
アトリエ 筑波建築設計工房

建築家 筑波幸一郎

物件所在地 奈良県生駒市

ミーレ製品 オーブン、エスプレッソマシン、食洗機、ガスコンロ

1

キッチン・ダイニングは生活の中で、多くの時間を過ごす主たる空間であ

り、様々なものが存在する場所であります。そのため、さつき台の家にお

いては、そこで快適に過ごせて、それらの多くのものの要素をできるだけ

目立たせないように、シンプルな構成になるように意識しました。なかで

も、2 層吹き抜けになるキッチン・ダイニング空間に備え付けるキッチン

製品は、できる限りオリジナルな空間や素材に溶け込ませて、既製品であ

ることが目立たないように壁面などに丁寧に収めることにこだわりました。

ミーレ製品はそのような考え方に応えるデザインでした。

C 株式会社ナトリ光房　名執一雄



アトリエ 廣田悟建築設計事務所

建築家 廣田悟

物件所在地 滋賀県野洲市

ミーレ製品 オーブン、スチームクッカー

2

floating house と題された作品。 ダイニングテーブルとシームレスに連続

したオープンキッチンです。北欧デザインと料理のお好きな奥様は家具や

食器はもちろんのこと、調理用具や調理機器のセレクトにも強いこだわり

をお持ちでした。白一色に統一されたインテリアに違和感がなく調和する

調理機器としてミーレの洗練されたデザインと高い機能性、そして信頼性

は、良いものを永くお使いになる奥様からも高い評価を頂いています。

C satoru hirota architects



アトリエ 岡本光利建築事務所

建築家 岡本光利

物件所在地 岡山県倉敷市

ミーレ製品 食洗機、エスプレッソマシン

3

CAT HOUSE ( 猫と暮らす家 )。人と猫が快適に暮らせる住まいです。ゴー

ルドの壁紙・ローズウッド・ウォールナットなどの高級木材をミックスさせ、

和洋ともになじむ独特の和モダンな住まいに全面リノベーション。猫の目

を思わせる LED で光るパネルを施したエレガントなオリジナルキッチン。

エレガントで高級感を損なわないデザインを考慮し、ミーレ製品を採用。

収納力、洗浄力、静音性、信頼性を考慮し採用しました。エレガントで高

級感を醸し出すよう面材を食洗機の面材に組み込み、機械設備を感じさ

せないスッキリと一体感あるデザインとしました。

C 後藤健治



アトリエ 岡本光利建築事務所

建築家 岡本光利

物件所在地 岡山県岡山市

ミーレ製品 食洗機

4

RIVER PARK HOUSE ( 建築家自邸 )。建築家自ら 1 年間に渡り、設計は基

より、基礎工事、大工仕事、内装塗装、タイル工事等の職人として手作り

で造り上げた住まいです。リビング、ダイニング、キッチンをワンルーム

形式とし、洗練されたデザインのキッチンにマッチするミーレ食洗機を採

用。収納力、洗浄力、静音性、使い勝手に優れていたので採用を決めま

した。キッチンがインテリアの一部となるように、シンプルで飽きのこな

いデザインを心掛け、圧迫感を軽減する浮遊感あるデザインとしました。

C 岡本光利



アトリエ 岡本光利建築事務所

建築家 岡本光利

物件所在地 岡山県玉野市

ミーレ製品 食洗機

5

SEE SEA HOUSE ( 海が見える家 )。海をテーマに、白を基調にリゾート

ホテルを意識したシンプルで上質な住まいです。海を見ながら料理でき

る水平ラインを強調した広々としたキッチンとしました。収納力と食器の

出し入れがしやすく、使い勝手が良くシンプルなデザインがキッチン空間

にマッチし採用。

C 後藤健治



アトリエ 岡本光利建築事務所

建築家 岡本光利

物件所在地 岡山県岡山市

ミーレ製品 食洗機

6

WHITE BOX。時代の流行にとらわれずシンプルで飽きのこない白い箱の

住まい。白いキャンパス地に人や物、緑、空、光や影などの自然が融合し、

周辺環境にさりげなく潤い、彩りを促す計画としている。リビングダイニ

ングキッチンがワンルーム形成の為、食洗機の静音性とデザイン性にこだ

わり、使い勝手の良さからミーレ食洗機を採用した。あまりキッチンらし

くないシンプルな家具のように、食洗機を目立たせないデザインとした。

C 後藤健治



アトリエ JWA建築・都市設計

建築家 渡辺純

物件所在地 東京都世田谷区

ミーレ製品 食洗機

7

世田谷の高級住宅地に南庭に張り出したテラスを第二のリビングルームと

して室内のリビングルームと一体にして使うとのコンセプトのもとでこの住

宅は設計されました。キッチンはダイニングルームを回り込む位置に北も

家族の皆の気配を常に感じ続けたいとの希望が出され、付かず離れずの

こうした距離感が最終化されました。キッチンの西突き当りには大型の鸚

鵡（おうむ）がいる鳥かごがあります。鸚鵡にも見守られつつ若く美しい

ご夫人は日々手の込んだ料理を試しているそうです。ミーレの食洗機はこ

うしたこだわりの家庭の中で、当然のように採用されたのでした。

C 小島純司



アトリエ JWA建築・都市設計

建築家 渡辺純

物件所在地 東京都渋谷区

ミーレ製品 食洗機

8

広尾の高級住宅地に建つ 3 階建ての住宅です。2 階が主空間で、リビン

グダイニングルーム、キッチン、ファミリーラウンジがあります。裏手の森

の緑がふんだんに視界に飛び込んでインテリアに積極参加する事が特徴

的であり、都心とは思えない静謐な住まい空間が魅力的です。キッチンは

L 字型に続くファミリーラウンジと共に、家族団らんスペースの芯になって

います。奥まった壁面には机カウンターが設置され、4 人の子供たちが仲

良く自習に励むのを調理中のご夫人は垣間見るようになっています。調度

品に示されるようインテリアに対して特に意識の高いこの家族にとって、

ミーレの食洗機は言わずもがなの選択でした。

写真左上・右上／©北嶋俊治　写真左下／©JWA建築・都市設計



アトリエ JWA建築・都市設計

建築家 渡辺純

物件所在地 東京都品川区

ミーレ製品 オーブン、電子レンジ付きオーブン

9

島津山の高級住宅地に建つ 3 階建て床面積が 700 平方メートルの広壮な

住宅です。一階部分はエントランスホールならびにリビングダイニングキッ

チンに充てられています。中でもキッチンは全体の焦点と位置づけられて

おり、透明ガラス越しにエントランスホールに面しています。一番に目に

つく壁面はミーレ製品が上下に２つ並ぶトールキャビネット周りです。

L 字に配されたリビングダイニングルームが取り囲む形となった中庭では、

バーベキューパーティが頻繁に開かれています。その際には特にキッチン

が、皆の溜まり場となります。品格あるミーレ製品が大いに輝く瞬間です。

C 小島純司



アトリエ 小野沢裕子建築設計事務所

建築家 小野沢裕子

物件所在地 東京都稲城市

ミーレ製品 食洗機

10

お施主様はお仕事が忙しい上に、食べ盛りの 3 人の男の子を育てている

ので、家事の負担を少しでも減らすために容量の大きい食洗機を希望さ

れていた。そのため海外製品に的を絞り、各社のショールームに出向い

て使い勝手等を色々と確認。ミーレの食洗機はつくりがしっかりしていて

安心感があり、食洗機等の並べ易さと洗浄後の水分の蒸発が抜群に良かっ

たので、それが決め手となり選定した。

C 平井広行



アトリエ 直井建築設計事務所

建築家 直井克敏・徳子

物件所在地 長野県北佐久郡

ミーレ製品 電子レンジ機能付きオーブン、食洗機、洗濯機

11

自然豊かな環境で、洗練された上質な生活を楽しむための空間になって

います。シンプルなデザインの美しさはもちろん、その性能においても上

質を求めるお施主様のご要望でミーレ製品を採用しました。

C 上田宏



アトリエ 後藤武建築設計事務所

建築家 後藤武

物件所在地 東京都世田谷区

ミーレ製品 IH クッカー

12

平屋と 4 階建てという対照的な構成のこの作品において、LDK は平屋部

分のほぼ全域を占めています。水平方向が強調される空間の中で、大き

な水平面となるキッチンカウンターを美しく仕上げることは重要なポイント

でした。 ミーレの奥行の浅い IH クッカーは、リビング側からキッチンカウ

ンターを眺めた際に目立ちにくく、非常にシンプルで空間にマッチするデ

ザインでありながら、横並びの 4 口コンロという他に無い使い勝手の良さ

から採用に至りました。

C 後藤武



アトリエ 後藤武建築設計事務所

建築家 後藤武

物件所在地 愛知県名古屋市

ミーレ製品 IH クッカー

13

この作品は内部と外部の境界を曖昧にして、光をたっぷり取り込むことが

テーマでした。この境界のの曖昧さは建築とインテリア、内装と外装、建

築本体と家具など、多くの内外の線引きにも影響しました。キッチンや洗

面台の各機器は家具を介することなく、壁と一体になったコンクリートの

カウンターに直接埋め込まれています。 ミーレの製品は、このような収め

方をしても、建築の力強さに対峙する明快な表情を持ったデザインである

ことから採用に至りました。

C 後藤武



アトリエ 桐山和広建築設計事務所

建築家 桐山和広

物件所在地 東京都練馬区

ミーレ製品 食洗機

15

中村南の家西棟

白色を基調とした建物のデザインに合わせて、キッチン収納、重機も白で

統一し、重要なインテリアの要素となっている。 家事も楽しむような生活

スタイルから、居間と一体化したキッチンとしているが、そのデザイン性と、

実際の使いやすさが両立することを追及したデザインとなっている。

C 中川敦玲



アトリエ 桐山和広建築設計事務所

建築家 桐山和広

物件所在地 埼玉県川口市

ミーレ製品 食洗機

16

川口の家

広いリビングに、食を楽しむための大きなテーブルと、ゆったりとしたキッ

チンカウンターをもつ家。住まい手の生活スタイルと趣味嗜好が、そのま

ま建築デザインに生かされている。 リビングに面した使いやすいキッチン

カウンターのデザイン性を保つために、食器洗い乾燥機などの什器のデ

ザインが重要な要素となっている。

C 中川敦玲



アトリエ 桐山和広建築設計事務所

建築家 桐山和広

物件所在地 東京都練馬区

ミーレ製品 食洗機

17

中村南の家東棟

インテリアは白色を基調とし家具と内部建具を木質（ホワイトオーク）で

統一している。キッチンを占めるたくさんの収納は、使いやすさを重視し

ながらもデザイン性を損なわないように、収納のパネルや食器洗い乾燥

機のパネルは板目の横張りでまとめられている。 普段は居間とオープンで

使われているが、来客時等には建具で分離できるよう機能的なキッチンと

なっている。

C 中川敦玲



アトリエ 桐山和広建築設計事務所

建築家 桐山和広

物件所在地 埼玉県和光市

ミーレ製品 食洗機

18

和光の家

壁面と一体になったキッチンカウンターとするために、食器洗い乾燥機の

パネルは、キッチンカウンターのパネルと統一したオーク材杢目仕上げと

している。 キッチンカウンターは、この木質と什器のステンレス素材との

組み合わせでデザインをまとめている。

C 中川敦玲



アトリエ MDS一級建築士事務所

建築家 森清敏・川村奈津子

物件所在地 東京都練馬区

ミーレ製品 オーブン、スチームクッカー

23

東京 23 区内とは思えない広大なキャベツ畑の片隅に佇む住宅。3 枚のコ

ンクリートの大壁と、少しだけテラスの向きに操作を加えて、リビングは両

親の育てる丸々としたキャベツが並ぶ広大な畑と、ダイニングは一角に残

る古くからの雑木林の風景を切り取る。キッチンは、両親の育てる畑を常

に眺めて調理が出来るように、併設したパントリーに収納を集約し、オー

プンなアイランド型とした。太陽が沈み室内に明かりが灯ると、シンプル

な空間構成が夜の畑に浮かびあがる。

C 西川公朗



アトリエ 大野アトリエ

建築家 大野鶴夫

物件所在地 大阪府大阪市

ミーレ製品 基本ユニットによるオーダーキッチン、オーブン、食洗機

28

多忙なクライアントにとって、家族との大切な時間を過ごせるダイニング

こそが生活の中心であり、機能的なキッチンがダイニングの中心に必要

だったため、ミーレのキッチンを選びました。

C 絹巻豊



アトリエ ポーラスターデザイン一級建築士事務所

建築家 長澤徹

物件所在地 栃木県宇都宮市

ミーレ製品 食洗機

29

この家は通常の間取りに段差を与えながらそこを通過するような導線で構

成されています。上がったり下がったりを日常的に行い、視界の変化が楽

しめることを目指しています。キッチンとダイニングを大きな一枚の板で

構成し、何段も段差を利用してそのカウンターを座卓、テーブル、キッチ

ンカウンターとポジションの違う各場所で使いながら最終的に皆の視点の

高さがほぼ同じになるというアイデアで住宅はできています。カウンター

はあたかも温泉の水面のようで、水面に潜っていきながらぼーっとくつろ

げる。そしてまた、温泉からあがって活動的に過ごしてもらうための回遊

導線を持った住宅です。このオープンなキッチンの形には、ミーレの食洗

機がどうしても必要でした。

C ポーラスターデザイン一級建築士事務所　長澤徹 /富野写真事務所　富野博則



アトリエ 平岡建築デザイン

建築家 平岡美香・平岡孝啓・溝渕弘章

物件所在地 京都府

ミーレ製品 食洗機

30

「家にいるときは、ほとんどキッチン付近にいます。」と話されていた奥様。

キッチンに立つ時間を心地よくするための工夫が必用でした。ホームパー

ティで手料理を振る舞われる奥様が選んだのは機能性、デザイン性に優

れたミーレ製品でした。 石や和紙、金属など素材感を活かした空間に際

立つ白色のキッチンの中で、ミーレの食器洗い機は、面材を合わせてそ

の存在を溶け込ませています。キッチンから眺める水盤は、夜はライトアッ

プされた樹木が映り込み、視線を遠くに導きます。日常を離れてリゾート

のような暮らしを楽しむ、落ち着いた癒しの住宅となりました。

C 山田誠良/スターリン・エルメンドルフ



アトリエ 源池設計室

建築家 轟洋子

物件所在地 長野県北安曇郡

ミーレ製品 食洗機

32

鍋など大きなものも洗うことができるのがミーレの魅力。 二世帯住宅で主

婦二人が使うキッチンなので、それぞれ動線を一番に考え、お互いが使

いやすくレイアウト。無垢の木のオリジナルキッチンは包丁やラップ、お

菓子作りの道具の位置など、細部までこだわりました。

C 岡沢晴也



アトリエ なかの一級建築士事務所

建築家 中野健

物件所在地 東京都世田谷区

ミーレ製品 食洗機
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コーポラティブハウスでの住まい兼ワークスペース。一番居心地の良い空

間を、ダイニングキッチンであり、くつろぐ居間であり、ワークスペースと

して共有しています。 静かな食洗機としてミーレを選びました。



アトリエ 一級建築士事務所アナザーアパートメント

建築家 小林剛

物件所在地 東京都目黒区

ミーレ製品 オーブンレンジ、食洗機、洗濯機

34

築 40 年以上経ったマンションの一室をリノベーション。 部屋からは都心の

風景や遠く富士山を一望できます。浮遊感さえ感じるこの空間を実現する

ため、スタイリッシュにインテリアと調和するミーレ製品を採用しました。

結果、住居としての機能・性能を担保しながら、ホテルのような日常を超

えた高揚感を生む場を創り出すことができました。

C 鳥村鋼一



アトリエ STUDIO KAZ

建築家 和田浩一

物件所在地 東京都江東区

ミーレ製品 オーブン、スチームクッカー、IH、食洗機、洗濯機、乾燥機

36

ミーレを選んだ理由は、IH ヒーターからオーブンなどの様々なキッチン

機器から洗濯機、乾燥機までをひとつのブランドで揃えられるのは Miele

であること。それに加え、スチームクッカーという他社にはない魅力的な

製品がラインナップされている事も理由の一つだ。 今回のキッチンで最も

意識した点は、ダイニングスペースとの関係性。単純なオープンキッチン

ではなく、かといってクローズドでもない、新しいカタチのオープンキッ

チンといえる。それはまるでレストランのオープン厨房のような佇まいを

見せている。

C mariko yamamoto




