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清涼感と軽快感をあわせ持つ現代的な家

S i m p l e  M o d e r n

センスよく、おしゃれで現代的な家

Stylish Modern

環境に優しく街に溶け込む家
Natural Modern

何年住んでも飽きないシンプルな家

Contemporary

洋画や海外旅行で見た憧れの家

Import 

くつろぎと趣の調和を大切にした家

外観スタイル SCENARIO style

03 04



内観スタイル SCENARIO style

シンプルで現代的なスタイル

木のぬくもりを感じる
やさしいスタイル

軽快でシンプルなスタイル

ユニセックスで
遊び心のあるスタイル

M O D E R N

casual

VINTAGE

女性らしい大人かわいいスタイル

和のテイストで
落ち着きのあるスタイル

Antique

Japanese

natural
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らせん
のぼり棒

多目的流し

土間収納

DECO
ツイスト

セナリオハウスは、ゴールドジムとコラボして、
アスリートを育てる家をご提案いたします。
自宅で、自分の好きな音楽を聴きながら、好きな時間に
体を鍛えるアスリートには夢のような住まい・・・
将来セナリオハウスで建てた家からオリンピック選手やプロの選手が
生まれることが我々の勝利のシナリオです。

好きな音楽を
聴きながら

人目を気にせず
家族で

トレーニング

好きな時間に
好きなだけ

Concept book

松本 春菜 選手
【世界大会】 2013年 アジアユースパラゲームス
100ｍ 1位　　走り幅跳び 1位

【全国大会】 2017年 愛顔つなぐえひめ大会 
100ｍ 1位　　走り幅跳び 1位(大会新記録)
現在の目標は『東京パラリンピック入賞』

◆こんな家だったら…
激しいトレーニングをしても、周りに迷惑のかからないような防音設備が整っている
トレーニングルームが欲しいです。また、トレーニンググッズを収納できる大きな
クローゼットと身体の疲れを癒す足の伸ばせる大きなお風呂があれば最高です。

がんばるお子様をバックアップするための、
機能的・実用的な設備のご提案

柏市少年野球低学年春季大会主催 親子ラグビー体験イベント協賛

うんてい

セナリオハウスは

アスリートを応援します。
視覚障害者クラス（T13・F13）
100ｍ・走り幅跳び

少年野球（2017年） ラグビー（2017年）

セナリオハウス 
OB 施主

竹谷賢二さんに聞く
アスリートを
育てる家とは！

現役アスリート MTB/クロスカントリー・
トライアスロン選手

Athlete

存在するだけで目を惹く斬新な形状が新しい
『らせんのぼり棒』 。通常のまっすぐ伸びたの
ぼり棒に比べ、遊びの幅を持たせることができ、
遊びながら身体を鍛えるアイテムです。

がんばった分、多
くなるのが汚れ
物。気にせず使え
る流しはお母さん
も嬉しいスペース
です。

トレーニンググッズや競技に使用する道具を
収納。帰宅後すぐに置けるのがベスト。

洗濯スペース
天気を気にせず干せることでお子様のがんばり
をバックアップ。

ねじれたパイプをたて・よこ・ななめ自由に組
み合わせられる『DECO・ツイスト』。考え方
によって様々な使い方ができ、遊びながら創造
力・筋力をつけるアイテムです。

大人は昔懐かしの遊具として、子供は基礎体力
の糧として、室内で楽しめる『うんてい』。ハ
ンモックを吊り下げたり物を置いたりと様々な
用途で使うことも可能です。

重要なのはどれだけスポーツできる環
境が家の中にあるか、だと思います。例
えば土間などの広いスペースがあると
道具をしまえたり整備したりすること
が出来ます。それと大きな鏡などを設
置すると、フォーム等をその場でチェッ
クできます。どんなスポーツでもフォー
ムをチェックすることはとても大事です。自宅でトレーニングする事
の良さは、自分好みの音楽や照明のなかでリラックスしてトレーニン
グができたり、空き時間に体幹や筋力トレーニングができたりする
事です。ぜひ皆様もホームジムで汗を流してみてはいかがですか？

Profile
竹谷　賢二 　　Takeya Kenji
1969年11月7日生・東京都出身。2003年、2006年、2007年と全日本選
手権を制し、計4度の全日本チャンピオンに輝く。2004年、日本代表として
アテネオリンピックに出場。2012年より本格的にトライアスロンに参戦。

勝利へのシナリオ

自慢のホームジムをつくろう！ 自宅に自分だけのトレーニングジム

ホームジムのいいところホームジムのいいところ

スポーツスポーツ をを育てる家育てる家KIDSKIDS

（広島建設所属）
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こちらのカタログはご請求いただくと
続きをご覧いただけます。

「CONCEPT BOOK」を取り寄せる

https://www.hirosima.co.jp/house/catalog?utm_source=catalog_sample&utm_medium=click&utm_campaign=CONCEPTBOOK



