
Life Style Book



RenoSearch Life Style Bookは
あなたに合った理想の暮らしを
ご提案します。

世代やライフスタイルによって、

理想とする暮らしかたは様々です。

草木薫工房はしっかりとお客様の夢に寄り添いながら、

これから始まる、お客様に合ったそれぞれの

理想の暮らしをご提案いたします。

RenoSearch Life Style Bookで

あなたらしい暮らしかた、

あなたらしいスタイルを見つけてみませんか。



プラン

D

K
会話が弾み収納上手になれる 調理も配膳もテキパキ広々 冴える男の調理場 全員集合！炉端キッチン すっきりキレイ収納充実 テラスのある多機能キッチン

玄
関

いつでもすっきり万能玄関 なんでも収納 納戸併設玄関

リ
ビ
ン
グ

音を満喫 あなただけの音楽スタジオ ゆったりプライベート空間 暮らしを充実する現代風書斎

L

D

K
自然と手伝い笑顔あふれる 友達をよんでパーティー 食事とゴロンがつかず離れず 孫や娘と過ごせる広々LDK 程よい距離感 自家製野菜をもてなす

サ
ニ
タ
リ
ー 安全・便利なバリアフリー プライベート重視 豪華ホテルのおしゃれ空間 ペットの散歩も手間いらず 毎日が温泉気分 湯上がり爽快デッキ

ト
イ
レ

せまいながらも機能的 安心・快適・便利 多機能書斎トイレ



温暖

冬の寒さをやわらげて
心地よく料理ができます。

ダイニングキッチン

収納 ＋ 顔見て料理

家族との会話も弾み収納上手になれる

キッチンダイニングに生まれ変わります。

安全

火を使わない調理器具で
火災の心配がありません。



安全

火を使わないキッチンだから
安全安心です。

ダイニングキッチン

広々 ＋ 一緒に料理

調理も配膳もテキパキできる

広々キッチンに生まれ変わります。

温暖

冬の寒さをさえぎり夏も暑さが
やわらげられます。



ダイニングキッチン

広々 ＋ 一緒に料理

そば打ちやパスタづくりが冴える男の

ダイニングキッチンに生まれ変わります。

安全

火を使わないキッチンだから
安全安心です。

温暖

冬の寒さをさえぎり夏も暑さが
やわらげられます。



ダイニングキッチン

安全 ＋ 一緒に料理

みんな集まれ ！ 我が家の炉端ダイニング

キッチンに生まれ変わります。

収納

キッチンもダイニングも
収納充実で使いやすくなります。

広々

アイランドキッチンなので
家族が料理に参加しやすくなります。



ダイニングキッチン

清潔 ＋ 料理に専念

スッキリきれいをいつまでも ！ 充実収納の

キッチンダイニングに生まれ変わります。

収納

表側にも裏側にも収納が配置されて
スッキリと使いやすくなります。

温暖

外の寒さ暑さや騒音をさえぎって
料理も食事も快適です。



ダイニングキッチン

清潔 ＋ 料理に専念

便利で充実、キッチンテラスがついた

多機能ダイニングキッチンに生まれ変わります。

収納

表側にも裏側にも収納が配置されて
スッキリと使いやすくなります。

温暖

外の寒さ暑さや騒音をさえぎって
料理も食事も快適です。



いつでもスッキリ ！ 大勢の来客も平気で

タフな万能玄関に生まれ変わります。

玄関

収納

清潔

湿気やニオイをやわらげて
さわやか快適になります。

採光・採風

自然の光を採りいれて
明るく来客を迎えられます。



玄関

収納

ゴルフバッグからベビーカーまで何でもスッキリ

収納できる納戸併設玄関に生まれ変わります。

採光・採風

自然の光を採りいれて
明るく来客を迎えられます。

清潔

湿気やニオイをやわらげて
さわやか快適になります。



リビング

快音・映画を楽しむ

映画や音楽の「音」を満喫できる

リビングに生まれ変わります。

収納

映像や音響の機材やソフトを
スマートに収納できます。

清潔

部屋の湿気やニオイをなくして
さわやかな空気につつまれます。



リビング

快音・映画を楽しむ

ビートルズやジャズをおなかいっぱい満喫できる

あなたの音楽スタジオに生まれ変わります。

収納

映像や音響の機材やソフトを
スマートに収納できます。

清潔

部屋の湿気やニオイをなくして
さわやかな空気につつまれます。



リビング

温暖 ＋ ひとりでくつろぐ

ゆったりとしたときの流れが心豊かにする

プライベートルームに生まれ変わります。

収納

オープン収納でこだわりのものに
囲まれてのんびりとくつろげます。

清潔

室内の湿気やニオイや傷、汚れを
抑えて快適にくつろげます。



リビング

温暖 ＋ ひとりでくつろぐ

暮らしを充実する読書で歴代の文豪を

思い起こす現代風書斎に生まれ変わります。

収納

大容量の畳下収納で日用品
などをすっきりと収納できます。

清潔

室内の湿気やニオイや傷、汚れを
抑えて快適にくつろげます。



LDK

広々 ＋ 一緒に料理

自然と手伝い、笑顔あふれる広くて

明るいLDKに生まれ変わります。

収納

キッチンからリビングまで
収納充実ですっきりします。

安全

火を使わない調理器具で
火災の心配がありません。



LDK

広々 ＋ 一緒に料理

友達をよんでパーティーを毎日でも楽しめる

LDKに生まれ変わります。

収納

キッチンからリビングまで
収納充実ですっきりします。

火を使わない調理器具で
火災の心配がありません。

安全



LDK

収納 ＋ タタミでくつろぐ

食事とゴロンがつかず離れずのLDKに

生まれ変わります。

広々

食事も団らんも広々スペースで
ゆったりと楽しめます。

温暖

冬暖かく夏涼しく料理も食事も
団らんも快適です。



収納

大容量の畳下収納で日用品
などをすっきりと収納できます。

LDK

収納 ＋ タタミでくつろぐ

たまには孫や娘と一緒に過ごしたい

大家族向けLDKに生まれ変わります。

広々

食事も団らんも広々スペースで
ゆったりと楽しめます。



LDK

収納 ＋ 趣味に専念

料理と読書を満喫できる程よい距離感の

LDKに生まれ変わります。

温暖

外の寒さ暑さや騒音をさえぎって
快適に過ごせます。

快音

料理の音を吸収して気兼ねなく
趣味に専念できます。



LDK

清潔 ＋ 顔見て料理

自家製野菜を料理してもてなせる

昔懐かしいLDKに生まれ変わります。

温暖

外の寒さ暑さや騒音をさえぎって
料理も食事も家族の団らんも快適です。

収納

たっぷりの吊戸収納で
キッチン周りもすっきりです。



温暖

冬でも暖かくヒートショック
を防いで安全快適です。

サニタリー

安全

安全・便利な本格的バリアフリー

バスルームに生まれ変わります。

清潔

カンタンなお掃除やお手入れで
いつも清潔なバスルームです。



サニタリー

安全

映画のようなプライベートを重視した

寝室近くのバスルームに生まれ変わります。

温暖

冬でも暖かくヒートショック
を防いで安全快適です。

清潔

カンタンなお掃除やお手入れで
いつも清潔なバスルームです。



温暖

冬でも寒くない快適な
水まわり空間に生まれ変わります。

サニタリー

広々

明るくさわやか！豪華ホテルのおしゃれな

バスルームに生まれ変わります。

安全

お年寄りや子供も安心して使える
安全配慮がいっぱいです。



サニタリー

広々

ペットの散歩も手間いらず！

何かと便利なバスルームに生まれ変わります。

温暖

冬でも寒くない快適な
水まわり空間に生まれ変わります。

安全

お年寄りや子供も安心して使える
安全配慮がいっぱいです。



温暖

冬でも暖かく居心地のよい
水まわり空間に生まれ変わります。

サニタリー

広々

毎日が温泉気分！ 広くてゆったりくつろげる

なごみのバスルームに生まれ変わります。

経済性

節水や保温や断熱の効果で
光熱費が軽減されておトクです。



温暖

冬でも暖かい居心地のよい
水まわり空間に生まれ変わります。

サニタリー

広々

プシュッと一杯！湯上り爽快なデッキが

ついたバスルームに生まれ変わります。

空間

こだわりの空間で一体感のある
特別な時間になります。



トイレ

経済的

せまいながらも機能的でスッキリな

トイレに生まれ変わります。

収納

トイレの小物を使いやすく
収納してすっきりします。

清潔

トイレのニオイと湿気を
やわらげてさわやか快適です。



温暖

冬の寒さをさえぎり
夏も暑さをやわらげられます。

トイレ

安全

安心・快適・便利の三拍子そろった

高齢者向けトイレに生まれ変わります。

収納

トイレの小物を使いやすく
収納してすっきりします。



温暖

冬の寒さをさえぎり夏も暑さを
やわらげられます。

トイレ

安全

トイレタイムを豊かに過ごす

多機能書斎トイレに生まれ変わります。

収納

トイレの小物を使いやすく
収納してすっきりします。


