






6
3
0

100

9

黒玉砂利

白玉砂利

大型石平板サビ御影

スポットライト(100Ｖ)

ソヨゴ株立

シマトネリコ株立

エバーアートウッド
　京町屋シリーズ　柿茶
　柱７５角、梁７５角
　Ｈ２０００( 有効)
　Ｗ１６００( 外寸)
　柱と柱のピッチ奥行方向１７０～１８０
　道路側のゲートスタート部は外壁から１００離す

ステップ階段
　大型石平板
　立ち上がり：御影石300*600

大型石300*600御影石

六方石Ｈ２０００を埋め込み。一面磨き。
天端斜めカットして磨きます。

匠の作品用ライト(ローボルト)

陶器ライト「華蛍」
　１ヶ先に注文して照り方を確認する

防犯ライト(取り付け方相談)ステップ
　縁取りピンコロ
　踏み面砂利

立水栓

ポーチガーデン独立タイプ
　間口2 4 0 0 *出幅6尺
　建物軒に少しかぶす

千本格子　Ｈ２０００、ピッチ83

エバースクリーン　Ｈ２４００*Ｗ１８００
　ポリカパネル取付位置要確認

ハンワホームズ株式会社
　 〇〇様邸工事用図面2(ｱﾌﾟﾛｰﾁ)

平面図 立面図 担当者 設計者 日付

1：50 1：50 飯野 飯野 2012/5/19
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設計GL＝BM+500

勝手口からのテラス屋根　
溝のふた

車止め検討
後ろの坪庭部分が通り抜けをしたい

①

②

①

既存ブロック(正面・控え壁内側）左官塗り仕上げ　ＪＰ100ブラック
スポットライト

蹲（水鉢　かまはだ　60径）・　筧・　灯篭（かすみ格子 赤さび）

飛び石・庭石　既存利用

白川砂

植栽（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

人工竹垣　こだわり竹みす垣6型H1800
　アイボリーさらし　　　　　　　　　　　

バラス敷き

植栽（　　　　　　　　　　　　　　　　）

サンクテラスF　４間ｘ５尺　ロング柱
隙間ふさぎ材+前面パネル１段　竿かけJ3箇所

ＳＣ+ｸﾘｱﾏｯﾄ
土間　コンクリート

タイルテラス　セラネイチャー　チャコールブラック

スポットライト

白川砂

階段　化粧ブロック見切り/白川砂

階段　化粧ブロック見切り/白川砂

中庭植栽（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

飛び石等庭石利用
ピンコロ石見切り　サビミカゲ

法面処理
花壇化粧ブロック積み　バリューワン　Ｎヌガー

　タイルテラス①段目（ピンク色）と同じ高さ仕上げ　真砂土入れ

靴脱ぎ石　庭石利用

ピンコロ石見切り　サビミカゲ

必要な場合はブロック積み

法面処理

アプローチタイル貼り
濃グレイスランドＧＲＬ13　薄ＧＲＬ11
スポットライト
植栽（　　　　　　　　　　　　　　　）
足元　白化粧砂利

コウライ芝

境界線より外側　バラス敷き

センサースポットライト　カーポート柱に取り付け（防コン設置）

ガレージ土間コンクリート(伸縮目地棒）
カーポート　アーキデュオ72-57ロング柱　熱線ポリカ(ブルーマット）　ＳＣ

自転車用扉　エルネスクM-TM型10-18片開き　ＢＫマンション用プッ
シュプルRB空錠

コウライ芝

グランドライト　

バラス　芝とバラスの見切り　コンクリート縁石

門扉　エルネクス　M-TM型08・12-18　マイルドブラック
マンション用プッシュプルRB空錠

目地　黒光石

ジャミコン洗い出し

階段１段目　ＧＬ-400

塗り壁ＪＰ100ホワイトＧＬ+1400　コーピング柿渋

塗り壁　ＪＰ100ホワイト　ＧＬ+1600　コーピング柿渋

塗り壁ＪＰ100ホワイト　ＧＬ+1500　コーピング柿渋

塗り壁一部ＪＰ１００ブラック　仕上げ校倉（横クシビキ）へこめてください

　引戸エススライドD型35-16　手動　SC+柿渋
塗り壁ＪＰ１００ホワイト　ＧＬ+1500　コーピング柿渋

塗り壁ＪＰ100ホワイトＧＬ+1600　コーピング柿渋

隣地境界ブロック解体
化粧ブロック　ハーモニックサビミカゲＧＬ+600　馬目地

フェンス　プレスタ６型Ｔ-10ブラック

プラスG　ルーフ　L10X2列　６セット　天井材有り　柿渋
縦格子W15XH24基本型+追加型
表札《Yorita》ラフチャンセリー　IR-109シルバー
インターホン/ポスト2B-05　Nシルバー

ﾌﾟﾚﾐｴｽｹﾞｰﾄ　電動　KA型　ブラック

デザイナーズパーツ枕木材70角　柿渋

ピンコロ石ＧＬ-300　サビミカゲ

ピンコロ石ＧＬ-400　サビミカゲ

ジャミコン洗い出し

植栽（　　　　　　　　　　　）

グレーチング

勝手口ステップモルタル仕上げ

ポールゲート取り外し式3箇所

〇〇様邸新築外構 プラン

ハンワホームズ株式会社

縮尺

1/200

日付

2015/7/2

担当

飯野

※4Ｔ車の進入不可
※市から8本木がもらえる（9月）

※照明配線は一箇所に４つ出ています







N
ＧＭ

ＬＩＸＩＬ　アルミ角柱７０角Ｈ１６００（柿渋）

既存テラス下土間コンクリート仕上げ
階段　土間コンクリート仕上げ

犬走りコンクリート

真砂土

受け皿：自然石乱張り
ピンコロ積み（黒）

境界ＣＢ１２０積み
フェンス：ＬＩＸＩＬ　ハイグリッドＵＦ８型Ｈ８００（シャイングレー）

砕石敷き
ピンコロライン

真砂土

門柱　左官塗り仕上げ：四国化成　パレット００２
ポイントモザイクタイル貼り：ＴＯＹＯ　クロードモザイク（ベージュ）
　　　　　　　　　　　　　　３１０角　２３□　厚７
木目調アルミ笠木：ＬＩＸＩＬ　コーピング
表札：福彫　
ポスト：ＬＩＸＩＬ　エクスポストＳ-２型（シャイングレー）
門灯：タカショー　スタイルウォールライト３型（ブラック）
門扉：ＬＩＸＩＬ　ジオーナＳＡ型０８-１４両開き（柿渋+シャイングレー）
開口・インターフォン設置

跳ね上げ門扉：ＬＩＸＩＬ　ワイドオーバードアＳ３型
　　　　　　　５４-１０ハイルーフ電動式（柿渋+シャイングレー）

土間コンクリート仕上げ
化粧砂利ライン

伸縮目地棒（グレー）

既存境界ブロック側面木目調仕上げ：タカショー　アートボード
（ホワイトパイン・見切材：ステンカラー）

自然石乱張り

土間コンクリート仕上げ
木目調タイル貼り：タカショー　セラウッディ
化粧砂利ライン

砕石敷き
ピンコロライン

境界ＣＢ１２０積み（ＧＬ+２段）
フェンス：ＬＩＸＩＬ　ハイサモアＨ８００（オータムブラウン）

既存床版撤去
新設グレーチングＷ４００設置

植栽スペース
タカショー　シンプルスポットライト１型モジュールタイプ

立水栓（本体：ホワイト　蛇口：シルバー）

駐車場側の壁面に防水コンセント
※ＢＯＸ止めに１００Ｖの電気の
線がある場合は施工する。ない場
合はお施主様へご相談。

ハンワホームズ株式会社
〇〇様邸新築外構 プラン

平面図

1：100

立面図

1：100

担当

鶴厚志

設計

関根千佳

日付

2015/02/15

設計ＧＬ＝ＢＭ+200

①②

②①

310

46
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設計ＧＬ＝ＢＭ＋４３０

ガレージ土間コンクリート 金ゴテおさえ

カーポート　ネスカF30-54縦連棟　ハイルーフ
SC+熱ポリブルー
ポーチ奧角がスタートライン

ウッドデッキ樹ら楽ステージ４間x3尺　クリエダーク
ステップ1か所
デッキ下バラス敷
見切りレンガ　ソイルレンガアンチックシルバー
ウッドデッキはサッシの下に潜り込ませる

アプロージャミコン洗い出し

真砂土整地　人工芝

グランドライト

スポットライト

スポットライト

見切りレンガ　ソイルレンガ　アンチックシルバー

白バラス敷

ブロック組積み
セラウォール貼
表札　ＩＲ-109　ラフセンチュリー　色ブラック　Ｎａｋａｍｕｒａ
表札は外壁に出来るだけ近づけて取り付ける
ポスト　縦型SC
インターホン

グランドライト　トイレの窓下に埋め込む

ﾌﾞﾛｯｸ組積み左官塗り仕上げJP100ホワイト
フェンス　ＡＡ　ＹＲ-1型T-10チェリーウッド

高さは右側面と合わせる

見切りレンガ

階段600角タイル　ニヨン　60-5

目地　黒光石

フェンスやり替え
フェンス　ＡＡ　ＹＲ-1型T-10　チェリーウッド

水道メーターは外側から検診できるようにブロックを箱抜き

タイルテラス　コンテＮｏ5
８枚ｘ８枚

ﾃﾞｯｷ下見きりレンガから道路に向かって８枚追い出しをして花壇の
奥行きを調整します

アオダモ株立ち

シマトネリコ株立ち

常緑ヤマボウシ

※物置を設置するのでカーポートより奥の土間は出来るだけ傾斜を小さくする

ハンワホームズ株式会社
　 〇〇様邸新築外構プラン

平面図 立面図 担当 設計 日付

1/100 1/100 飯野房子 飯野房子 2019/3/18

スポットライトとグランドライトを別々にする
植栽を植えるときは立会いをしてもらって場所を決める
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ＢＭ±0

防草ｼｰﾄ+川ｼﾞｬﾐ敷

3 0 0 角　自然石　飛石
ｴﾒﾗﾙﾄﾞｸｵｰﾂ　ｲｴﾛｰ

ﾚﾝｶﾞ縁取
内部　化粧砂利

塗壁　H 1 0 0 0位
ｱｰﾙﾌｨｯｸｽﾌｪﾝｽ　02-06

ﾚﾝｶﾞ縁取

ﾚﾝｶﾞ縁取

自然石乱貼

ｺﾝｸﾘｰﾄ製ｻｰｸﾙｽﾄｰﾝ

ｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ
シマトネリコ株立ち

既存　ﾃﾗｽ

植栽ｽﾍﾟｰｽ
　化粧砂利
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ

3 0 0 角　自然石
ｴﾙﾄﾞﾗﾄﾞｸｵｰﾂ　ｲｴﾛｰ

芝生撤去後　化粧砂利
チュニジア+花物

ﾌﾞﾛｯｸ角柱　笠置設置　GL+700
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ

ﾌﾞﾛｯｸ角柱　笠置設置
左官　塗仕上　G L + 1 4 0 0

ｱｰﾙﾌｨｯｸｽﾌｪﾝｽ　04-12
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

隙間砂利敷き

※記入の寸法は目安とさせて頂きます。

ハンワホームズ株式会社
縮尺 担当日付 ご確認印

1：100 2012/4/27 飯野

　 〇〇 様邸庭園工事

±0

＋200

＋5 0

＋200

＋200







3,017

1,653 788

芝生ライン

既存のまま

生垣（ｍ／３本）プリペット

シンプルポールライト9型（人感）

ライト取り替え
シンプルスポットライト3型（人感）

芝生＋飛び石

コンクリート

アプローチ
自然石乱貼

門灯　シンプルウォールライト4型

インターホン

表札　ＮＡ１－Ｓ１０６

ポスト　２Ｂ０５タイプ　黒

門柱　タイル貼　ＩＮＡＸ　ラグナロック
　　　　　　　　ＬＧＲ－Ｒ／ＭＤＬ－ＩＫ

　　　Ｈ２０００　笠置設置

砂利

タイルとの見切り砂利

砂利

従来の洗出し
※石を選んでもらう

ガーデンパスライト1型

花壇　塗り壁フェンス　ユーフォス　１５０＊５６５

４枚折戸
ブルーム門扉3型
０８－１０＊４

フェンス　ユーフォス　３３０＊７６５

ライト　シンプルスタンドライト３型

角柱　Ｒ壁＋１００　タイル貼　ＩＮＡＸラグナロック　笠置

Ｒ壁　門柱マイナス４００　笠置設置

フェンス　ユーフォス　３３０＊７６５

ガーデンパスライト1型

塗り壁　門柱よりマイナス２００　笠置設置

壁凹凸

ＹＫＫ　トラディシオン　壁飾り２７型

ＲＣシャッター枠

電動跳ね上げ門扉　ブルームポップＭ３型
５３－１２　ハイルーフ

門扉　ユーフォス２型
　　　09-18　両開き　柱式

２段目とアプローチフラット
段差はなくす

スポットライト設置

シンプルポールライト9型（人感）
鬼門

既存のまま

250

・水道メーターは中に入らなくても良い場所へ移設します。
・植栽含みます。
・壁の高さ、床の勾配等は現場状況により設定します。

ハンワホームズ株式会社
〇〇様邸ガーデンプラン

平面図 立面図

1：100 1：100

担当者 設計者 日付

2012/6/13飯野 飯野

※壁の色
　建物より濃い目（検討）







テラス屋根　TOEXｻﾝｸﾃﾗｽ　４間ｘ６尺
(柱枠：　　　　屋根材：　　　　　)

既存溝　パイプ処理後コンクリート打設

テラス屋根　TOEXｻﾝｸﾃﾗｽ　５間ｘ６尺
前面パネル１段　
(柱枠：　　　　　屋根材:　　　　　)

水はけ処理用砂利

隣地塀とコンクリート隙間ｗ100　砂利処理　水はけ用

木樹脂ウッドデッキ(　　　　　　　　　　　)

植栽スペース(　　　　　　　　　　)

ガレージからの階段　モルタルこて仕上げ

ジャミ敷き

ガレージ土間　コンクリート打設
伸縮目地　刷毛引き仕上げ
屋根MシェードW10mｘD5.4ｍ
(柱：　　　　　屋根：　　　　　)

擁壁　塗装仕上げ

タイルテラス　階段と同じ(　　　　　　)

植栽スペース ・

新設土留め　塗装仕上げ

水はけ処理用砂利

木樹脂ウッドデッキ(　　　　　　)

土かさ上げ　ウッドデッキ下場まで
ブロック組積

板張り　マイティーウッド　GL+2200
ウッドデッキからは約1,800
(　　　　　　　　　　　　)

植栽スペース

タイル貼り(　　　　　　　)
一部砂利

建物上部目隠し用アルミ角材
20ｘ30(　　　　　　　　　)

ブロック塗装仕上げ　GL+2600
ガラスブロック

物置
W2500xD1100ｘH2100

芝生

花壇ブロック　塗装仕上げ　GL+100

花壇ブロック　塗装仕上げ
階段６より＋100

手すり　TOEXｱｰｷﾚｰﾙ
柿渋+ナチュラルシルバー

階段タイル貼り
(　　　　　　　　　)

自然石乱貼り
(　　　　　　　　)

植栽スペース

植栽スペース　ガスメーター既存マンホール部分　板塀下隙間とる

レール設置部分土間モルタル金ゴテ押さえ

花壇縁取り　ピンコロ石

新設土留めブロック　塗装

花壇縁取り　ピンコロ石　レールより奥

擁壁上CB120　５段積　擁壁とブロックの見切り溝
フェンスTOEXライフモダンBP型T-10
柿渋＋ナチュラルシルバー

新設溝蓋

ハンワホームズ株式会社 〇〇〇〇邸新築外構プラン
縮尺

1/100

日付

2010/10/30 飯野房子
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車止め　LED付　２台分(４箇所)
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砕石敷き

犬走りコンクリート

カーポート：ＬＩＸＩＬ　アーキデュオワイド５７-６０ロング柱
（ナチュラルシルバー+熱線吸収）

土間コンクリート仕上げ
スポットライト（人感センサー）防水コンセントからとる

四枚折れ戸：ＬＩＸＩＬ　エルネクス門扉Ｍ-ＹＭ型０９１６両開き*２個　黒

スポットライト２ヶ所

アプローチ　３００角タイル張り（黒）
砕石敷き（白バラス）

ＬＩＸＩＬ　プレミエスゲートワイドＫＡ型　電動タイプ

門柱　左官塗り仕上げ（ＪＰ100ホワイト+ブラック）
コーピング　ブラックW150

表札（KT-53　ﾃｨｰｻｲﾝ　Fujisaki)/ポスト/門灯/インターフォン設置
門扉：ＬＩＸＩＬ　ヴィア・ル・デコグリーユ０９１６両開き

木目調アルミ角柱７０角　柿渋

花壇　左官塗り仕上げ
スポットライト*３ヶ所

土間コンクリート仕上げ　刷毛引き仕上げ
草目地

塗り壁左官仕上げ　GL+1600　コーピング ブラックW150

ＬＩＸＩＬ　ＧルーフＨ２４Ｌ１０
２列タイプ　５スパン　柿渋

隣地境界　CB100　GL+800まで
フェンス　LIXIL　プレスタ5型T-10　ナチュラルシルバー

※既存フェンス撤去処分含む

隣地境界CB100　GL+600
フェンス　LIXILプレスタ5型T-10　ナチュラルシルバー

※既存フェンス撤去処分含む

隣地境界　CB100　GL+100
フェンス　ハイグリッドUF8型T-8

※既存フェンス撤去処分含む

平板　東洋工業　スーパーテラTRM-302

既存RC　邪魔なところは撤去

シマトネリコ株立ち2本

カツラ株立ち

ＬＩＸＩＬ　スペースガードＦ６０　チェーンなし
（境界より４ｍピッチにて計４本）

土留め　ブロックGLまで　左官塗り仕上げ

デザイナーズパーツ70角　柿渋

ハンワホームズ株式会社
〇〇様邸新築外構 プラン

平面図

1：150

立面図

1：100

担当

飯野房子

設計

飯野房子

日付

2014/08/19

８月２５日　着工
８月２８日　引き渡し

4ｍフェンスなし
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北側道路境界　化粧ブロック最低5段積み（６段にならない
ように）バリューワン　ナチュラルGウッド
フェンス　ジオーナYP型T-10　クリエダーク
ブロックとフェンスの隙間はゼロで施工

東側境界一部　ブロック組積ＣＢ100　３段
フェンス　ハイグリッドＵＦ８型Ｔ-8　SC

自転車用スロープ　モルタル仕上げ

門扉　ライシス５型09-16片開き　プッシュプルRB錠　SC

自転車置き場コンクリートバラス敷き

バラス敷き
ウッドデッキ　樹ら楽ステージ木彫　クリエダーク
目地はフローリングと合わせる
サッシ出っ張りの一番上に潜り込ませる
デッキライト３箇所

ポーチ　階段　建物本体工事

グランドライトスイング

グランドライトスイング

目隠し壁　Ｇスクリーン　フリーウォールＷ20ＸＨ24
2セット
タイル貼　ペルージャ120　300ｘ600

コンクリート

スポットライト
ハナミズキ　ピンクH3.0

アプローチ　６００角タイル貼り　ピカデリーPIC60HO-15

植え込み内部　スポットライト２箇所　ハイノキ株立ちH2.5アルミ木目調70角柱　柿渋

塗り壁　ブロック組積左官塗り仕上げ+笠木　一部くしびき　少し出っ張らす

花壇　立ち上がりパイルストーン山型　ミックスグレー
天端　タイル仕上げ　ピカデリーPIC-60HP-15

草目地　黒光石

門扉　ヴィアルデコグリーユ05・09-16親子扉

グランドライトスイング

門柱ウォールスクリーン　ポスト　表札ウォールアクセント　ス
テンレス板ドライエッジング

プラスGポイントルーフ+ウォールスクリーン
*ポストの穴あけはメーカーとしてはNGとなっています
場所の相談が必要

スポットライト　シマトネリコ株立ちH3.0

塗り壁+笠木　JP100ホワイト

ガレージ土間コンクリート
カーポート　フーゴFプラス　54-57ロング柱　SC+クリエ
ダーク　熱線ブルーマット

跳ね上げ門扉　ワイドオーバードアＳ5型54-12電動２
モーター　SC+柿渋

ガレージ土間洗い出し仕上げ　庵治

600角タイル貼り　ピカデリーPIC-60HP-15

西側境界　CB100　3段積み【先行】
フェンス　ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾞUF8型T-10　SC

アルミ木目調70角　柿渋

600角タイル　ピカデリーPIC-60HP-15

階段下部　LEDフレキシブルバー

ハンワホームズ株式会社

〇〇様邸新築外構 プラン
縮尺

1/100

日付

2017/6/29

担当

飯野房子プラン1

下草　低木は飯野から発注時に緑化園に指示
引き渡し　7/22
外構着工　7/24
ウッドデッキ/前の目隠し壁を早めに施工
車は２台所有　敷地内で停めれるように工夫

ガレージ奥行5400は道路から見て左側の狭いほうで確保

赤色部分カット
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設計ＧＬ＝ＢＭ＋１５００

既存擁壁上化粧ブロック2段積
フェンス　ライシスP型T-12

コンクリート

真砂土整地　人工芝
タイルテラス　600角RGD13とRGD11
屋根①ポーチガーデン　2.5間ｘ9尺日よけ不要
ホワイトパイン/屋根材（クリアマット）
建物に接する角はカットして出隅とつける

塗り壁　H1800
パイルストーン貼り
グランドライト2ケ
ベンチ　ブロック組積左官塗仕上げ　H400～450
天端300角　クレモナストーン
壁とクレモナストーンの間100ｍｍ白化粧砂利

600角タイル貼り

スポットライト

塗り壁　GL+H1800　JP100ホワイト

パーゴラポーチ　1.5間ｘ6尺
ロープ式シェード
ダークパイン

スロープ　アプローチ　インターロッキング敷き

塗り壁　GL+H1600
フェンス　ラフィーネ2型T-10

スポットライト

花壇　レンガ積
門柱　H2000　ブロック組積左官塗仕上げ　JP5005　櫛引
表札　アイアン
スポットライト

階段　ハーベストブラウン900*1800　P231
立ち上がり左官塗仕上げ

スポットライト

角柱　ディーズパティオショー
フェンス　ラフィーネ2型T-10

ポーチ延長　600角タイル貼り
ポーチたるも建物タイルはつり後600角タイル貼り

プラスG屋根　独立施工　SC+クリエモカ
角柱RC造　パイルストーン貼り仕上げ

柱内側4か所グランドライト
アイアン特注フェンス

スロープ

花壇　ブロック組積左官塗仕上げ
上部笠石設置

インターロッキング敷き
カッシア　ブラウン　ランダム貼り

ガレージ土間コンクリート

折れ点
スロープ

折れ点

歩道より土間を下げるため
内側でブロックを積む

左官塗仕上げ

駐車場の傾斜を緩くするため
深基礎が入っていない部分が

ある可能性

RC外部　ほうき草を入れたい

黄色斜線部分RC持ち出し

平らな部分5000確保

階段/テラスタイル貼り建物同
品

現場に70枚ほどタイルが余って
いたのでそれを利用

手すり

門扉　プレスタ2型06-12片開き

2Fベランダのパーゴラ塗装
ライトオーク

モルタル階段

給湯器の排水ホースの処理を考えます

ハンワホームズ株式会社
　〇〇様邸新築外構プラン

平面図

１：１００

立面図

１：１００

担当

飯野房子

設計

飯野房子

日付

2019/3/29





リゾートガーデンを
より豊かにする アイテム

屋外空間を暮らしに取り入れ豊かに暮らす、欧州のラ
イフスタイルによく用いられるリゾートガーデンは近
年、日本でも広がりつつあるガーデンスタイルです。
欧州流の、家庭でも出来るリゾートガーデン演出に役
立つアイテムを紹介します。

サルタソファセット・ユニティストレージ使用

家族や仲間たちと楽しいひとときを過ごすこ
とができるお庭がそこにあります。

欧州スタイルのガーデンには、「家族」・「友人」な
ど大切な人との暮らしを豊かにする為のアイデアが多
く、その要望は商品にも反映されています。欧州で人
気のアイテムを取り入れ非日常を味わうリゾートガー
デンの実例を紹介します。

欲しいのは
日常から開放される、
プライベート空間。

ゴーバーアイスクーラーラタンバルコニー

ニット3点セット ミランストレージ使用ニューヨーク4点セット
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