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新しいのに、懐かしいもの
そしてずっと続くもの

トレッティオ・グラード

北欧の暮らし方は、素朴さ温かさを大切にします。
その飽きのこないシンプルで機能的なデザイン、
良いものを長く使い続ける文化は、厳しくも豊か
な自然環境に磨かれました。
日本に目を向けてみましょう。「わび・さび」に
代表される必要最小限の機能性を楽しむ心、使い
込まれた道具に見出す独特の美意識などの和の文
化は、現在にもさまざまに形を変え存在していま
す。こうした和の心は、うつろう四季の自然に育
まれてきたものです。
ともに自然の調和や、良いものを長く大切に使う
心をベースとする北欧と和の暮らし方は、静かに
優しく溶け合います。
TRETTIO のエッセンスとして流れる北欧の息吹に、
日本の暮らしに今も静かに息づく和の心が出会
い、「TRETTIO GRAD」が生まれました。
TRETTIO GRAD は、北欧のシンプルなデザインと
暮らし方をベースにした「子育てしやすい家」
「自分らしく暮らせる家」というコンセプトはそ
のままに、自然に寄り添い、時の流れに美しさを
プラスする「和」のテイストを融合させた新しい
商品化住宅です。
GRAD( グラード ) は、スウェーデンの言葉で「う
れしい・幸せ」という意味。30歳からの家づくりが、
家族を思い、家族との幸せな暮らしづくりとなり
ますように…。
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※本カタログに掲載している写真には、一部オプション仕様が含まれています。



必要最小限のスペースの組み合わせによって生まれたこの空間は、日常の生活や突然の来客、家族の将来等によって
様々な形に変化します。玄関横の和室は、小さな子供の遊び場に始まり、奥様の趣味の部屋に使えたり、来客が一息
ついたり、そのまま宿泊することも可能です。すのこ状のデッキでリビングダイニングとつながっているので、玄関も取り
入れ、リビングダイニングと一体で使うこともできます。リビング、ダイニング、玄関、客間、階段…それぞれのデザイン
が調和し、あいまいな場所が単独でも一緒になっても機能するように、綿密にプランニングされた居心地の良い空間です。

土間を挟んで広がる開放的な空間は、日常の生活で様々な形に変化します
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間仕切りのないリビング・ダイニング・キッチンと調和する家具のような仕上がりのキッチンは、
カフェのような雰囲気を楽しむことが出来ます。キッチン背面収納はオリジナル製品。充実した
収納力と、既製品では叶えられないデザインで、収納全体を隠せるスッキリとした空間を実現。
子供を遊ばせながら家事が出来、家族のコミュニケーションもはかれます。間仕切りのないひと
つながりの空間は、家族構成や未来を見据えた生活スタイルに柔軟に対応でき、長く住み続けられ
る間取り。「30 歳からはじめる家づくり」のコンセプトを元にデザイン、プランニング、ライフ
ステージを考慮して設計されています。

家族も、家事も、空間も繋がっている事が大切
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ちょうど良い大きさの寝室は、北欧カラーのアクセントクロスが標準。床にはタイルカーペットを使用し、共用
部分の無垢フローリングから安らぎの空間へと、気持ちがリラックスするのを感じることができます。隣接され
た収納力たっぷりのウォークインクローゼットは、作りこんでいない分、持ち込みの収納家具や衣装ケースも、
住み手によって自由に置く事が出来てとても便利です。寝室から直接バルコニーにも行けるのも嬉しい。洗濯物
を取り込んですぐに収納することもできます。風通しも良く、光も降りそそぐ、快適に過ごせる場所です。

安らぎの空間は光も風も通します
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階段の途中に設けられたフリースペースは、書斎や子供の勉強場所、プライベートスペース
としても使用できます。1 階の和室同様に、子供の成長やライフスタイルの変化、家族の暮
らし方の変化に合わせて住み使うことが出来ます。光や空気が家中を循環し、どこにいても
家族の気配が感じられる、全ての意味でオープンスタイルで風通しの良い暮らしは、10年後も、
30 年後も、50 年後も心地よく暮らせる「長く住み続けられる家」でもあります。

自由な発想で、その時々の家族の暮らし方に寄り添います
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2 階にはあえて個室を作らず、将来間仕切り壁をたてて、簡単に個室にすることができる洋室
( フリースペース ) があります。ロフトは収納スペースとしても使用できますが、就寝場所
にすることでお部屋をまるごと広々使える嬉しい間取りです。子供部屋から兄弟姉妹の個室、
子供達が独立した後も、夫婦の趣味の部屋や客間としても使用出来る、フレキシブルな空間です。

子供部屋を想定した洋室は、将来２部屋に仕切ることも可能です
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( ロフトはオプションです )



ユーティリティーには、たっぷりと入る収納が完備されているので、どうしても増え
てしまう日用品の置き場所に最適。いつもスッキリと美しい暮らしができます。また、
洗面ボウル上部から 2階からの光を取り込め、手元も明るい空間に。白を基調とした
清潔感のある十分なサイズの脱衣場はいつも快適で、子育て世代にありがたい大きな
アイロン台も置ける程のスペースがあります。この空間をベースに、使いやすいシンプル
な住宅設備が完備されています。洗面スペースと脱衣室は、それぞれが独立していて、
プライバシーにも配慮した設計になっています。

水回りの細部に、さりげない工夫がたくさん
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北欧文化や思想背景を受け継いだプロダクトの背景になるような、普遍的デザインの TRETTIO GRAD。
出来るだけ装飾をそぎ落とした白い空間に、確かな目で選ばれた家具が映えるインテリア。ダイニン
グの象徴となるペンダントランプは日本の伝統工芸品。伝統工芸の価値を再認識し、今の感性を生か
したカタチにして空間に取り入れることで、暮らしに馴染みながら新しい風を感じる、使い手の心に
響くインテリアとなります。それは北欧のインテリアづくりにも通じることです。北欧の伝統工芸も
匠の確かな技術だからこそ実現できる斬新なデザイン性が魅力。伝統と革新の融合が、使い手から愛
される北欧インテリアを成り立たせているのです。北欧に和をプラス。これが TRETTIO GRAD のイン
テリアなのです。

日本と北欧のクラフツマンシップが共鳴し合うインテリアは、今までにない空間を生みます
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TRETTIO GRAD は、吹付塗装とガルバリウム鋼板の張り分けが美しい外観スタイル。
バリエーションは片流れ屋根・切妻屋根の形状をお選び頂け、さらに各ファサード
からそれぞれ６パターンのカラーセレクトが可能です。

洗練されたシンプルな外観スタイル
お気に入りのイメージにコーディネート

自分たちらしく、こだわりのデザインで暮らす
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NORTH FACADE 北ファサード

WEST  FACADE 西ファサード

EAST  FACADE 東ファサード

Silver / White Cream / White Black / White White / Gray Red/ Gray Silver/ Gray

Silver / White Cream / White Black / White White / Gray Red/ Gray Silver/ Gray

Silver / White Cream / White Black / White White / Gray Red/ Gray Silver/ Gray

Silver / White Cream / White Black / White White / Gray Red/ Gray Silver/ Gray

切妻屋根

片流れ屋根

切妻屋根

片流れ屋根

片流れ屋根

Silver / White Cream / White Black / White White / Gray Red/ Gray Silver/ Gray

Silver / White Cream / White Black / White White / Gray Red/ Gray Silver/ Gray

切妻屋根

NORDIC MODERN ノルディック モダン

床材 ファブリック照明家具

オーク
(ウォールナット色)

オーク
(ウォールナット色)

オーク材＋スチール（ブラック）

ファブリック(グレー)

リビング

洋室

バーチカルブラインド
(ホワイト)

寝室

プレーンシェード

プレーンシェード

オーク材＋スチール
(ブラック)

OR

[SUZUSAN]
KUKURU

Pateraオーク材

プレーンシェード

プレーンシェード

フリースペース

OR

ラタン（かねみつ漆器）

Bottna[marimekko]

Iso Noppa [marimekko]

[Louis poulsen]

1F

2F

住宅設備

キッチン[LIXIL ALESTA]

バスルーム[LIXIL Arise]
ボトルグリーン

ソリッドホワイト

PH5

NORDIC NATURAL ノルディック ナチュラル

床材 ファブリック照明家具

オーク材

カバ桜(クリア)

パイン(クリア)

ファブリック(グレー)

プレーンシェード

プレーンシェード

寝室

洋室

リビング

バーチカルブラインド
(ホワイト)

プレーンシェード

プレーンシェード

OROR

OR

[SUZUSAN]

オーク材＋スチール
(ホワイト)

オーク材

KESSHO

[Louis poulsen]
H55ホワイト [artek]

SIENA [artek]

オーク材

フリースペース
1F

2F

住宅設備

キッチン[LIXIL ALESTA]

バスルーム[LIXIL Arise]
クリエペール

ライトグレイン

NORDIC VINTAGE ノルディック ヴィンテージ

床材

フリースペース

ファブリック照明家具

オーク(クリア)

ファブリック(グレー)

ウォールナット材＋スチール
(ブラック)

パイン(ホワイト)

ウォールナット材＋スチール（ブラック）

オーク材(ブラック)※各2脚

プレーンシェード

プレーンシェード

リビング

寝室

バーチカルブラインド
(ブラウン)

プレーンシェード

プレーンシェード 

洋室

OR

OR

ウォールナット材

The work shop lamp

ヤコブソンランプ

Rasymatto [marimekko]

Tuuli [marimekko]

1F

2F

キッチン[LIXIL ALESTA]

住宅設備

バスルーム[LIXIL Arise]
チェリー

ペールグリーン
Ⓒ Marimekko

Ⓒ Marimekko

Ⓒ Marimekko

Ⓒ Marimekko

※商品・仕様は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

TRETTIO の家づくりの魅力は、インテリアまでオールインワンであること。内装はもちろん
リビングやダイニングなどの家具、照明器具、カーテンなどのファブリックといったインテリアが
トータルコーディネートされていて、お好みのスタイルから選ぶことができます。自分たちらしく、
こだわりのデザインで暮らしたい。そんな願いを叶えます。


