
made by未来の製品 ご説明

弊社が40年間で考案したオリジナル商品。

『使いやすく おそうじ簡単』をテーマに開発。

弊社が40年間、800棟以上の住宅を設計から施工までを、一貫した一社責任体制で、手掛けてまいりました。 その中

で、数々のアイディアや商品開発を積極的に行い、今日では『使いやすく おそうじ簡単』な 未来のお住いと なってお

ります。made by未来の製品は120種類あり、ご家族の暮らし方に合わせて、設計図に組み込んで参ります。

どれも 市販品にはない、未来オリジナル商品です。

1. 宙に浮くキッチンテーブル

2. 片付けないキッチンBOX

3. 大型シンクの中で

4. レンジフード

5. 家事動線 一直線

6. 軽く移動する洗濯機

7. 浴室天井がオープン

8. レールのない 引き戸

9. 可動間仕切壁

10. 走るテレビ

・・・ 脚がありません。 おそうじロボットも らくらく

・・・ 戸を閉めて片付け終了

・・・ 洗う 切る 焼く 食べる。 片付ける 調理がすばやい

・・・ ①無音 ②上下します ③おそうじ簡単 ④火の神 OK

・・・ 一歩も無駄な動きはありません 素早く お料理と洗濯におそうじ ・・・お昼寝

・・・ 裏側 らくらくおそうじ。清潔。心のもやもやが なくなります

・・・ 湿気・カビなし おそうじ簡単 太陽がいっぱい
星空を見ながら バスタイム 今日も1日おつかれさま・・・・・！

・・・ 面倒なおそうじは ありません 助かります

・・・ 子供の成長に合わせて 壁を移動

・・・ 昔はTVの前に 今はTVが来ます。便利でおそうじかんたん

made by 未来 商品概要



made by未来の製品は 百聞は一見に如かず

11. ふわふわ床

12. 天井裏に

13. 未来のフルオープンサッシ

14. ひんぷんの うら側 大活躍

15. ふとん干し金物

16. 雨ダム

17. 地熱

18. 白アリが心配

19. 耐圧盤基礎工法

20.安心の鉄筋コンクリート造

21. 木製サッシ

22.他99種類

・・・ 膝や腰に優しく キズ、水に強い おそうじ簡単 NOワックス

・・・ 太陽の光 湿気 カビ ねずみ ゴキブリ。バイバイ！

・・・ 百聞は一見に如かず

・・・ 洗濯干し場、シンク、自転車など置けます。便利！

・・・ ふとんの中 風通し良好 太陽に干す

・・・ 百聞は一見に如かず 雨水はお金です。貯める

・・・ 百聞は一見に如かず 50年以上節電

・・・ 木材を使っておりません

・・・ 杭工事は 必要ありません（特殊な土地以外）

・・・ 地震、台風、灼熱、シロアリ、耐久性、メンテに安心 住み心地が良い

・・・ おしゃれ 自然素材 心地よい

・・・ 使いやすく おそうじかんたんに made by 未来



made by未来の商品のご紹介

1. 宙に浮くキッチン … 脚がありません おそうじロボットも らくらく



2. 片付けないキッチンBOX … 戸を閉めて 片付け終了

キッチンBOXの中には冷蔵庫・食器棚・炊飯器・電子レンジ・トースター・コー
ヒーメーカー・トースター・全てコンセント付、湿度換気ファン付き

ザル・大きな鍋・フライパン・ホットプレート・すべて収納可能です。



3. 大型シンクの中で … 洗う 切る 焼く 盛り付け 片付ける 調理がすばやい

シンク巾 1,950ｍｍ 使いやすく 便利

調理プレート

水切プレート

まな板

かご

スライドします

二人並んで調理 L型シンク

使いやすい



5. 家事動線 一直線 … 一歩も無駄な動きは ありません 素早く お料理と洗濯とおそうじ ・・・お昼寝

4. レンジフード … ①無音 ②上下します ③おそうじ簡単 ④火の神 OK

一番奥が干場
室内干とアイロン洗面カウンター 干場から見る。キッチンから一直線



6. 軽く移動する洗濯機 … 裏側 らくらくおそうじ 清潔 心のもやもやが なくなります

洗濯機の裏もおそうじ簡単 150㎏キャスター

7. 浴室天井がオープン … 湿気・カビなし おそうじ簡単 太陽がいっぱい

星空を見ながらバスタイム 今日も1日おつかれさま・・・！



8. レールのない 引き戸 … 面倒な溝のおそうじは ありません

引戸を磁石が床と空中 固定

(リニア式)
レールは2009年に無くなりました

9. 可動間仕切壁 … 子供の成長に合わせて 壁を移動



10. 走るテレビ … 昔。TVの前に 今。TVが来ます

11. ふわふわ床 … 膝や腰に優しく キズ、水に強い おそうじ簡単 NOワックス

TVが移動・回転・上下します

アンテナ線不要

テレビの裏側

おそうじ簡単



12. 天井裏に … 太陽の光 湿気 カビ ねずみ ゴキブリ バイバイ

殺菌効果・特大 電気代 50年無料

13. 未来のフルオープンサッシ … 百聞は一見に如かず

リビング・デッキ・お庭が一つの空間に!

デッキとリビング

段差がありません



14. ひんぷんの うら側 大活躍 … 自転車・バイク・なんでもかんでもOK 便利

15. ふとん干し金物 … ふとんの中に 風通し良好 太陽に干す

外口掃除道具・ホース・カサ・SK ひんぷん
洗濯干場・トップライト・広いスペース

大活躍

太陽に干したい 干金物を曲げる 風が通る



16. 雨ダム

17. 地熱 … 百聞は一見に如かず

18. 白アリが心配 … 木材を使っておりません

… 屋上スラブに雨水を貯める



19. 耐圧盤基礎工法 … 杭工事は 必要ありません（特殊な土地以外）

20. 安心の鉄筋コンクリート造 … 地震、台風、灼熱、シロアリ、耐久性、メンテに安心

住み心地がとても良いRC造です。

柱や壁の下に基礎をつくるのではなく、建物の床全部が大型基礎です。



21. 木製アミ戸 … おしゃれ 自然素材 心地よい

22．他99種類 … 未来のお住いは使いやすく、おそうじ簡単な工夫がされております


