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本来「巣」を意味しますが、

居心地のいい場所、その場所をつくる準備も表します。

父親・母親・子どもそれぞれの目線でのライフスタイル提案です。
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＋NEST発売の社会背景と生活トレンド
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＋NEST発売の社会背景と生活トレンド

子育て期家族のくらし事情
－配布されたリリース参考資料の要約として－

妻が子育てしながら働くのは、普通の時代に

とにかく忙しい・・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの時間を新たにつくるのは難しい

働き盛りの夫も、家族とのじかんが生活の活力

子育て期家族の住宅新築件数は堅調

幼児～学童期の子どもの家庭学習の大切さ
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子育て期＆共働き家族：生活研究/商品の軌跡
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●生活調査を実施。1989～1996年の間に
10冊の報告書を発行している

子育て期＆共働き家族：生活研究/商品の軌跡

’ 89 共働き家族向け住宅『 DEWKS 』発売
－家事合理化・家事協力・家族コミュニケーションをいち早く提言－

●ロングセラーとなったDEWKSキッチン

●機関紙を約10年間50号まで発行
読者アンケートや見識者の取材から

多くの声を頂いた。
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子育て期＆共働き家族：生活研究/商品の軌跡

’ 02 子育て家族向け住宅『 へそのある家 』
－LDでの家族のコミュニケーションのありかたを追求－

●LDの実態、特に父親と子供の生活実態や意見に着目した調査
・子どもの意見をじかに聞く訪問調査も合わせて実施

＜リビングライフアンケート調査（2000）＞

＜子どもとすまいアンケート調査（2001）＞

＜子どもとすまい訪問調査（2001）＞
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子育て期＆共働き家族：生活研究/商品の軌跡

’ 02 子育て家族向け住宅『 へそのある家 』
－子育て期の LDKの提案・ライフスタイル提案－

●ステージ：家族イベントや子どもの遊び場。床下はおもちゃの収納に

●オープンDK
まわれる動線だから
家族みんなで料理
アウトドアリビングに繋がるDK
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子育て期＆共働き家族：生活研究/商品の軌跡

’ 07 エリア商品として『 ＋NEST』発売
－子どもの学習コーナーをもつリビングダイニング提案－

■LDの一角に子供の学習スペース＋NEST空間提案

「こもり感」「安心感」「自立感」を要素とした設計手法

デスク・本棚・ロッカーのエリア仕様を制定

+NEST空間

● 発売から１年半、お客様の共感を得て、

東京営業本部での全契約棟数における

+NEST空間採用率は、 におよぶ。
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子育て期＆共働き家族：生活研究/商品の軌跡

’09 『家族の生活時間調査』発表
－本調査の結果をベースに＋NESTを構想－

→生活じかんのズレを前提とした家族のコミュニケーションとは？
その住まいの工夫は？

■子育て期の生活バランス/リズムは大きく変化

ライフステージの進行
生活リズム 遅い早い

専業主婦世帯

リタイア世帯

夫婦のみ

夫婦+子（幼児期）

夫婦+子（学齢期）

夫婦+子（独立期）

夫婦+子（独立期）

夫婦のみ

核
家
族
世
帯

夕食

一緒

別々

一緒

夫 妻

子の誕
生

4:00

3:37
4:01

12:22
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1:49 9:52

3:07

7:18
2:45

10:50

生活バランス

★家事・育児時間の変動
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＋NESTの概要：コンセプトと4つの提案
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＋NESTのコンセプト

子育て期に も大変な を、

３つの側面 を踏まえて、

じょうずに家族の時間を重ね、楽しい時間に変える

住まいの工夫を提案します。

家族のじかんをじょうずに重ねて楽しいじかんに変える住まいのくふう

★ 提案のポイントは・・・

・夫と子どもを如何に楽しく巻き込めるか？

・ 妻がうれしい生活シーンを実現しやすくする。

「食事・学び・片付け・洗濯」
－家事・子育て・自立－
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＋NEST空間と合わせて４つの空間提案

家事・子育て・自立、じょうずにじかんを重ねて
「大変なじかん」が「絆づくり」のじかんに

提案１．食事 『ペニンシュラキッチンでのDK』
－朝だんらんのススメ－

提案２．片付け 『 家族ロッカー』
－帰宅のぱなし解消＆パパと子の会話－

提案３．学習/遊び 『NEST空間のあるLD 』
－家族別々でいっしょのじかんを過ごす－

提案４．洗濯 『 室内物干しコーナー 』

－夜洗濯・普通に室内干し－
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＋NESTのバックデータ

子育て期家族の暮らしと住まい調査
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子育て期家族の暮らしと住まい調査

ペニンシュラキッチン

キッチンはオープンな方が子供の家事参加が多い

予備調査：家族の生活時間調査より （0905）

オープン系：手元が見えるキッチン クローズ系：手元が隠れるキッチン

49%79% 小学生～高校生

が手伝う比率

オープン系：手元が見えるキッチン クローズ系：手元が隠れるキッチン

49%79% 小学生～高校生

が手伝う比率

キッチンのタイプと子供が家事を手伝う割合
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ペニンシュラキッチン

家族ロッカー

小さいときから、自分のこと・家のこと
子育てママは教育熱心！

66.5

59.1

62.0

61.0

53.0

32.0

11.5

26.1

12.3

19.1

51.4

46.4

43.4

43.1

29.7

27.0

21.1

14.2

11.9

7.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

食べ終わった食器を片付ける

自分で履く靴を選ぶ

幼稚園・学校等に持っていくものを準備

衣服・上着を自分で選んで着る

ハンカチや鍵など身の回りのものを準備

料理をテーブルに運ぶ

父親(母親)が出かけるのを玄関で見送る

傘を持っていくか判断して準備

料理を作る・手伝う

ゴミ・古新聞等を外に出す

（％）

小学生（n=513） 未就学児（n=868）

■平日の朝に子どもがしていることTOP10（末子年齢別）＊複数回答

※対象：当該世帯ヘーベルハウス500・一般戸建500・分譲ﾏﾝｼｮﾝ400・住研ﾓﾆﾀｰ50 計1450件

子育て期家族の暮らしと住まい調査
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ペニンシュラキッチン

＋NEST空間

59.6

53.4

36.6

33.0

30.9

25.1

24.7

22.6

22.1

63.2

53.5

37.0

33.2

31.2

24.0

23.0

19.4

67.9

25.7

59.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

子どもと一緒に入浴する

子どもや妻とテレビ・ＤＶＤを観る

食べ終わった食器を片づける

子どもや妻と遊ぶ（テレビゲーム・Ｗｉｉ以
外）

料理をテーブルに運ぶ

子どもの歯磨きをサポート

料理を作る・手伝う

子どもの勉強・宿題をみる

子どもや妻とテレビゲーム・Ｗｉｉをする

子どもの入浴後の着替えをサポート

（％）

21時以降帰宅あり（n=470） 21時までに帰宅（n=413）

■平日の帰宅後に夫がしていることTOP10
（夫の帰宅時間別）

■休日に夫がしていることTOP10
（夫の平日の帰宅時間別） ＊複数回答＊複数回答

33.0

23.2

17.0

16.4

16.3

15.0

14.3

11.4

10.5

57.2

51.4

11.8

27.6

23.5

28.7

30.6

24.0

50.3
55.3

21.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

食べ終わった食器を片づける

子どもや妻とテレビ・ＤＶＤを観る

子どもと一緒に入浴する

持ち帰った仕事をする

料理をテーブルに運ぶ

食べ終わった食器の洗い物

子どもの歯磨きをサポート

子どもや妻と遊ぶ（テレビゲーム・Ｗｉｉ以外）

子どもの入浴後の着替えをサポート

子どもの勉強・宿題をみる

（％）

21時以降に帰宅あり（n=712） 21時までに帰宅（n=638）

平日遅いパパは休日子育て。LDKに加えてお風呂がその舞台

子育て期家族の暮らしと住まい調査



17

家族ロッカー

68.6

55.4

48.5

36.6

29.8

26.5

23.8

23.0

21.1

19.5

17.5

15.4

1.0

4.9
19.2

19.1

53.7

32.8

32.5

22.2

21.5

22.7

18.3

17.7

12.6

17.7

13.8

1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

いったん置いたものをなかなか自分で片付けない

ＬＤにﾗﾝﾄﾞｾﾙ・ﾊﾞｯｸﾞ・道具類が置かれる

玄関土間に靴や道具が散乱する

ＬＤにｼﾞｬｹｯﾄ・ｷｬｯﾌﾟ等衣類が置かれる

雨天時に衣類・道具の水滴・湿気が気になる

手を洗う・うがいをする等が徹底しない

道具・衣類の収納場所がない・不足している

玄関まわりにﾗﾝﾄﾞｾﾙ・ﾊﾞｯｸﾞ・道具類が置かれる

衣類・道具の汗の臭い・泥汚れが気になる

道具・衣類が子どもが自分で管理しづらい収納である

しまう前にいったん仮置きする場所がない

玄関まわりにｼﾞｬｹｯﾄ・ｷｬｯﾌﾟ等衣類が置かれる

その他

特に問題はない

（％）

小学生（n=513） 未就学児（n=868）

■子どもの帰宅時の不満・問題点（末子年齢別）

帰宅の「ぱなし」は、どんなママも共通のストレス

子育て期家族の暮らしと住まい調査
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子育て期家族の暮らしと住まい調査

室内干しコーナー
妻フルタイム就業の家庭は、夜洗濯＆ノーアイロン
室内干しの多さ・関心の高さは子育て家族共通

36.5

13.3

16.1

13.0

23.9

14.0

3.2

9.1

11.2

2.1

6.0
3.1

10.1

8.5

3.2

10.5

28.9

12.0

18.5

16.6

41.9

4.8

0.0 20.0 40.0 60.0

ＬＤ

ＬＤに近い和室

主寝室

子供室

浴室

洗面洗濯室

ユーティリティ・ランドリースペース

廊下・ホール

納戸、特定の個人が使っていない部屋

その他

室内干しはしない

（％）

フルタイム(n=285) 専業主婦(n=685)

■室内干しの場所（妻の就業形態別）

＊複数回答

79.6

56.8

31.2

26.0

25.3

13.3

90.8

65.4

30.1

33.7

31.4

17.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

雨のとき

雨がふりそうなとき

夜洗濯の後

外出（仕事）で遅くなるとき

花粉が飛散する時期

洗濯物が屋外に干し切れないとき

（％）

フルタイム(n=285) 専業主婦(n=685)

■室内干しをする理由（妻の就業形態別）
＊複数回答
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その室内干し場の問題は、『乾きが悪い・じゃまになる』
部屋干しの場合は『見栄えが悪い』という不満

室内干しコーナー

子育て期家族の暮らしと住まい調査

■室内干し場の問題点TOP５ （妻の就業形態別） ＊複数回答

44.8

35.0

28.0

37.2

26.7

43.4

40.3

40.7

29.5

22.8

0.0 20.0 40.0 60.0

乾きが悪い

じゃまになる

見栄えが悪い

室内干し専用スペースがない

洗濯物の臭いが気になる

（％）

専業主婦(n=685) フルタイム(n=285)
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４つの空間提案を入れたプロトプラン
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＋NESTプロトプラン ＜戸建住宅＞

●+NEST空間：学習・育児・遊び多目的ｺｰﾅｰ

●家族ロッカー：それぞれのロッカーを玄関とLDの間に。

●ペニンシュラキッチン
レンジフード前の壁、手元隠しがないｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝ

●室内物干しｺｰﾅｰ：外干しスペース前に誰もがアクセスしやすい
よく乾き、目障りでない場所に。

■山梨支店 甲府昭和モデルハウス

■川越支店 志木モデルハウス

■浜松支店 磐田モデルハウス

■総面積129.35㎡（約39坪）
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＋NESTプロトプラン ＜マンション＞

【ペニンシュラキッチン】
広々としたLDK空間の主役はペニンシュラキッチン。
食事づくりも、後片付けも、ママ・パパ・お子さんみんなで
会話を楽しみながら。

■ペニンシュラキッチン

【＋ＮＥＳＴ空間のあるマルチなＬＤ】
窓に面した＋NEST空間は、カウンタータイプ。
すぐそばに家族の気配を感じながらも、適度に
囲まれた空間

■＋NEST空間

【家族ロッカー】
NEST空間そばには、たっぷり収納量のある家族
ロッカー。面積がコンパクトなマンションでは２つを
一緒に設けることで、効率良く使う

■家族ロッカー

■アトラスタワー茗荷谷
専有面積76.92㎡
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４つの空間提案・キーアイテムの概要
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ペニンシュラキッチンでのDK 凝縮された貴重な時間 『朝だんらん』

● 物の受け渡しがしやすく互いの様子もよくわかる。
ダイニング側の収納は、子どもも出し入れしやすい

● キッチンカウンターはみんなで
いろんな作業をするのに充分な広さ。

● 見通しがきく明るいキッチンは、
朝から気持ちよく家事ができる。

－夜一緒の食事は叶わないなら、朝の15分こんな嬉しいじかん－

『 夫が夜遅く食事を一緒にとれないので、朝はみんなで食べます。
夫が子どもに食べさせながら、ふたりにこにこしている姿を見るのは嬉しい時間です 』

調査から
ママのナマ声

４つの空間提案・キーアイテムの概要
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オリジナルキッチン・収納システムの特徴
『オープン空間をすっきり・使いやすく』

⑤地板のない収納で箱買いや
リサイクル品のストック場所に

④中食のストック。

ペニンシュラキッチンでのDK

①ダイニング側からも水栓を使って作業。

③シンク下に燃/不燃ゴミ②シンク下のワゴンには、
主婦が隠したいものを

●サイドも充分作業台！

４つの空間提案・キーアイテムの概要
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洗面所

キッチン
玄関

●家族ロッカー⇒洗面脱衣室への動線を配慮。

● 台所作業をしながら子どもの様子がわかる。

ママの身支度にも便利！

● 家族ロッカーは、
玄関とLDの間なら、面倒なく使える。

帰宅のぱなし解消＆父と子の会話を生む家族ロッカー
奥様支持率NO. 1！

４つの空間提案・キーアイテムの概要

☆大人用・子ども用パックを用意！

●大人用 ●小人用

☆扉一部ﾏｸﾞﾈｯﾄが使え、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(伝言板)にも
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４つの空間提案・キーアイテムの概要
家族ロッカー 帰宅のぱなし解消＆父と子の会話、そして自己管理のきっかけ

07：20 08：30

▲

▼

20：30

▼

16：30
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別々にいっしょの時間をすごす。

● キッチン作業をしながら子どもの様子がわかる「安心感」
床上げ和室タイプを追加。

● 学習用具の収納、壁は時間表等の掲示
子供の自己管理を促す「自立感」

● 「囲み感」のある落ちコーナーつくりとともに
作業机からは外が眺められる窓計画

＋NEST空間のあるリビングダイニング

○ 夕食後、家族別々のことをしながらも、一緒にいることで
緩やかな心地よいじかんを過ごす

４つの空間提案・キーアイテムの概要

■＋ＮEST空間デスクタイプ■＋NEST空間床上げタタミタイプ
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＋NEST空間のあるリビングダイニング

■＋NEST空間 デスクタイプ
●＋NESTですくすくデスク

●＋本棚ですくすくデスク

●かんたんおかたづけロッカー

ふたり並べる長さ（18・21巾）
サイドの衝立は
掲示ﾎﾞｰﾄﾞになっている

テキスト他学習道具の収納
学校で工作した作品の陳列

学用品と合わせて
LDに放置されがちな
ランドセル、上着、お稽古バックを収納
W850・D450・H2400 1タイプ

パナソニック電工「畳が丘」

パナソニック電工：インテリアカウンター

■＋NEST空間 床上げタタミタイプ

ユニットの組み合わせ
中は収納に利用

４つの空間提案・キーアイテムの概要
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室内物干しコーナー 夜洗濯・普通に室内干し。

外干しスペース

室内物干コーナー ● 物干し竿（ 低２ｍ程度）を渡す金物
（ホスクリーン）と市販のスタンド式ラックを併用

● 作業台になるカウンター
できれば、流しも設置

● たたんだ衣類が仮置きもできる棚と
ハンガー等の収納

４つの空間提案・キーアイテムの概要

・洗濯置き場⇒室内物干しコーナー⇒外干しスペースの移動は極力短く

・風通しがよく、なるべく日があたり、よく乾く場所に。

・掛置きした場合、個室から目障りでないよう仕切り建具を。

・家族が関わりやすい廊下ホールの一角に計画、広さにして２帖程度。
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提案内容のお客様評価
－体験イベントを通じて—
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＋ＮＥＳＴ体験イベント
パパと子どものペニンシュラキッチン＆ＮＥＳＴ空間体験

１．父と子でハンバーガーづくり

⇒料理の楽しさ・楽しむ子どもを見るママの喜び

ペニンシュラDKの空間力や使い勝手の良さ実感

２．ＮＥＳＴ空間でそのレシピ本作成

⇒子どもが夢中な様子を見て、ＮＥＳＴ空間の良さを

お父さん・お母さんに感じてもらう

●山梨支店 甲府昭和展示場にて試行開催（１０/１７）
・５組/１回の親子参加で午前・午後２回実施
・パパと子どもで日頃のママへの感謝を届ける
・一番の目的は、奥様に見て・感じて、

楽しんでもらうこと



くらしノベーション研究所

ご清聴ありがとうございました。

今後も是非ご注目頂きたくお願い致します。


