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子育て世代の建築士目線の家づくりサポート
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間取りのセカンドオピニオンとは

家づくりをされていて、
間取りがなかなか決まらないことはありませんか？

ほとんどの方が初めての家づくりにも関わらず、
1人の設計士とだけ打合せをして間取りを煮詰めて行きます。

もちろん、設計士との相性が合えば良いのですが、
そうでない場合も多いと思います。

そんなときに役に立つのが住宅版のセカンドオピニオン、
【間取りのセカンドオピニオン】です。

医療の現場では広まってきていますが、
家づくりではほとんど浸透していません。

家を建てる事も、人生において大きな出来事です。

家づくりでご不安に思われたら、

間取りのセカンドオピニオンサービスを是非活用して下さい。
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■ちょこっとオピニオン
2,000円+消費税 / 各フロアー

■減坪プランニング
減坪した面積㎡× 15,000円+消費税

■見た目プランニング
23,000円+消費税

■セカンドプランニング

□お試しセット
23,000円+消費税

□やりとりセット
18,000円+消費税

■外観パース作成
12,000円+消費税

■内観パース作成
15,000円+消費税

■ ３Dビューア作成
50,000円+消費税
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サービス内容に関して

【坪５０万円の施工店様でご検討頂いている場合】
料金例１
１３０.０㎡→１２６.６９㎡＝－３.３１㎡（１坪）
３.３１㎡×１５,０００円＝４９,６５０円+消費税

５００,０００円-４９,６５０円＝４５０ , ３５０円のメリット！！

料金例２
１３０.０㎡→１２9 . ６６９㎡＝－０．３３１㎡（０.１坪）
０.３３１㎡×１５,０００円＝４,９６５円

５０,０００円-４, ９６５円＝４５, ０３５円のメリット！！

現在の間取りに改善案を
赤入れするサービスです。

要望を詰め込んだら、
お家が大きくなってしまい、

予算がオーバーしてしまった！

そんなお悩みございませか！？

減坪プランニングは、
要望を極力変えず

建物の大きさシェイプアップする
サービスです。

当社を初めてご利用頂く方向けの
サービスです。

間取り図とコンセプトの作成を
行います。

当社のご利用が２回目以降の
図面作成サービスです。

安心2ステップ

①ラフ図面送付
↓※図面をご確認頂いてから

➁間取り図作成

間取りは決まったけど,
見た目がイマイチ…

見た目のセカンドオピニオン
やってます！

安心2ステップ

①外観パース作成
↓※パースをご確認頂いてから

➁立面図作成

子育て世代の建築士目線の、
家事楽間取りを作成致します。



Second・planning

■ご依頼者様：奥様
■ご家族構成：ご夫婦（30代）+お母様
■建物用途 ：二世帯住宅
■ご依頼経緯：ハウスメーカーで検討していて、今の間取りで本当に良いか不安
■お客様の声：新しい視点から見て頂き、非常に魅力的な間取りに仕上げて頂けました。

ありがとうございます！

ご要望(1F)：2LDK
□1室はリビングとつながった和室にしたい
□玄関にシューズクロークが欲しい
□ゆったり出来る空間にしたい
□寝室以外は開放的でオシャレな空間にしたい
□ウッドデッキが欲しい

ご要望(2F)：3LDK
□LDKを広々取りたい
□明るく落ち着いた空間にしたい
□キッチンからリビングと
□ダイニングが見渡せるようにしたい
□寝室にはウォークインクローゼットが欲しい
□子供部屋は、はじめは1ルームにしたい
□南向きに選択物干しスペースが欲しい
□リビングから洗濯物が見えない様にしたい
□各部屋へは廊下から入りたい

■提案図面
建物規模：53坪

：2階建て
：2LDK/3LDK

間取りの特徴

1 ⃣ 2階に中庭の様なスペースをつくり、独立した物干用バルコニーをつくりました。
上記つくりにする事で、リビングからは洗濯物が見えず、生活感を感じづらくさせるとともに、
LDKに面したバルコニーはお庭の様に使える計画としました。

2 ⃣ 1階に関してはリビングのドアを開けると、中庭が見渡せ、視線が抜ける開放感のあるつくりにしました。

3 ⃣ 1、2階共に回遊性のある動線計画として、利便性を高めて、家事楽な計画としました。

4️ ⃣ 洗面台は幅広を採用して、お二人並んでも使える、ストレスフリーな計画としました。

5 ⃣ お庭に面して大きな窓を設け、リビングとお庭が一体的にお使い頂ける計画としました。

6️ ⃣ 1階には大容量のパントリーを設けると共に、裏口を設け、
北側のスペースを分別ゴミ置き場として活用出来る計画としました。

7️ ⃣ シューズインクローゼット内にカッパなどもしまえるコート掛けスペースを設けました。
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活用事例 1 【間取りのセカンドオピニオン】

Before

After
↓
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■ご依頼者様：奥様
■ご家族構成：ご夫婦（30代）+お子様2人
■建物用途 ：専用住宅
■ご依頼経緯：現在ハウスメーカーと間取りについて相談中

4回ほど打ち合わせを重ねましたがあまりしっくりくる間取りがあがってこず、
違う視点から間取りについてご教授頂ければと思いました。

■お客様の声：早速の間取りのご提案有難うございました。
期待以上のものを創って頂き、階段の位置など、
やはりプロにお願いするとこんな視点があるのかと
私も夫もとても勉強になりました。
いただいた間取りを是非参考にさせて下さい。

ご要望

現状不満としては、脱衣所、寝室などどのスペースをとっても狭く、
閉塞感が感じられるため、解放感が得られるような間取りにしたいです。
狭い土地なので難しいかもしれませんが、
ごちゃごちゃしているようなのがどうしても気になります。
また、家事動線についてや、子供がまだ小さくお支度などもしやすいようにしたいです。
一階、二階の収納量についても気になっています。
また、3階に吹き抜けの廊下のようなものがあるともっといいかなと思います。

4LDK(主寝室、子供部屋×2、客間)

【1F】
・土間収納を兼ねた広めのSIC
・主寝室(可能であれば8畳程度)にWIC

【2F】
・LDK20畳以上
・リビング続きのバルコニー
・パントリー
・パソコンなどをつかうカウンター
・洗濯機置き場

【3F】
・洗濯物を室内干し

できるようなスペース
・洗面台

■提案図面

間取りの特徴

1⃣ 来客の動線と家族の動線を分けた、2WAYシューズインクローゼットを設けました。

2⃣ 大容量のパントリーを設け備蓄庫としてもお使い頂ける計画としました。

3⃣ 1、2階共に動線に回遊性を持たせ家事楽な計画としました。

4⃣ 洗面に収納を設けリネン類など収納頂ける計画としました。

5️⃣ バルコニー面して大きな窓を設け、リビングとお庭が一体的にお使い頂ける計画としました。
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【ちょこっとオピニオン】

Before

After
↓

活用事例 2
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↑上記バーコードから
お申し込みフォームへアクセス出来ます

ご依頼方法に関して
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●ホームページよりお申し込みホーム入力
↓

〇必要書類をお見積をメールにてご案内
↓

●ご要望と必要書類を添付頂き
↓

〇図面作成開始
↓（≒1週間）

〇作成図面と振込のご案内を送付
↓

●図面をご確認頂き、
お振込みをお願い致します。

簡単 3 ステップ

●…お客様 〇…当社
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割引サービスに関して

当社で2回以上図面を作成頂いたお客様で、
協賛メーカー様とご契約頂いた場合に、
割引が得られるサービスになります。

※すでにご契約されている場合は対象外になります。

割引金額例

建物金額の 1％～

参考：2000万円の建物をご契約頂いた場合
2000万×1％＝20万円分
建物本体価格から割引頂けます。

協賛メーカー様は随時更新しております。
ご希望のハウスメーカー様がございましたら、
お問い合わせ頂ければと思います。

新規でご参加頂けるメーカー様はこちら↓



セカンド・プランニング㈱一級建築士事務所
〒192-0914 東京都八王子市片倉町340-11 katashiro 201 
URL ：https://www.2ndplanning.org/snhs
MAIL：takayuki.saito.n@gmail.com
Tel 042-632-2492 Fax 042-632-2493
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その他詳しくはホームページからご確認頂けます！

セカンド・プランニング

https://www.2ndplanning.org/

無料相談チャットも
ご利用頂けます！

SNSで家づくりのお役立ち
情報を配信しています！

SNS上で住宅公園も
やってます！

https://www.2ndplanning.org/snhs
mailto:takayuki.saito.n@gmail.com
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ビジネス利用に関して

■ セミナー業務

1 時短手書きセミナー

2 設計SNS活用セミナー
3 設計効率アップセミナー
4 プレゼン手法セミナー
5️ プランニング手法セミナー

■ WEB de 設計 サービス

下記お悩みがございましたら、まずご相談下さい！

1、社内で設計をしているが、もっと提案力を伸ばしたい
2、設計人員が足りない
3、繁忙期だけ設計を増やしたい
4、設計効率の分析をしたい

WEB上で設計支援致します！

■ お客様ご紹介 サービス

当社をご利用頂いたお客様をご紹介させて頂くサービスになります。

当社で2回以上間取りを作成頂いたお客様が対象になります。

詳しくはビジネスご相談フォームよりお問い合わせ下さい。

準備中…

準備中…

準備中…

準備中…
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■ コンサルティング業務

ご依頼頂いた案件の契約傾向などの分析を行います。

■ 営業設計業務

ご契約前の商談の打合せ、図面作成を行います。

■ 実施設計業務

確認申請やご契約後の詳細設計の打合せ、図面作成を行います。

詳しくはビジネスご相談フォームよりお問い合わせ下さい。

ビジネス利用に関して

↑上記バーコードから
ご相談フォームへアクセス出来ます
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