- European Country House -

ヨーロピアン カントリー ハウス

- Log House -

ログ ハウス

- Import Residence -

輸入住宅

家の中で森林浴を味わえる贅沢

住むほどに味わいの出る家
暮らすほどに愛着が深まる家

欧米の伝統と知恵を
日本の風土に生かす

ログハウスと聞いてまず思い浮かべるのが、
このノッチ組みの「丸太小屋」
でしょうか。天

季節が織り成す風景の中で、
一枚

北米生まれの2×4、
2×6、
イギリス生まれ

然の木は呼吸して室内の温度や湿度を一

の絵画のようなたたずまいを見せ

のティンバーフレームなど、
さまざまな工法

定に保ち、
ほこりを抑え、
フィ
トンチッドを発生

るヨーロピアンカントリーハウス。
ド

で、
どんな風土にも柔軟に対応する、
自由

させます。思い切り深呼吸できる家なら、
心の

アを開けた瞬間に、不思議な懐か

な設計が特徴の輸入住宅。
カナダ、
アメ

底からリラックスできるはずです。

しさを感じます。時の流れがゆるや

リカ、
ヨーロッパから部材を直輸入し、
デザ
イン性の高さを損なうことなく、
ローコストを

かになるような、
くつろぎの空間を

実現しています。

演出するために、手間と時間を惜
しまない、
それがデリケートトゥール
流の家作り。
フランス、
イギリスから
直輸入した小物や、古材をアレン
ジしたオリジナルハウスは、年月を

ノッチ組

経るごとに味わい深くなります。

ログハウスに畳のスペースを設けた贅沢なアレンジ

らくがきもアートに変える壁
アンティークの小物が映える白を基調にしたキッチン

輸入住宅ならではの広々とした吹き抜けの空間

強靭な天然木の支柱
（ポスト）
と梁
（ビーム）
。
柱と柱の間の素材は、石、木、
ぬり壁と多様
求されます。自然素材の内壁は、
らく
がきも、小さな手の跡も、家の歴史
を語るアートに変えます。
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- Exterior･Sign -

エクステリア・看板

で、
ダイナミックな中にも繊細な技が要

自然を大切にした
くつろぎの庭づくり

枕木を利用したオブジェ、四季の移り変わ
りを楽しめるデッキなど、庭をアレンジする方
法はいろいろ。個性的な看板も得意です

空間を有効活用するガーデンファ
ニチャーは庭に奥行きを作り、広く
5

7

レンガを使ったバーベキュ
ーコンロ。オーブンの小さ
なエントツがアクセントに

感じさせてくれます。北陸の風土に

9

合う素材や防腐・防虫加工を施し
た製品は、耐久年数に差が出ます。
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8

ポスト
＆ビーム

10

廃材や枕木を再利用しながら、地

枕木を利用した頑丈な柱
としっくいやレンガを利用し
た表札兼ゲート。アクセント
にランプを付けました

球を大切にするのも私たちの重要

しっくいを使った壁には戸棚を作りつけました

な仕事です。

1.しっくいと木を使った明るいらせん階段 2.モロッコ製の照明器具 3. のぞき窓を付けた重厚なドアも手作り 4.アイアンのランプと表札 5.家具にもこだわりたい雰囲気のあ
る寝室 6.照明を付けたニッチ 7.洗面ボールはメキシコ製 8.子ども部屋のドーマー 9.ヨーロピアンカントリーの手法を取入れた和室 10.薪ストーブもしっくりと馴染みます

ローコストでアレンジする楽しさ

- Original Furniture -

オリジナル家具
間取りや内装に合わせて、
ご希望に添うサイ
ズ、
デザインの家具を作ります。自然素材を生
かした仕上りは、使い込むほど美しく、世界に
ひとつの家具として長くお使いいただけます。

木目が美しい
カウンターテーブル

イスが
テーブルに変身

2種類の木を使った
自然のコントラスト

指物の技術を
生かした長椅子

硬いくるみ材を使用

高級感ある座卓は和室に

古材を使用した下足棚とコート掛け︒オリジナル家具
は耐久性にも優れています

世界にひとつのこだわりの家具たち

リフォーム＆メンテナンス

機械で製材加工したログを使用することによ
って、手ごろな価格でログハウスライフを楽し
めます。外壁の塗装で表情を変えるな
ど、住む人の個性が生きる家です。
キットはフィンランド、
カナダ、
アメリ
カ、
中国から直輸入しています。

- Remodeling & Maintenance -

大胆リフォームも小さな補修も
より美しく便利に変える
増改築や修繕は、建築に携わるも
のの腕の見せどころです。豊富な
アイデアで今あるものを生かしなが
ら、
長い間大切にされていた場所を
より使いやすく美しく変化させます。
ログハウスだけでなく、
日本家屋に
も対応。雨もりの補修など、
どんな
に細かい修繕でもご要望にお答え

マシン
カット

します。
自由な間取りで、
スペースを有効に使えます

酒屋さんの倉庫を学習塾にリフォーム。日本家屋のキッチンと和室を南欧風に 喫茶店だったブティックは、古材を再利
メキシカンタイルの表札や木のはしごを リフォーム。和室とダイニングキッチンの 用したむき出しの柱と梁でヨーロピアン
付けて、
サンタフェ風の仕上がりに
段差を解消し、広いＬＤＫにしました
カントリー風に全面リフォームしました
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「 家 」を作るための繊 細な道 具、
それは私たち自身です
私たちは家を作るのが大好きです。
お客さまと語り合ううちに、
「我が家」に向ける、
お客さまの夢が
いつの間にか私たちの夢になってくるから不思議です。
「ただいま」
と帰ってきた家族が、
リビングに集まって
誰からともなく今日一日の出来事を話し始め、
一緒に喜んだり、悲しんだり、励ましあったり。
いつしか巣立っていく子どもたちが「ここに帰りたい」
と思い、
世代から世代へと長い年月に渡って受け継がれていく。
そんな家を作るための仕事は、
どこまでも繊細でなければいけないと思うのです。
確かな技術と、せいいっぱいのまごころで
世界にたったひとつの「家」を作ります。

こだわりと自信をもって夢を形にする

コミュニケーションをいちばんに考える

どんな場所で、
どんな建物を建てたいか、詳しく聞かせてください。
デリケートトゥールなら、土地探しから始めることも可能です。
ご予
算との誤差をなくすために、
お見積もりまでに時間をかけて打ち
合わせを重ねて、壁の塗り方や小物など、機能性とデザイン性を
兼ね備えたプランをご提案。家作りに対して決して妥協せず、
プ
ロとしての自信と誇りを持って、
お客さまの夢を形にします。

私たちはお客さまと、家を建ててからも長いお付き合いをさせてい
ただきます。家を長持ちさせるためにはメンテナンスが必要ですか
ら。パーティーや各種教室、
オリジナルコンサートなど、楽しいイベ
ントを開催して、
お客さまどうしの交流を深めていただく機会もあり
ます。私たちをよく知ってください。
きっと
「デリケートトゥールなら安
心して任せられる」
と言っていただけるはずです。

完成までの流れ
完成引渡し

4〜6ヶ月

着工

ご契約

設計図・
お見積書作成

建築確認申請

設計契約
︵仮契約︶

ラフプラン
作成

敷地選定・
現地調査

ご相談・
お打ち合わせ

お問い合わせ

工期は建築規模や場所の状況によって異なります

有限会社

デリケートトゥール

ヨーロピアンカントリーハウス・ログハウス・輸入住宅
手 作り家 具・増 改 築・エク ス テリア・店 舗 改 装・雑 貨
住所

●〒920-0147 石川県金沢市不室町は133-1

TEL

●076-236-1315

FAX

●076-236-1310

携帯電話 ●090-3768-5308
（出戸）
URL

●http://www.deto.jp/

E-mail

●info@deto.jp

skype

●DELICATE TOOL DETO 携帯サイトはこちら
http://deto.jp/m

店舗／ネットショップ

フムロビラ

雑貨・カントリー家具
URL

●http://fumurovilla.com/

フランス製ドアノブ販売
URL

●http://shop.doorknob.jp/
●http://www.doorknob.jp/

森本

東金沢

159

至 小矢部

359

金沢森本IC

北陸自動車道

テクノパーク
宮野町

304

コンビニ 古屋谷町

至 南砺市

東長江IC
至 金沢駅

山側環状道路

210

夕日寺
211

金沢
セントラルCC

医王山
小中学校 二俣

金沢大学
ジャスコ
杜の里 角間

27

清水

田島
古屋谷町方面

出戸寛明 デリケートトゥール代表
ビルダー歴20年 A型
幻のモスクワオリンピック陸上競技候補。小学
校教諭・指物師を経てログビルダーに。アメリカ
に渡り大工経験の後、
デリケートトゥールを創業。
現場管理・営業・輸入業務担当。

医王ダム

本泉寺
牧山ガラス工房

直江谷会館
アルベロ
小嶺バス停
みちづれ

デリケートトゥール
フムロビラ

211

●ジャスコ杜の里から車で約15分(約12Km)
●金沢森本ＩＣから車で約10分(約9Km)

医王山小中学校前

この交差点を左折して
100mほど直進して左折

