
すっきりとしたライフスタイルを好まれる方に人気 

［モダンスタイル］ 

ModernStyle

P55

ニチハが提案するスタイル別診断 
外観イメージを決める第一歩として、まず家族の暮らし方に対する好みやこだわりを診断してみましょう。 

以下にお好みの暮らし方をイメージする項目を用意しました。 

チェックの多い答えから、住まわれる方の暮らし方と、それに合った外観イメージが見えてきます。 

伝統と新しさを融合させた和モダンスタイルも人気 JapaneseStyle

［ジャパニーズスタイル］ P57

あたたかい家庭をゆったり育みたい方に愛される MediterraneanStyle

［南欧スタイル］ P59

新しく開店した話題のレストラン 

銘柄や価格に左右されない 

自分の価値感 

珍しい動物 

モノトーン中心 

装飾を排したシンプルな服装 

魚や野菜を煮炊きした料理 

手作りのぬくもり感（石・土・木・蔓） 

短毛の柴犬、秋田犬、三毛猫など 

シックなナチュラルカラーとモノトーン 

着物や作務衣、割烹着 

家族や友達で大皿料理 

手作りのぬくもり感（石や土） 

 

たくさんの猫が勝手にいる 

明るい暖色 

ゆったりとカジュアル 

■ 

暮らし方と好みから外観イメージを探ります 
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アウトドア好きな仲良し家族に人気 

［アーリーアメリカンスタイル］ 

Earl yAmericanStyle

P63

シンプルとナチュラルをイメージしたスタイル 

［北欧スタイル］ 

ScandinavianStyle

P61

伝統と上質を生活信条にする方に人気 Brit ishStyle

［ブリティッシュスタイル］ P65

好みも暮らし方も複雑にミックスする方に ContemporaryStyle

［コンテンポラリースタイル］ P67

庭でバーベキュー 

手作りのぬくもり感（木） 

洋犬を家族扱い 

ナチュラルな色 

カジュアルな服装 

オーブンやグリルを使った 
シンプルな料理 

番犬など役割を担ったペット 

機能性とデザイン性 

機能性重視のカジュアルな服装 

ナチュラルなベースに 

カラフルなアクセント 

高級レストランでキャンドルディナー 

老舗やブランドの伝統と高級感 

毛の長い猫や猟犬 

重厚で深みのある色 

きっちりトラッド派 

おいしいものは何でも好き 

モダンな感じが好きだが、 

手作りのぬくもり感も捨てがたい 

犬、猫、金魚、亀、ハムスターなど 

いろいろな動物を飼ってきた 

 

好きな色は特に決めていない 

ベーシックな服が多いが、 

流行の服も何着かあり、 

捨てるのが苦手。 
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ModernStyle

フラットや片流れの屋根と、シンプルで直線的なフォルムが特
長の住宅スタイルです。
モノトーンを基調に、幾何学的な柄やシンプルな柄をメインに使
用します。ビビッドな差し色や金属やガラスなどを合わせて、クー
ルに仕上げたり、木目と組み合わせてナチュラルに仕上げたり
と、幅広く展開できます。
また、壁の前に格子を設けるデザインなどは、防犯効果や目隠
し効果も狙えて人気です。

外装コーディネート例

モダンスタイル

幾何学的で単純なスタイル

人工的な素材感の外壁

金属製部材 フィックス窓やジャロジー窓

シンプルなデザインのドア

Case A
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ED762

ヴィンテージウッド
スキムドブラウン

EFX344・EDX344

リーガストーン調
ランダ（MG）ホワイト

外装材コーディネート例

木目調との組み合わせ。
シンプルな中にもナチュラル感を。

Case B

Case Aのコーディネート

EDX241

フラットウォール
ウイニーホワイト

EF431

コンクリート打ちっ放し16
MGグレー

コントラストが効き、シャープな印
象に。シンプルモダンスタイルのオ
ススメです。

上質なモダン空間を演出。木製サッ
シとの組み合わせがおすすめです。

EFX372・EDX372

ナチュラルライン
テンダー（MG）アイボリー

MDX234/WDX285

シンプルライン
レモードブラック

MFX521・MDX521/WDX421

クランストーン調
ラメラ（MG）ホワイト

EF843

オルネージュ
マローネ

シンプルですっきりと。
シルバーサッシと相性抜群です。

EDX199 AY8215

ニューライン8
ウイニーチャコール

スティックフォルム
テールオーカー

EDX241

フラットウォール
ウイニーホワイト

あたたかみのある、街並みに馴染み
やすいモダン住宅に。

クールで清潔感漂うイメージに。
サッシはホワイトやシルバーがおす
すすめです。

EF431

コンクリート打ちっ放し16
MGグレー

EF821

リトミコ
アクアグリーン

地域限定

地域限定

Case Bのコーディネート Case Cのコーディネート

Case C

EFX292

ヴェレウォール調
シュアMGホワイト

EFX403・EDX403

ポメロストーン調
エアル（MG）チャコール

モノトーンですっきりと、
スタイリッシュに。

ED763

ヴィンテージウッド
スキムドチャコール

EF811

エトフ
シルク

布のような柔らかさを感じさせる
エトフと木目調で個性的な外観に。

※受注生産品
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外装コーディネート例

ジャパニーズスタイル

屋根形状は、寄棟・切妻・入母屋

外壁はフラット、リシンなどのプレーン柄

粘土瓦

下屋根

掃き出し窓

引き戸 木の質感

JapaneseStyle

日本の風土が育んできた伝統的な和風スタイルには根強い人
気がありますが、近年はモダンテイストをプラスした和モダンスタ
イルにも関心が高まっています。
ベース部分には、櫛引柄や塗り壁柄など、素朴でシンプルなデ
ザインを選びます。
アクセントには、ナチュラルな風合いの木目柄、重厚なイメージ
の石柄、シックな小端積柄などがおすすめです。

Case A
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外装材コーディネート例

Case B Case C

EY104240

マイスターウッド調
ステインチャコール

SDX143

カシュールウォール調
プリルキャメル

落ち着いた配色ですっきりと。
サッシはブラックやブラウン、シャン
パン系がおすすめです。

EFX384・EDX384

フィーノ調
フロスト（MG）ベージュ

EF852

アルモニ
デザート

やさしく淡い配色で、ナチュラルさ
を感じる組み合わせ。

SDX154

クレアライン
プリルココア

SDX135

ラフィナウォール調
プリルショコラ

落ち着いた色合いをセレクトすれ
ば、重厚感のある大人の和モダンに。

MEX1220・MCX1220/WCX202

シャトーウォール調
ムーン（MG）ベージュP/Ⅱ

MFX543・MDX543/WDX443

ティンバーストーン調
ヴェール（MG）オリーブ

渋い色合いのティンバーストーン調は、和
風によく合います。シンプルな塗り壁調を
ベースに、アクセントに入れると効果的。

地域限定

地域限定

WDX564

ハッシュウォール調
ランドブラウンⅡ

MFX524・MDX524/WDX424

クランストーン調
ラメラ（MG）ブラウン

クランストーン調と組み合わせてエ
レガントに。サッシは重くなりすぎ
ないよう、明るめの色を。

地域限定

EFX382・EDX382 EY104240

フィーノ調
フロスト（MG）グレー

マイスターウッド調
ステインチャコール

EF312

キュアリーストーン調

ベースはフィーノ調、玄関周りにキュアリー
ストーン調、変化をつけたい部位にマイスタ
ーウッド調で使い分けるのがおすすめです。

Case Bのコーディネート Case Cのコーディネート

EF536・ED536

しぶき
フロスト（MG）ホワイト

AT1132

レイストーン調AG
ヘイズチャコール

シックで落ち着いた配色。サッシはブラッ
ク、和モダンに仕上げたいならシルバー
がオススメです。

ED223 EFX293

和木彫
鶯茶色（うぐいすちゃいろ）

ヴェレウォール調
シュアMGアイボリー

EF481・ED481

パルムボーダー調
パルムベージュ（N）

風流なイメージ。和木調を縦張りで
使用し、真面目で落ち着いた外観を
演出します。

Case Aのコーディネート
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外装コーディネート例

南欧スタイル

装飾部材

緩い勾配のテラコッタ風スパニッシュ瓦屋根

ロートアイアン（鍛鉄）の装飾

小さな窓

フラワーボックス

浅い軒の出

明るい色調の塗り壁柄

テラコッタのS瓦

アーチ状の下り壁

面格子

MediterraneanStyle

南フランスなどの地中海沿岸一帯に見られる、明るい日射しに
よく映える住宅スタイルです。
明るい色調の塗り壁柄に素焼きや陶製の洋瓦を組み合わせます。
アクセントには、自然な揺らぎや手作り感のある石柄やレンガ柄
を組み合わせ、南欧のあたたかみを感じられるカジュアルな印象
を表現しましょう。

Case A
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外装材コーディネート例

Case B Case C

EFX291

ヴェレウォール調
シュアMGベージュ

EF831

アドルノ
ビスクベージュ

やさしい配色と質感で、ぬくもりが
感じられます。

SDX161

メレットストーン調
プリルホワイト

AT1118

レイストーン調
タイディホワイト

色みを抑えたレイストーン調で、大人
の南欧風を演出します。

EF242G・ED242G

ニューストランド調
カロス（MG）アイボリーG

EF502・ED502

フリックスストーン調
フリックスキャメル（N）

ベースをニューストランド調、アクセン
トにフリックスストーン調を合わせて。
青空によく似合う、華やかな外観に。

Case Aのコーディネート

EF536・ED536

しぶき
フロスト（MG）ホワイト

EFX321・EDX321

シェードブリック調
コット（MG）マロン

かわいらしく、やさしい印象に。鋳物や
木などのフラワーボックスをつけると、ア
ンティークな雰囲気が演出できます。

Case Bのコーディネート

WDX563

ハッシュウォール調
セジュールクリームⅡ

MFX222・MDX222/WDX271

ルベリアストーン調
ハウッド（MG）クリーム/Ⅱ

外壁より濃い木目調の玄関ドアで
アクセントを。

地域限定

MDX124/WDX2011

シャトーウォール調
セジュールアッシュJ/Ⅱ

WDX321

アコッドロック調
ルーチュベージュ

色みを抑えていますが、ガーデニン
グなど自然との調和により、ぐんと
建物が引き立ちます。

地域限定

EF122（F）・ED122（F）

ニューシャトーウォール調
フロスト（MG）アッシュ

EF571

ミラベルストーン調
ミラベルMGクリアホワイト

ホワイト系でそろえ、サッシや
装飾鋳物でメリハリを効かせます。

Case Cのコーディネート

ED231

コルティナウォール調
ルーツホワイト

EF581

グラナダストーン調
グラナダMGホワイト

イエロー系でまとめ、親しみやすい
外観に。




