に、建替え・増改築・
全面改修・減築など、住まいに関する
あらゆる疑問に建築士が直接答える「無
料相談会」開催中。家づくりをゼロか
ら始めるという方も、他の会社を検討
中の方も気軽に出掛けて相談しよう。

「私の場合はどうなの？」
無料相談でできることとは
例えば、こんな方…
・持家をリフォームした方がいいのか、
新築にした方がいいのか迷っている…。
・規格住宅とは違う家づくりをしたい。
・購入予定の土地が希望の家に合うか心

̲

配で、宅地を決めかねている…。
・予算はどれくらい必要？
・自然素材について、詳しく知りたい。
などなど小さなことでも相談 OK。また
既に計画中の図面がある方は持参 OK。
その場でプランをイメージ画像にして
もらうこともできる。

じっくり話をしたいから、
「無料相談会」は完全予約制
個別の悩みにじっくり向き合うため
に、「無料相談会」は完全予約制。参加
を希望される方は、早速、下記問い合
わせ先へ電話で予約を入れよう。無理
に家を建てることを勧めたり、セール
ストークや駆け引きなどは行っていな
いので安心して相談できそうだ。

「STAP SHOP」は仙台泉線沿い。泉中央方面に向かって左手。暮らし方がイメージできるラ
イフシーンやオーダー家具、自然素材に触れながら、自分が住みたい家が見つかるはず！

家具選びから始める
家づくりの提案

建築士無料相談会
予約受付中！
家づくり第一歩は「建築士無料相談
会」から。子どもと一緒に参加も OK。
スタッフがそばで子どもと遊んでくれ
るので、不安に思っていることや疑問
をこの機会にどんどんぶつけてみよう。
「建築士無料相談会」「オープンハウス」
「セミナー」の詳しい内容や開催日程、
実際に参加した人の声などを同社ホー
ムページで確認できる。

予算的に後回しになってしまう家具選び。し
かし理想のインテリアが実現できれば、家づく
りの満足度もさらにアップすると思わない？

新築完成内覧会＆
OB 邸訪問実施中！
完成したての住まいが体感できる内覧
会を随時開催中。「建物の大きさや金額が
現実的で、本当に欲しいと思う情報を知
ることができて、イメージが沸いてきた」
と人気を集めている。また理想の住まい
を実現した OB 邸へも案内してくれるの
で、実際の住み心地を聞いてみよう！

自然素材を見て、触って楽しもう！
お手入れ方法もアドバイス

泉中央↑

STAP SHOP

地下鉄南北線

トヨタ●
びっくり
ドンキー●

●
セブン
イレブン

●ワッセ

シェル●

多くの人が不安に思う「資金面」の
こと、土地の購入から家づくりを考え
ている人に向けた「土地の選び方のポ
イント」など、家づくりをはじめる前
に知っておいてほしいことを伝える各
種セミナーも開催中！楽しく学びなが
ら、本格的な家づくりに備えよう！

●マクドナルド

黒松小

肌触りの心地よい無垢フロアを多数
展示。また新聞紙が原料の断熱材「セ
ルロースファイバー」や「EM 珪藻土」
の塗り壁など、実際に自然素材を体感
したり、お手入れ方法も習得できる。

■「STAP SHOP」ショールーム
施設住所／仙台市青葉区双葉ヶ丘 1-45-11
（仙台泉線沿い、仙台方面からアクセスの場
合、進行方向左手。駐車場完備）
時間／ 10：00AM 〜 6：00PM
（水曜・隔週木曜定休）
問合せ／ 0120-225-545
仙台泉線

ためになる家づくり
セミナー開催中！

ショールームでは憧れのオーダー家具やデザイナーズ家具、
照明・インテリア小物を多数展示・
販売。実際に見て確かめられるので、イメージしやすそう（写真は 2 点共「STAP SHOP」
）

駐車場完備
黒松駅

サトー商会●

●ファミリー
マート

ダイハツ●
仙台駅↓

もっと詳しく知るにはこちら

一級建築士事務所 スタップ
●担当者からご案内
担当設計士が直にお客
様とお打合わせし、ご
家族ごとに異なるご希
望・ライフスタイルを
プランに落とし込み「自
由設計×自然素材」で
造る オンリーワンの
問い合わせ先
家 をご提案します。
ショールームにはお客
※IP電話など、一部の電話からは繋がらない場合があります（携帯電話は可） 様のイメージを実現し
た施工事例を多数展示
まとめて資料請求番号＞＞＞
しております。まずは
週末の無料相談会へお アドバイザーの佐藤睦
気軽にお越しください。

スタップ（株）
《住所》宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘 1-45-11
《TEL》022-271-0840
0120-225-545
《URL》http://www.stap.co.jp/

7 0120-225-545
0800-600-4299
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処理日時
：
作成時ファイル名：
仕上がりサイズ ：
ＥＰＳサイズ
：

注 文住宅

●価格の目安
1980万円台〜 ※延床面積35坪の場合
自由設計によるご希望のプランなどにより異なり
ます。ご予算に応じてご提案いたしますので、ま
ずはお気軽にご相談ください。
●商品データ
《商品名》STAPの家
《工法・構造》在来工法＋壁工法（木造軸組工法）
《標準工期》約3〜4ヶ月
《商品の特徴》
「世界にたったひとつの、オンリー
ワンの住まい」をテーマにしたフリーデザイン設
計。珪藻土や無垢材など素材感にこだわり、家族
の成長と共に趣を深める「10年後が楽しみな自然
素材＆デザイン住宅」
。建物の断熱については、室
内側に結露やカビを抑制させる、古紙が原料のセ
ルロースファイバーを使用し、外壁側にフレック
スパネルを張り込み、外気を遮断する「ダブル断
熱工法」を標準とし、省エネ・エコにも配慮。
●施工対応エリア
宮城県全域
●アフター・保証
アフターメンテナンスはグループ会社「ダイク
（株）
」が責任を持って対応。

●会社概要
《設立》1997年9月（創業1992年6月）
《資本金》1000万円
《従業員数》29名（2015年8月現在）
《FAX》022-271-0841
《URL》http://www.stap.co.jp/
《対応可能工法》木造軸組工法、2×4工法
《施工実績》16棟（2014年度）
《建設業許可番号》
宮城県知事許可（般-27）第17436号
《一級建築士事務所登録》
宮城県知事登録第12410004号
《関連会社》ダイク（株）
《得意分野》デザイン力、自然素材、オーダーキッ
チン・オーダー家具
《事業内容》新築･増改築リフォームの企画･施工･
アフター管理

この建築会社に資料請求する場合は、巻頭オレンジ色のハガキをご利用ください
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