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第 回

水回りスペースを一歩出ると、圧倒

的な開放空間が広がります。

白く清潔なイメージのキッチンス

ペース。

収納たっぷり充実のシュークロー

ク。

2F 洋室。

堂々とした玄関ポーチ。外壁も美し

く、また耐久性も十分です。

広々とした、1F のLDK。左サイドに備

え付けのカウンターがあるのも嬉し

いです。

心休まる 2F 主寝室。すぐ奥には広い

WIC もあります。

２F、フリースペース。パソコンな

どが設置でき、あると嬉しい場所

です。

2F 洋室。大きな本棚なども備え付け、

収納もたっぷりです。

まさに開放的なスペース。一家団欒

がとても楽しくなります。

●茅野市塚原での見学会の模様を御報告致します。

12月14日（土）・15日（日）

見学会リポート

Report 2019　vol.8Report 2019　vol.8
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家干しに、アイロンに、便利なランド

リーユーティリティー

玄関ホールも広々としています。す

ぐ左側にはシュークローク。

■床面積　1Ｆ：18.8 坪　2Ｆ：17.5 坪　ポーチ：1.0 坪　
　　　　　計37.3 坪

断　　　     熱　平成25年省エネ基準北海道地域 (地域区分1) 対応　
　　　　　　　  UA 値＝0.39W/㎡Ｋ
耐  震  性  能   耐震等級Ⅲ（損傷の基準）に対し1.33倍仕様　
年間光熱費　売電 14.2 万円～ 15.6 万円
　　　　　　　  買電 11.8 万円～ 13.8 万円
年間CO2排出　±0Kg-CO2/ 年以下

※ CO2 排出量は、CO2 排出係数＝0.476 を使用

■ツーバイフォー工法　■太陽光発電 5.5ＫＷ搭載　■オール電化
■ZEH（ゼロエネルギーハウス）補助金利用住宅（70万）
■家干しに、アイロンに、便利なランドリーユーティリティー
■本棚とクローゼット、シュークローク、冷温庫　収納たっぷり
■オールトリプル樹脂サッシ　W LOWEアルゴンガス入り
■年間光熱費ゼロ円以下、年間CO2排出ゼロ以下
■夏対策　ＨＲシェイド、ＨＲオーニング、外付けスクリーン
■風呂残り湯を洗濯機に　ＨＲリ湯ース

特　長

※

OB客の皆様からお祝いと励ましのコメントをいただきました。
謹んで掲載させていただきます。

五味様（茅野市）
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野澤様（富士見町）

上原様（佐久市）



平田慎也様（岡谷市）

遠山様（箕輪町）

へいへいほう200号突破記念、創立20周年記念

渡邉様（下諏訪町）

新井様（諏訪市）
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細川様（茅野市）

　4年前、新居検討にあたり【暖かい家】を探しに、モデルハウス見学や住宅見学会に足を運ぶなか、ホームライトと出会

いました。季節は真冬、しかも雪が降る最悪の日に見学させて頂いたのですが、家の中に入ると柔らかな暖かさに全身が包

まれ、次第にジャケットが着ていられない位に暖かくなりました。むしろ暑い(汗)←嘘じゃない(笑)そして興味が惹かれな

い理由は無く、断熱オタクの小川社長の元を訪ね【ここだ！】と決断しました。

 住み始めて3年が経ちましたが、見学会で感じた柔らかな暖かさは今や我が物です！エアコン1台でこの暖

かさはコスパ最高！冬のみならず、夏の柔らかな涼しさも全て【断熱】を追求したホームライトならではと

家族の笑顔が証明しています！

　振り返ってみれば、当初の目的【暖かい家】はホームライトにより達成され、後悔はありません。家族一

同感謝しております。

山岸様（茅野市）

　この度はへいへいほーご発行200号記念おめでとうございます。

我が家も建築からあっという間に５年を過ぎ、OB宅訪問依頼を受けたときにもうそんなに経ったのかと驚きでした。

　ホームライトさんの建てられた家との出会いは10年以上前になります。ホームライトさんで家を建てた職場の先輩の家に

呼んでもらった時の冬の暖かさの衝撃は今でも忘れられません。社長の家作りへの探求心と信念、そしてデータに基づいた

断熱性能の根拠、そして設計士さんをはじめ大工さんや職人さんの技術力にとても感動いたしました。

私達のこだわりや強い想いにとことん付き合って頂いたあの時間があったから、納得の行く家にできたと思います。今年に

亡くなった母は孫と一緒にこの家で誕生日会やクリスマス会をできたことを本当に喜んでくれま

した。そんな思い出を作ってくれた家に感謝しております。

　あと、個人的なお願いとしたらできればOB宅にも年１回程度、様子見や簡易点検等で顔を出

してくれたら嬉しいと思ってます。これからもこの諏訪地域をはじめ、各地で素敵な家を提供し

ていってください。そして末永くお付き合いをお願い致します。

TK様（岡谷市）

　ホームライト（株）様の創立20周年並びに情報便「へいへいほー」の200号、併せてお祝い申し上げます。誠におめでと

うございます。さて、1998年と言えば長野五輪開催と御柱祭の年でした。小生も未だ50代でした。（若かったですねえー

〈笑い〉）K邸も今年の9月で築18年目に突入しました。振り返れば19年前に“二世帯住宅”を計画しどこの業者にするか正

直迷ったものでした。小生は最初から“ナショナル住宅”（現パナホーム）に憧れておりましたが、何故か最終的に小川社長

の“巧みな話術”に口説かれ負けました。〈苦笑〉唯、小生は“太陽光発電”に興味があり松本まで太陽光発電システムの業

者説明会に参加し知識と情報を得てきました。その結果、当時のクリエイティブホーム小川社長にNメーカーからIメーカー

へ変更の提案（ちょっと大袈裟かな？）をさせていただきました。

　即ち、当時のNメーカーとIメーカーのコストに差があり、最終的にIメーカーのコストを採用していただきました。（ほん

の僅かですが、小川社長に貢献できたのでは？と自負しています。）

さて築満17年を振り返って見ますと、トイレ、台所の水回り（排水溝の詰りと蛇口周りの水漏れ等々）、ベランダフェンス

の支柱基からの雨水侵入による床の陥没2回、サッシのパッキン磨耗等々、温水器のヒーター故障2回、いずれも電話一本で

即、対応戴きました。（早いのが取柄かも〈笑い〉）

　最近では太陽光の故障、外壁のはがれ、換気扇（トイレ・風呂・台所・洗面所等々）の性能低下等々ありますが、17年間

唯一、故障ゼロ！で健在なのは蓄熱暖房器ではないでしょうか？

　冬季（11月から3月）の電力使用量はかさみますが、健康・環境面から総合的に見ればエアコンでは得られない継続的な暖

かさがあります。（唯、最大の欠点は暖房の強弱の調整ができない点です。）真冬でも春の様な陽気の時もあります。そんな

時には何と窓を開けて調整していました。（無駄ですねー〈苦笑〉）当時は現在の様な高性能で省エネのエアコンがありませ

んでしたので蓄熱暖房器が主流でした。

　と言う訳であっと言う間に17年間が経過しました。気が付けば小職も後期高齢者となり体力の衰

えを感じるこの頃です。

　最後にホームライト（株）様の今後、25周年、30周年と益々発展されると同時に小川社長様のご

活躍と弥栄を祈念申し上げます。



へいへいほう200号突破、創立20周年記念

　私たち夫婦が家を建てようと考えたのは平成11年でし

た。佐久は諏訪に負けないくらい冬の寒さが厳しい所です

から、暖かい家が絶対条件でした。近くのハウジングパー

クに行ったり、地元の工務店に行って話を聞いたりしまし

たが、暖かければ超高価、手頃な値段なら暖かさに不安と

いったように、帯に短し、たすきに長しで心が動きません

でした。そんな時、妻（下諏訪出身）が高気密高断熱を売

りにしているクリエイティブホーム（当時）のことを友達

から聞いたのです。早速話を聞きました。ど真ん中のスト

ライクでした。あとはとんとん拍子。60Kmも離れた佐久

へ何度も打ち合わせに来てくださり、私たちの希望などを

丁寧に聞いてくださいました。そして私の家が建ちまし

た。それから19年。相変わらず暖かく過ごさせていただい

ています。ブラインドだとか水道の蛇口だとか細々とした

消耗品の修理交換だったり、夏が暑くなったのでエアコン

を取り付けたりはしましたが、屋根や外壁を含め、駆体に

は全く問題がありません。

また、ちょっとしたことで

も話をきちんと聞いてくだ

さるので今も安心です。

ホームライトの皆さんには

本当に感謝しています。

中嶋直人様（佐久市）牛山福太郎様（茅野市）

　創立２０周年を迎えられ、誠におめでたく心よりお祝い

申し上げます。小川社長とは会社創立以前から仕事以外の

お付き合いもさせていただいており、大変感謝しておりま

す。

　私は平成１４年秋自宅を新築していただき、それから１

７年の歳月が流れましたが、快適に住まわせてもらってお

ります。特に冬場は断熱効果のため快適で、真冬に１０日

以上家を空けても、寒さに弱い鉢植えなどダメになったこ

とはありません。太陽光発電も設置して３．１１大震災の

後は売電料金も上がり、今では安くなりましたが、集計し

た事はありませんが多分家計は助かったのではないかと思

います。

　アフターケアは会社にお任せで、言えばすぐ対応してく

れますので困ったことはありません。２０周年という事

は、年齢も重ねる事になり私は７１歳になり、これからの

人生どう生きるかの境地となりました。老後は気楽にと

思っていましたが、仕事をしているとそうもいかず、家人

に相談すると、家にゴロゴロしていては困る。医者から

は、仕事ができるとは幸せな事

と思え。と言われ認知症になる

か、ゴルフができるまではしば

らく仕事をしようと思っていま

す。でもホームライトはますま

す頑張れ。

安仲健様（岡谷市）

　家を建てたいと考えたときに、地元のメーカーさんにお願いしたいという思いがありました。この地域にあった建築や細か

い対応をしてもらえると考えたからです。

　例えば、家具を作りつけものにしたかったので、地元の家具屋さんに家の完成時期に合わせて入ってもらいながら、キッチ

ンのデッドスペースも使えるようにするなど工夫してもらいました。こういった融通が利く点も地元店ならではだと思いま

す。暮らし始めてみると、家の中をすごく冷やすとか、暖かくしているわけではありませんが、暑さ寒さというストレスを年

間を通して感じづらいことを実感します。外から帰って玄関を開けると夏は涼しく、冬はほんのり暖かです。冷暖房を使って

いなくても、です。以前借りていた家は、正月に数日留守にすると家の中が冷え切っていて、コタツの中に頭まですっぽり

入って、部屋が暖まるまでしばらくじっとしていたことを思い出します。

　今の家は、朝起きたときに外気温がわからないため、小学生の娘が今朝は何度なのか寒いのか暑いのか、ついては何を着て

いけばいいのかと毎朝気温を調べます。また、職場などで、今朝寒かったねと言われても相槌が打てずに困ることがありま

す。それくらい、家の中は外の気温の影響を受けづらいとともに、閉め切っていればとても静かで、外の音がほとんど聞こえ

ません。

　どこのメーカーさんで建てても、今どきの家は冬は暖かく、夏は涼しいのかもしれません。で

も、ホームライトさんの家は、普通に生活していても、必要以上に冷暖房を使う必要がないから

か、光熱費がかからず、長い目で見ればとてもお得でお利口な家だと思います。電気代がびっく

りするほど安いのです。

　日々の暮らしの中で、体感温度やお財布へのストレスが少ない状況で過ごしていかれる我が

家。ここに書ききれませんがたくさんの利点があり、ホームライトさんで家を建てることを選択

したことは、本当に良い判断であったと感じています。
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小澤久明様（茅野市）

山田様、倉科様（安曇野市）

　へいへいほう200号おめでとうございます。昭和の時

代にホームライト様付の笠原棟梁に山田美代子が出会

い、その時から30年の年を経て、念願の家を建ててい

ただきました。

　以来、美代子にとりましては孫の修、同じく寛之、

同じく将典と3人の孫たちが、ホームライト様で家を建

てていただくというなんとも繋がった縁。どの家も大

変暖かく快適に幸せに暮らしております。これからも

こうして広がっていきますよ様、街中に「ホームライ

ト様」の家を沢山目にする未来があります様に。小川

社長を核としましたホームライト様のご活躍をお祈り

申し上げます。

矢島様（諏訪市）

　平成15年ホームライトさんに新築していただいたので16

年間住まさせていただいています。

　当時近所でホームライトさんが病院を建てておられ、定

年を迎え東京から寒い故郷の諏訪に帰ってきましたので、

とにかく家全体に温かいということが絶対条件でした。地

震に強い、オール電化、エコキュート等に惹かれて決めま

した。

①16年住んでみて一番ありがたいことは、冬玄関から入り

廊下、部屋、トイレ、浴室どこも均一に暖かく、これは80

才近い夫婦にとって何よりも代えがたい有難さです。

②アットホームな会社なので小さなトラブルでも小川社長

さんがすぐ飛んできてくれて相談に乗って解決していただ

いていますが、これは他メーカーと違い有難いことです。

 尚、昔は会社も小さかったので顧

客の会があり、登山など行われまし

たが今は会社も大きくなり難しいと

思います。10年以上前の顧客を集

めて維持の講習会（外壁、屋根の補

修その他）を開いていただけたら有難いです。

山田誠様（松本市）

　「へいへいほー」創刊200号おめでとうございます。ま

た、ホームライトさん（以下HR）も創業より21周年を迎え

られようとしているそうで、重ねてお祝い申し上げます。

　私がHR（当時はクリエイティブホーム）に出会い、家を

建てて頂いてから10年以上が経ちます。当たり前の話です

が、家を建てて終わりでなく、そこからが「はじまり」であ

ると改めて感じます。建てた家に不具合が無ければ、ビル

ダーとの関係は疎遠となる事が多いと思います（不具合が多

くて頻繁なお付き合いとなるビルダーは遠慮したいです

ね）。その点、HR住宅は高品質でありながら、この「へい

へいほー」で疎遠にもならず丁度良い距離で安心感を提供し

てくれている様に思います（かなり持ち上げてますか？）

「へいへいほー」で様々な御家庭の家づくりを拝見させて頂

くのは、私共が思案しながら家づくりを行った当時の記憶を

蘇らせる瞬間でもあります。家族でも「ここは良かった。

もっとこうすべきだった」等の話題が絶えません。また、不

定期に小川社長が執筆される光熱費レポート等は毎回興味深

く拝見させて頂いております。残念ながら最近は、その様な

紙面が減っている？様に思いま

す。是非、企画物の復活もお願い

致します。

今後、益々HRが発展し、「へい

へいほー」の紙面充実・継続発行

されていく事を願っております。

阿部様（諏訪市）

　この度は発行200号達成おめでとうございます。

住んで1年経ちましたが、大変住み心地良いです。ホー

ムライトのコンセプトが自分の希望と一致していて、

実際に住んでその性能を実感しています。両親からも

良い家だと言ってもらえたので、満足しています。こ

れからも300号目指して頑張っ

て下さい。



へいへいほう200号突破記念、創立20周年記念

　「へいへいほー」が200号になったとのこと、おめでとう

ございます。2003年に家を建てていただいて、早いもので

もう16年になります。16年前の春、茅野にあったホームラ

イトの事務所に初めて伺った時、小川さんからツーバイ

フォーと高気密高断熱について熱く語っていただいたのを良

く覚えています。事務所は雑然としていて、ちょっと躊躇し

ましたが、小川さんの情熱と、何より建てたお宅を拝見した

時、家主さんが異口同音に、高気密高断熱の性能を体感され

ていることや「へいへほー」でユーザーの立場で家づくりを

されていることがわかり、ここにお願いしようと決めまし

た。私の場合、在来工法での建築をお願いしましたが、その

時、特に記憶に残っているのは、構造材は国産の無垢材を使

用したなかで、「屋根裏の構造材は直接目に触れないから、

輸入の集成材を使いましょう」と提案を受けたことです。

小川さんのコストダウンへの執念を感じました（笑）。

実際、新居で生活してみて、1年を通じて快適な生活はほん

とうにありがたいですし、光熱費もわずかで助かります。メ

ンテで小川さんに相談することも

時々ありますが、迅速に対応いただ

いて感謝しています。これからも

ユーザの立場で家づくりをしていた

だき、皆さんに快適な生活をお届け

ください。

平野様（富士見町）

堀内様（諏訪市）

　創業21年おめでとうございます。厳しい経済環境の続くなかで創業21年を迎えられたのは、小川社長を中心に社員の皆様や

協力企業の皆様が一丸となり、お客様のニーズに応えた賜物であり、心からお祝い申し上げます。

　我家は2005年にお世話になり、早いもので14年目を迎えましたが、新築当時と変わらぬ快適な環境で生活できており、感

謝しております。諏訪の厳しい気候を踏まえた家造りをしていただいたことにより、お陰様で冬暖かいだけでなく夏も涼しい

生活を送っております。自然災害が多発するなかで、快適な環境を提供いただいただけでなく、2006年7月の大雨による豪雨

災害の際には、あわや床上浸水の状況となりましたが、いち早く駆けつけていただき、復旧に向けたご支援をいただいたこと

に感謝しております。

　定期的に送っていただいている「へいへいほー」を拝読させていただいていますが、変化する環境

に対して、常に新しい技術を探求される企業姿勢は、今後も多くのお客様に喜びを与え続ける事と

思っております。今後もホームライトファンを増やし、50年更には100年続く会社を目指して下さ

い。今後益々のご発展を祈念しております。

高橋様（諏訪市）

　「創立満20年＆「へいへいほー200号」　おめでとうご

ざいます！

一生に一度の家づくり。素人の私達が工務店を決めるに

は，たくさんの不安や迷いがありました。そんな私達に

「ホームライトにしよう」と決断させたもの・・・それは

見学会で体感した住宅の温かさと，それに勝るとも劣らな

い，小川社長の家づくりへの熱さでした。

　あれから10数年が経ち，よちよちしていた子ども達は

すっかり成長しましたが，今も何の不便を感じることなく

我が家で生活できていること，改めてよい工務店と出会え

たのだと痛感しています。先日は，子ども達の成長に伴

い，部屋を仕切るリフォームを行って頂きました。家を建

ててから，かなりの年月が経ちましたが，あの頃と全く変

わらず，誠意をもって対応して頂けたこと，いつも近くに

ホームライトがあるということをありがたく思いました。

技術は進化しても，それを扱う人の思いは創立以来変わっ

ていないのではないでしょうか。これからも，「よい住宅

を建てる」という熱意を持ち続

け，一生ものの家を造り続けて下

さい。ホームライトの益々のご発

展と，皆さまのご活躍を心よりお

祈りしております。

　今から40年くらい前のことです。亡き母が知人の家に招かれて、帰ったときに私に言いました。

「すごいお宅で、全館冷暖房でトイレやお風呂場にまで暖房の吹き出し口があるんだよ」

私はうらやましく思いましたが、灯油代のことを考え、悪いがそんなお金のかかる家は建てられないと言いました。

　昔も今も貧乏なので、今の我が家のトイレやお風呂場に暖房の吹き出し口は無く、暖房器具といえるものは、家全体でも2

台のエアコンだけです。しかし、この家では真冬のトイレで読書していても寒さを感じたことはあり

ません。小川社長をはじめ、ホームライトの皆様には感謝の言葉しかありません。

　ただ、この信州の冬を耐え抜いた母や先人達の苦労を思うと、ぬくぬくと過ごすわが身を申し訳な

く思います。今日は、40年前粉雪吹き込む貧しい家の中でジャンパー着たまま炬燵にあたっていた亡

き家族達に呟いてみます。「幸せって何だろね？」　今後益々のご発展を祈念しております。

中澤慎一様（諏訪市）

高橋範之様（茅野市）

　私が、ホームライトさんで家を建てたのは今からちょうど二十年前、当時クリエイティブホームという社名だった頃、元専

務であった牛山さんという方（私たち夫婦の仲人の子息）にそれは熱心に勧められたおかげであります。アパート暮らしだっ

た私たちに、家賃を払う位なら借金してでも家を建てなさいと、後押ししてくれました。家を建てるなど全く考えていなかっ

た三十歳には寝耳に水、当然他のハウスメーカーにも行ったことがなく、すべてがお任せ状態。他と比べるわけでもなく完成

した我が家は、当時では珍しい太陽光パネル付きオール電化で、初めて住み始めたころは冬でしたがとても暖かい家だなと感

動したことを今でも鮮明に覚えています。そのときお世話になった牛山さんは他界してしまったの

ですが、牛山さんが自ら取り付けてくれた郵便受けや、階段の手すりを使うたびに豪放磊落だった

牛山さんを思い出すのです。そして現在、奇妙なことにホームライトで仕事をしている後輩を介し

て、微力ながらホームライトの家づくりに参加しています。大工の真似事をするようになってわ

かったのですが、二十年前に建てた家にもかかわらず、住みやすい家だと感じるのは、当時から最

新の技術を惜しみなく用いてくれていたからなんだと気づきました。その精神は今も引き継がれて

いるようです。私が直に目にしていますから間違いありません（笑）

　ホームライト21年目、へいへいほう200号本当におめでと

うございます。

初めて小川社長にお会いしてへいへいほうを頂いたのは、9

年くらい前だったと思います。断熱などの記事が載ってい

て、興味深く読ませていただきました。それから毎号送って

いただいています。家づくりはだいぶ前に終わりましたが、

いつも楽しく拝見させていただいています。5年目お宅訪問

も毎回楽しみにしていたので、我が家を載せていただいたと

きはとても嬉しかったです。

　我が家は完成してから7年半になりますが、お陰様で快適

な毎日を過ごさせて頂いています。寒くなってきましたが、

子供たちは相変わらず半袖です。へいへいほうをお読みの皆

さんはご存じでしょうが、ホームライトの家の素晴らしいと

ころは、「夏涼しくて冬温かい」ばかりでなく、光熱費も安

く抑えられているところです。今年も暖かい冬を迎えること

ができそうです。ありがとうございます。

　ホームライトのスタッフの皆さ

ん、お体に気を付けて、これからも

快適な家をいっぱい作ってくださ

い。そして、へいへいほうが、300

号、400号と続きますように。

山内哲様（南箕輪村）

百瀬様（松本市）

　情報便「へいへいほー」200号到達おめでとうございます。ホームライトさんとは創立間もない頃からのお付き合いですの

で、約20年近くお世話になっています。親戚からの紹介でお知り合いとなり自宅の建築をお願いしました。決め手となったの

は営業担当だった故牛山さんの住宅建築に対する情熱でした。牛山さんからは住宅建築について、さまざまなお話を伺いました

が、そのなかでも「エアコンがなくても夏涼しく、赤外線暖房で冬暖かい家です」「100年住める家造りを目指しています」と

いう言葉が印象に残っています。住み始めて感じるのは冬とても暖かく過ごすことができることです。近頃は温暖化の影響で、

夏にエアコンの必要性を多少感じますが、冬はリビングのエアコン暖房だけで過ごすことができます。日当たりが良いこともあ

ると思いますが、2階もそれなりに暖かです。家内は寒がりなのでとてもこの家を気に入っていま

す。担当を引き継いで頂きました小川社長はじめスタッフの皆さんには、アフターメンテナンスに

ついて迅速な対応を頂いています。我が家ももうすぐ築20年になります。少しで長く住むことがで

きるように傷んだところは修繕をしながら、我々も歳を重ねていきますので体を労わりながら、我

が家と伴に暮らしていこうと思います。創立からの情熱を継承して、これからも楽しく、明るい情

報便を期待しています。　今後益々のご発展を祈念しております。

池上様（茅野市）
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　この度は「へいへいほう 200 号」誠におめでとうございま

す！ホームライトさん(当時旧：クリエイティブホームさん)で建

てた家に住んで早いもので丸 6 年になろうとしています。家を

建てた当時は見学会に何度も足を運びワクワクしながら自分た

ちの新居のイメージを膨らませていきました。当時は少しでも

良くなるよう色々と要望を聞いて頂き本当にありがとうござい

ました。つい昨日のことのように思い出します。今では日々快

適に住むことが出来、冬の煩わしさから開放された生活に感謝

しています。

　ホームライトさんの家を一言で表すとすると　コントロール

性の良さ”だと実感しています。夏の暑い日、冬の寒い日もエ

アコンによる空調設備で簡単にコントロール出来ます。

「夏なかなか冷えない」とか「冬なかなか温まらない」といっ

たことがなく自分のコントロールしたい温度に非常にレスポン

スよく応えてくれます。端的に表現すると　高レスポンス住
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すくすく成長しています。改めて200

号おめでとうございます。これからも

家族皆で「へいへいほう」楽しみにし

ています。

”
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ました。つい昨日のことのように思い出します。今では日々快

適に住むことが出来、冬の煩わしさから開放された生活に感謝

しています。

　ホームライトさんの家を一言で表すとすると　コントロール

性の良さ”だと実感しています。夏の暑い日、冬の寒い日もエ

アコンによる空調設備で簡単にコントロール出来ます。

「夏なかなか冷えない」とか「冬なかなか温まらない」といっ

たことがなく自分のコントロールしたい温度に非常にレスポン

スよく応えてくれます。端的に表現すると　高レスポンス住

居”って感じです。おかげさまで快適な住居の為子どもたちも

すくすく成長しています。改めて200

号おめでとうございます。これからも

家族皆で「へいへいほう」楽しみにし

ています。

”

”



へいへいほう200号突破、創立20周年記念

　私たち夫婦が家を建てようと考えたのは平成11年でし

た。佐久は諏訪に負けないくらい冬の寒さが厳しい所です

から、暖かい家が絶対条件でした。近くのハウジングパー

クに行ったり、地元の工務店に行って話を聞いたりしまし

たが、暖かければ超高価、手頃な値段なら暖かさに不安と

いったように、帯に短し、たすきに長しで心が動きません

でした。そんな時、妻（下諏訪出身）が高気密高断熱を売

りにしているクリエイティブホーム（当時）のことを友達

から聞いたのです。早速話を聞きました。ど真ん中のスト

ライクでした。あとはとんとん拍子。60Kmも離れた佐久

へ何度も打ち合わせに来てくださり、私たちの希望などを

丁寧に聞いてくださいました。そして私の家が建ちまし

た。それから19年。相変わらず暖かく過ごさせていただい

ています。ブラインドだとか水道の蛇口だとか細々とした

消耗品の修理交換だったり、夏が暑くなったのでエアコン

を取り付けたりはしましたが、屋根や外壁を含め、駆体に

は全く問題がありません。

また、ちょっとしたことで

も話をきちんと聞いてくだ

さるので今も安心です。

ホームライトの皆さんには

本当に感謝しています。

中嶋直人様（佐久市）牛山福太郎様（茅野市）

　創立２０周年を迎えられ、誠におめでたく心よりお祝い

申し上げます。小川社長とは会社創立以前から仕事以外の

お付き合いもさせていただいており、大変感謝しておりま

す。

　私は平成１４年秋自宅を新築していただき、それから１

７年の歳月が流れましたが、快適に住まわせてもらってお

ります。特に冬場は断熱効果のため快適で、真冬に１０日

以上家を空けても、寒さに弱い鉢植えなどダメになったこ

とはありません。太陽光発電も設置して３．１１大震災の

後は売電料金も上がり、今では安くなりましたが、集計し

た事はありませんが多分家計は助かったのではないかと思

います。

　アフターケアは会社にお任せで、言えばすぐ対応してく

れますので困ったことはありません。２０周年という事

は、年齢も重ねる事になり私は７１歳になり、これからの

人生どう生きるかの境地となりました。老後は気楽にと

思っていましたが、仕事をしているとそうもいかず、家人

に相談すると、家にゴロゴロしていては困る。医者から

は、仕事ができるとは幸せな事

と思え。と言われ認知症になる

か、ゴルフができるまではしば

らく仕事をしようと思っていま

す。でもホームライトはますま

す頑張れ。

安仲健様（岡谷市）

　家を建てたいと考えたときに、地元のメーカーさんにお願いしたいという思いがありました。この地域にあった建築や細か

い対応をしてもらえると考えたからです。

　例えば、家具を作りつけものにしたかったので、地元の家具屋さんに家の完成時期に合わせて入ってもらいながら、キッチ

ンのデッドスペースも使えるようにするなど工夫してもらいました。こういった融通が利く点も地元店ならではだと思いま

す。暮らし始めてみると、家の中をすごく冷やすとか、暖かくしているわけではありませんが、暑さ寒さというストレスを年

間を通して感じづらいことを実感します。外から帰って玄関を開けると夏は涼しく、冬はほんのり暖かです。冷暖房を使って

いなくても、です。以前借りていた家は、正月に数日留守にすると家の中が冷え切っていて、コタツの中に頭まですっぽり

入って、部屋が暖まるまでしばらくじっとしていたことを思い出します。

　今の家は、朝起きたときに外気温がわからないため、小学生の娘が今朝は何度なのか寒いのか暑いのか、ついては何を着て

いけばいいのかと毎朝気温を調べます。また、職場などで、今朝寒かったねと言われても相槌が打てずに困ることがありま

す。それくらい、家の中は外の気温の影響を受けづらいとともに、閉め切っていればとても静かで、外の音がほとんど聞こえ

ません。

　どこのメーカーさんで建てても、今どきの家は冬は暖かく、夏は涼しいのかもしれません。で

も、ホームライトさんの家は、普通に生活していても、必要以上に冷暖房を使う必要がないから

か、光熱費がかからず、長い目で見ればとてもお得でお利口な家だと思います。電気代がびっく

りするほど安いのです。

　日々の暮らしの中で、体感温度やお財布へのストレスが少ない状況で過ごしていかれる我が

家。ここに書ききれませんがたくさんの利点があり、ホームライトさんで家を建てることを選択

したことは、本当に良い判断であったと感じています。
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小澤久明様（茅野市）

山田様、倉科様（安曇野市）

　へいへいほう200号おめでとうございます。昭和の時

代にホームライト様付の笠原棟梁に山田美代子が出会

い、その時から30年の年を経て、念願の家を建ててい

ただきました。

　以来、美代子にとりましては孫の修、同じく寛之、

同じく将典と3人の孫たちが、ホームライト様で家を建

てていただくというなんとも繋がった縁。どの家も大

変暖かく快適に幸せに暮らしております。これからも

こうして広がっていきますよ様、街中に「ホームライ

ト様」の家を沢山目にする未来があります様に。小川

社長を核としましたホームライト様のご活躍をお祈り

申し上げます。

矢島様（諏訪市）

　平成15年ホームライトさんに新築していただいたので16

年間住まさせていただいています。

　当時近所でホームライトさんが病院を建てておられ、定

年を迎え東京から寒い故郷の諏訪に帰ってきましたので、

とにかく家全体に温かいということが絶対条件でした。地

震に強い、オール電化、エコキュート等に惹かれて決めま

した。

①16年住んでみて一番ありがたいことは、冬玄関から入り

廊下、部屋、トイレ、浴室どこも均一に暖かく、これは80

才近い夫婦にとって何よりも代えがたい有難さです。

②アットホームな会社なので小さなトラブルでも小川社長

さんがすぐ飛んできてくれて相談に乗って解決していただ

いていますが、これは他メーカーと違い有難いことです。

 尚、昔は会社も小さかったので顧

客の会があり、登山など行われまし

たが今は会社も大きくなり難しいと

思います。10年以上前の顧客を集

めて維持の講習会（外壁、屋根の補

修その他）を開いていただけたら有難いです。

山田誠様（松本市）

　「へいへいほー」創刊200号おめでとうございます。ま

た、ホームライトさん（以下HR）も創業より21周年を迎え

られようとしているそうで、重ねてお祝い申し上げます。

　私がHR（当時はクリエイティブホーム）に出会い、家を

建てて頂いてから10年以上が経ちます。当たり前の話です

が、家を建てて終わりでなく、そこからが「はじまり」であ

ると改めて感じます。建てた家に不具合が無ければ、ビル

ダーとの関係は疎遠となる事が多いと思います（不具合が多

くて頻繁なお付き合いとなるビルダーは遠慮したいです

ね）。その点、HR住宅は高品質でありながら、この「へい

へいほー」で疎遠にもならず丁度良い距離で安心感を提供し

てくれている様に思います（かなり持ち上げてますか？）

「へいへいほー」で様々な御家庭の家づくりを拝見させて頂

くのは、私共が思案しながら家づくりを行った当時の記憶を

蘇らせる瞬間でもあります。家族でも「ここは良かった。

もっとこうすべきだった」等の話題が絶えません。また、不

定期に小川社長が執筆される光熱費レポート等は毎回興味深

く拝見させて頂いております。残念ながら最近は、その様な

紙面が減っている？様に思いま

す。是非、企画物の復活もお願い

致します。

今後、益々HRが発展し、「へい

へいほー」の紙面充実・継続発行

されていく事を願っております。

阿部様（諏訪市）

　この度は発行200号達成おめでとうございます。

住んで1年経ちましたが、大変住み心地良いです。ホー

ムライトのコンセプトが自分の希望と一致していて、

実際に住んでその性能を実感しています。両親からも

良い家だと言ってもらえたので、満足しています。こ

れからも300号目指して頑張っ

て下さい。



平田慎也様（岡谷市）

遠山様（箕輪町）

へいへいほう200号突破記念、創立20周年記念

渡邉様（下諏訪町）

新井様（諏訪市）
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細川様（茅野市）

　4年前、新居検討にあたり【暖かい家】を探しに、モデルハウス見学や住宅見学会に足を運ぶなか、ホームライトと出会

いました。季節は真冬、しかも雪が降る最悪の日に見学させて頂いたのですが、家の中に入ると柔らかな暖かさに全身が包

まれ、次第にジャケットが着ていられない位に暖かくなりました。むしろ暑い(汗)←嘘じゃない(笑)そして興味が惹かれな

い理由は無く、断熱オタクの小川社長の元を訪ね【ここだ！】と決断しました。

 住み始めて3年が経ちましたが、見学会で感じた柔らかな暖かさは今や我が物です！エアコン1台でこの暖

かさはコスパ最高！冬のみならず、夏の柔らかな涼しさも全て【断熱】を追求したホームライトならではと

家族の笑顔が証明しています！

　振り返ってみれば、当初の目的【暖かい家】はホームライトにより達成され、後悔はありません。家族一

同感謝しております。

山岸様（茅野市）

　この度はへいへいほーご発行200号記念おめでとうございます。

我が家も建築からあっという間に５年を過ぎ、OB宅訪問依頼を受けたときにもうそんなに経ったのかと驚きでした。

　ホームライトさんの建てられた家との出会いは10年以上前になります。ホームライトさんで家を建てた職場の先輩の家に

呼んでもらった時の冬の暖かさの衝撃は今でも忘れられません。社長の家作りへの探求心と信念、そしてデータに基づいた

断熱性能の根拠、そして設計士さんをはじめ大工さんや職人さんの技術力にとても感動いたしました。

私達のこだわりや強い想いにとことん付き合って頂いたあの時間があったから、納得の行く家にできたと思います。今年に

亡くなった母は孫と一緒にこの家で誕生日会やクリスマス会をできたことを本当に喜んでくれま

した。そんな思い出を作ってくれた家に感謝しております。

　あと、個人的なお願いとしたらできればOB宅にも年１回程度、様子見や簡易点検等で顔を出

してくれたら嬉しいと思ってます。これからもこの諏訪地域をはじめ、各地で素敵な家を提供し

ていってください。そして末永くお付き合いをお願い致します。

TK様（岡谷市）

　ホームライト（株）様の創立20周年並びに情報便「へいへいほー」の200号、併せてお祝い申し上げます。誠におめでと

うございます。さて、1998年と言えば長野五輪開催と御柱祭の年でした。小生も未だ50代でした。（若かったですねえー

〈笑い〉）K邸も今年の9月で築18年目に突入しました。振り返れば19年前に“二世帯住宅”を計画しどこの業者にするか正

直迷ったものでした。小生は最初から“ナショナル住宅”（現パナホーム）に憧れておりましたが、何故か最終的に小川社長

の“巧みな話術”に口説かれ負けました。〈苦笑〉唯、小生は“太陽光発電”に興味があり松本まで太陽光発電システムの業

者説明会に参加し知識と情報を得てきました。その結果、当時のクリエイティブホーム小川社長にNメーカーからIメーカー

へ変更の提案（ちょっと大袈裟かな？）をさせていただきました。

　即ち、当時のNメーカーとIメーカーのコストに差があり、最終的にIメーカーのコストを採用していただきました。（ほん

の僅かですが、小川社長に貢献できたのでは？と自負しています。）

さて築満17年を振り返って見ますと、トイレ、台所の水回り（排水溝の詰りと蛇口周りの水漏れ等々）、ベランダフェンス

の支柱基からの雨水侵入による床の陥没2回、サッシのパッキン磨耗等々、温水器のヒーター故障2回、いずれも電話一本で

即、対応戴きました。（早いのが取柄かも〈笑い〉）

　最近では太陽光の故障、外壁のはがれ、換気扇（トイレ・風呂・台所・洗面所等々）の性能低下等々ありますが、17年間

唯一、故障ゼロ！で健在なのは蓄熱暖房器ではないでしょうか？

　冬季（11月から3月）の電力使用量はかさみますが、健康・環境面から総合的に見ればエアコンでは得られない継続的な暖

かさがあります。（唯、最大の欠点は暖房の強弱の調整ができない点です。）真冬でも春の様な陽気の時もあります。そんな

時には何と窓を開けて調整していました。（無駄ですねー〈苦笑〉）当時は現在の様な高性能で省エネのエアコンがありませ

んでしたので蓄熱暖房器が主流でした。

　と言う訳であっと言う間に17年間が経過しました。気が付けば小職も後期高齢者となり体力の衰

えを感じるこの頃です。

　最後にホームライト（株）様の今後、25周年、30周年と益々発展されると同時に小川社長様のご

活躍と弥栄を祈念申し上げます。
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