
一生に一度の大切な家づくりだから、暮らしの希望やこだわりは無数にあると思います。

それを一つひとつお話ししながら、「本当はどんな暮らしがしたいのか」をカタチにしていきます。

普段の生活や趣味の話、楽しかったことなど、色々お話ししているうちに、自分では気づかなかった

想いまで見えてくるかもしれません。

■マイホームを持ったらどんな暮らしをしたいですか？夢やこだわりを聞かせてください
　・ご主人（　            さん）(　　　歳）　お仕事（　　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　　　）

　・奥様　（　             さん）(　　　歳）　お仕事（　　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　　　）

　・お子様（　  　　　　くん・ちゃん）(　　　歳）　お仕事（　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　）

　・お子様（　  　　　　くん・ちゃん）(　　　歳）　お仕事（　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　）

　・お子様（　  　　　　くん・ちゃん）(　　　歳）　お仕事（　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　）

　・ご家族（　 　　　　 さん）(　　　歳）　お仕事（　　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　　　）お仕事（　　　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　　　　　）

　・ご家族（　 　　　　 さん）(　　　歳）　お仕事（　　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　　　）お仕事（　　　　　　　　　）　趣味（　　　　　　　　　　　　　）

■現在のお住まいの良いところ、悪いところはありますか？

■ご家族の特に印象に残っている出来事、思い出はありますか？

■お好きな外観のイメージを教えてください

　　　夢のマイホームインタビューシート
ご家族様

大切なのは「ご家族が、どう暮らしたいか」。家づくりは「対話」からスタートします。

　毎日の楽しみ（　　　　　　　　　　　）　ハマっていること（　　　　　　　　　　　）

　毎日の楽しみ（　　　　　　　　　　　）　ハマっていること（　　　　　　　　　　　）

　毎日の楽しみ（　　　　　　　　　　　）　ハマっていること（　　　　　　　　　　　）

　毎日の楽しみ（　　　　　　　　　　　）　ハマっていること（　　　　　　　　　　　）

　毎日の楽しみ（　　　　　　　　　　　）　ハマっていること（　　　　　　　　　　　）

　毎日の楽しみ（　　　　　　　　　　　）　ハマっていること（　　　　　　　　　　　）

　毎日の楽しみ（　　　　　　　　　　　）　ハマっていること（　　　　　　　　　　　）





■お好きな内観のイメージを教えてください

■ご家族について教えてください
　・入居予定の家族の数は （　　　　　）人
　・将来、同居の予定は　 あり　/　なし　/　未定



　・ペットは いる（　　　　　　　　　　）　/　いない　/　欲しい
　・起床、出勤、帰宅時間について

　・よくいる部屋はどちらですか　　　リビング　/　それぞれの部屋　/　家にあまりいない
　・身支度は リビング　/　それぞれの部屋　/　洗面所
　・お化粧は リビング　/　寝室　/　キッチン　/　洗面所
　・鍵はどこに置いていますか玄関　/　リビング　/　寝室　/　キッチン　/　（　　　　　　　）
　・カバン、財布はどこに置いていますか

・ご主人 リビング　/　それぞれの部屋　/　（　　　　　　　）
・奥様 リビング　/　それぞれの部屋　/　（　　　　　　　）
・お子様 リビング　/　それぞれの部屋　/　（　　　　　　　）

　・休日の過ごし方は
　・お出かけは　 よくする　/　あまりしない　
　・旅行は　 する　/　あまりしない　/　しない　/　したい　
　・買い物は　 週（　　　　）回

よく行くお店は
　・コストコは行きますか　 行く　（利用頻度：　　　　　　）/　行かない　/　行きたい　
　・コープ、生協などは　 利用している　/　利用していない　
　・通販、インターネットショップ　利用している　/　利用していない　
　・外食は　　 月（　　　　）回　/　しない　/ 買ってきて食べる
　・お酒は　 飲む　/　飲まない　/　家では飲まない　
　・たばこは　 吸う　/　ヘビースモーカーだ　/　吸わない　/　嫌いだ
　・来客は　 多い　/　少ない　/　たまにあり
　・携帯電話は何台？ （　　　　）台
　・携帯電話の充電は リビングで　/　それぞれの部屋で　/　いろいろ
　・寝るとき携帯電話は 枕元（目覚まし機能）　/　リビング　/　いろいろ
　・固定電話は　 あり　/　購入予定　/　なし
　・パソコンは　 あり　/　なし
　・タブレットは　 あり　/　なし
　・ゲームは あり　/　なし
　・寝る前には 読書　/　携帯　/　ＴＶ　/　その他
　・寝るときは　 真っ暗　/　豆電気　/　電気スタンド
　・子育ては　　 2人で頑張っている　/　ご主人メイン　/　奥様メイン
■外観・作り
　・建物の階数は 1階（平屋）建て　/　2階建て　/　3階建て　/　悩んでいる
　・屋根の素材 こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

提案してほしい
　・外壁の素材 こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

提案してほしい
　・気温変化 気になる　/　気にならない　/　　暑がり　/　寒がり

夏は　　好き　/　嫌い　/　どちらでもない
冬は　　好き　/　嫌い　/　どちらでもない

　・断熱材 こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
提案してほしい

　・地震、台風、火災などは　　気になる　/　気にならない　/　どちらでもない　/　心配性
　・省エネについて 気になる　/　気にならない　/　こだわりたい
　・太陽光発電は　 欲しい　/　いらない　/　興味なし　/　予算次第では
　・性能のいい家について 気になる　/　気にならない　

長期優良住宅　/　ZEH住宅　/　低炭素住宅　/　高気密高断熱

　・防犯は　　 気になる　/　気にならない　/　どちらでもない　/　心配性
　・家事動線の配慮 気になる　/　気にならない　/　どちらでもない　/　取り入れたい

提案してほしい
　・家相（鬼門）は　 気になる　/　気にならない　/　言われれば気になる



　・風水は 気になる　/　気にならない　/　取り入れたい　/　信じない
　・日差し（採光）は　 いっぱい入れたい　/　いらない　/　どちらでもない
　・自然の風（通風）は　 いっぱい入れたい　/　いらない　/　どちらでもない
　・窓の大きさ 大きい方がいい　/　小さくていい /　どちらでもない
　・窓の数 たくさん欲しい　/　少なくていい　/　どちらでもない　
　・窓の性能について　　 こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・音は　 気になる　/　気にならない　/　敏感だ
　・においは　 気になる　/　気にならない　/　敏感だ
　・アレルギーは あり　（　　　　　　　　　　　　　　　　）　/　特になし

■間取り・インテリア
　・部屋の数は （　　　　　）ＬＤＫ

　・収納は たっぷり欲しい　/　直すものに合わせて　/　普通でイイ
その他 （ ）

　・階段は 玄関の近く　/　リビングを通って　/　こだわりはない
　・内装ドアについて こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

提案してほしい
　・床材について こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

提案してほしい
　・壁紙について こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

提案してほしい
　・装飾はお好きですか　　 写真、ポスター、観葉植物など
　・好きな色は　　

■リビング・ダイニングについて
　・今のリビングの不便な所はありますか

　・リビングの大きさは 約（　　　　）帖
　・吹き抜けは　 欲しい　/　いらない　/　間取り次第で　
　・ソファーは あり　/　購入予定　　　（　　　人掛け）　　/　なし　
　・座卓テーブルは あり　/　購入予定　　　（　　　人掛け）　　/　なし　
　・ＴＶは （　　　　　）インチ
　・ＴＶの位置について こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　）　/　壁掛け
　・TV周りに置くもの ゲーム機　/　ブルーレイ　/　ルーター　/　（　　　　　　　　　　）
　・ダイニングテーブルは あり　/　購入予定　　　（　　　人掛け）　　/　なし　
　・インテリア（カーテン、カーペットなど）はこだわりあり　/　こだわりなし　/　提案してほしい
　・照明について こだわりあり　/　こだわりなし　/　提案してほしい

お手持ちのものは　　あり（　　　　　　　　　　　　　）　/　なし
　・エアコンについて こだわりあり　/　こだわりなし　/　提案してほしい

お手持ちのものは　　あり（　　　　　　　　　　　　　）　/　なし

■収納・荷物について教えてください
　・今の収納の不便な所はありますか狭い　/　少ない　/　ちょうどいい
　・洋服は　 多い　/　普通　/　少ない
　・荷物は　 多い　/　普通　/　少ない

どなたの・どういうものが多いですか？
　・片付けは 得意　/　普通　/　苦手　
　・物は捨てられないほう　 はい　/　どちらでもない　/　いいえ　
　・掃除機、掃除道具はどこに直しますか

　・買い置き（洗剤、ティッシュなど生活雑貨）はどこに直しますか
　・ファミリークローゼットは　 欲しい　/　いらない　/　間取り次第で　
　・納戸、リビング収納は　 欲しい　/　いらない　/　間取り次第で　



　・家具について こだわりあり　/　こだわりなし　/　作り付けてほしい
　・新居に持っていきたい家具があれば

■家事やキッチンなど水回りについて教えてください
　・今のキッチンの不便な所はありますか

　・料理は 得意　/　普通　/　苦手　/　好き　/　上手と思う　/　嫌い　
　・キッチンのタイプは 対面キッチン　/　アイランドキッチン　/　壁付けキッチン

キッチンのご要望・ご希望あれば
・調理家電について 炊飯器　/　電子レンジ　/　トースター　/　電気ポット

電気圧力鍋　/　コーヒーメーカー　　/　ホームベーカリー
ホットプレート/　フードプロセッサー/　ミキサー・ブレンダー　

　・食器洗い乾燥機 ほしい　（　　　　　　　　　　　　　　　）　/　いらない　
　・浄水器 ほしい　（　　　　　　　　　　　　　　　）　/　いらない　
　・換気扇 こだわりあり　（　　　　　　　　　　　　　　）　　/　こだわりなし　
　・カウンターは ほしい　/　いらない　
　・冷蔵庫の位置に こだわりあり　/　こだわりなし　
　・冷蔵庫の大きさ・扉の向きは
　・ウォーターサーバーは あり　/　購入予定　/　なし
　・食器棚は あり　/　購入予定　/　作り付けしたい　
　・お買い物は 週（　　　　　　）回　　　・よく行くお店は

　

　・買い置き（食品類）は 多い　/　専用収納が欲しい　/　少ない　
　・食品庫（パントリー）は 欲しい　/　いらない　/　気になる　/ 予算次第で
　・ごみ（ゴミ箱・生ゴミ・空き缶）はどこに置きますか
　・勝手口は　 欲しい　/　いらない
　・お掃除は　 得意　/　普通　/　苦手　/　好き　/　嫌い　/　上手と思う
　・洗濯は 得意　/　普通　/　苦手　/　好き　/　嫌い　/　上手と思う
　・洗濯物は 多い　/　普通　　/　少ない　
　・洗濯物はどこに干しますか 室内（　　　　　　　）　/　ベランダ　/　庭　/　浴室　/　乾燥機
　・物干しの金物は必要ですか 室内用　/　外用　/　テラス屋根　/　家事室・洗濯室
　・洗濯物はどこたたみますか リビング　/　和室　/　それぞれの部屋　/　洗面室
　・洗濯物はどこに直しますか タオル 洗面室　/　それぞれの部屋　/　リビング

下着類 洗面室　/　それぞれの部屋　/　リビング
　・洗濯機の大きさ・扉の向きは
　・洗面脱衣室について こだわりたい　/　こだわりなし　/　提案してほしい

掃除のしやすさ　/　収納　/　動線　/　室内干し
　・洗面台について こだわりたい　/　こだわりなし　/　提案してほしい

掃除のしやすさ　/　収納　/　鏡　/　ボウルの深さ　/　蛇口
配置にこだわりはありますか（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・浴室について こだわりたい　/　こだわりなし　/　提案してほしい
掃除のしやすさ　/　収納　/　浴槽の大きさ　/　保温　/　シャワー

　・トイレについて こだわりたい　/　こだわりなし　/　提案してほしい
掃除のしやすさ　/　収納　/　シャワートイレ　/　タンクレス

　 ２階トイレは　必要　/　不要　/　予算次第で
男性の方、小は　　　立って派　/　座って派

■寝室・子供部屋について教えてください
　・それぞれのお部屋の不便な所はありますか

　・寝室は 必要　（　　　　帖）　/　不要
　・寝室の家具について ベットは　あり　/　購入予定（大きさ：　　　　　　　　）　/　なし

ＴＶは　置く　/　購入予定（　　　　インチ）　/　置かない
その他



　・寝室の収納は
　・書斎は 欲しい　/　いらない　/　気になる　/　予算次第で
　・ロフト、屋根裏部屋は　 欲しい　/　いらない　/　気になる　/　予算次第で
　・子供部屋は　（　　　）室欲しい
　・子供部屋の収納は
　・学習机は あり　/　購入予定　（　　　台）　/　なし
　・勉強はどこでしますか　　 部屋で　/　リビングで　/　ダイニングで　/　塾で
　・習いごとは している　/　予定あり（　　　　　　　　　　）　/　なし

　・好きな遊びを教えてください
　・おもちゃは　 多い　/　少ない
　・ゲーム機は あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　/　なし
■和室について教えてください
　・和室は　 必要　（　　　　帖）　/　不要
　・使い方は　 来客　/　くつろぐ用　/　お昼寝　/　遊び
　・和室の配置は　 独立　/ リビング続き　/　リビングに畳スペース
　・その他 押し入れ　/　床の間　/　仏間　/　その他（　　　　　　　　）
　・仏壇について なし　/　あり　（　　　　　　　　　　　　）　/　将来的には
　・カブト、ひな人形などは なし　/　あり　（　　　　　　　　　　　　）　/　将来的には
　・タタミについて こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

■玄関・外回りについて教えてください
　・玄関ドア こだわりなし　/こだわりたい　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

提案してほしい
　・玄関の大きさについて こだわりたい　/　こだわりなし　/　提案してほしい
　・玄関収納について 普通の大きさ　/　たっぷり欲しい　/　少なくて・小さくていい

提案してほしい
　・シューズクロークは 欲しい　/　いらない　/　気になる　/ 予算次第で
　・収納したい物は
　・ベビーカー　/　三輪車　/　自転車（　　　　台）　/　バイク（　　　　　台）

　・車　（　　　　台）　 車種は？　①　　　　　　　　②　　　　　　　　③　　　　　　　　
　・駐車場スペース　　（　　　　　台分）
　・玄関アプローチ　ポスト　表札など

ご要望があれば
　・お庭について　　 広く欲しい　/　狭くていい　/　ほどほどに

欲しいもの　　ウッドデッキ　/　芝生　/　砂場　/　植栽　/　坪庭

したい事 バーベキュー　/　ガーデニング　/　菜園作り

　・カーポートは　 欲しい（車　　　台用）　/　いらない  /　予算次第で
　・外蛇口は 欲しい　/　いらない　/　気になる　/　予算次第で

用途は
　・外用コンセントは 欲しい　/　いらない　/　気になる　/　予算次第で

用途は

■ご家族の1日を教えてください(平日）
お子様
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ＡＭ 1
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平日
ご主人 奥様 お子様

プール　/　子供と遊ぶ　/　お家キャンプ　/　（　　　　　　）

ベビーカー　/　スポーツ用品　/　アウトドアグッズ　/　釣り具



■ご家族の1日を教えてください(休日）
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