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STAFF本情報誌への掲載や出演のお問い合わせは info@coiki.netまで ※マスク、消毒、ソーシャルディスタンス等、新型コロナウイルス感染症予防に十分配慮して取材をさせていただきました。

長引くコロナ禍で海外工場の生産が縮小・

停止するなどの影響で、確かに建築資材の

価格は上昇傾向にあります。一方で、2022

年から、住宅ローン減税制度が大きく変わり

ました。住宅ローン控除率が1％から0.7％

に引き下げられ、また、これまで一律10年だ

った控除期間は、13年へと引き延ばされま

した。「控除率が下がった」と聞くと、損をす

るような気持ちになる方も多いかもしれませ

んが、実は平均的な収入のご家庭にとって
は、控除期間が延びた分お得になるケース
が多いのです。
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住宅の資材価格が上昇していると聞くけれど…
今は家づくりを避けた方がいいの？

教えて！
河本さん
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※マスク、消毒、ソーシャルディスタンス等、新型コロナウイルス感染症予防に十分配慮して取材をさせていただきました。
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また、新たに、「こどもみらい住宅支援事業」

という、子育て世帯や若者夫婦世帯への補

助金制度もスタートしました。これらの制度

を活用すれば、建築資材の価格が上昇して
いても、お得に家づくりを実現できる可能性
があります。新築計画を先延ばしにしたとし
ても、ロシアのウクライナ侵攻などにより、資

材価格は今後さらに上昇するかもしれませ

ん。家づくりは、決意したときがベストタイミン

グともいえます。住宅ローンや利用可能な制

度を含め、それぞれのご家庭に合わせた最

適なプランをご提案させていただきますの

で、まずはお気軽にご相談ください！

明和町中谷川俣駅前分譲地

有限会社トミ・エステート

建築条件付全9区画

館林市北成島町2544
TEL.0276-74-0533

［物件概要］●所在地／明和町中谷371-1 ●交通／東武伊勢崎線川俣駅より約300m ●総区画数／9区画 ●地目/農地、現況・宅地 ●用途地域／
第一種低層住居専用地域 ●建ぺい率／40％ ●容積率／80％ ●面積／267.18㎡～（80.82坪～） ●販売価格／808万円～●接道／幅員6m公
道～ ●電気／東京電力 ●ガス／個別プロパンガス ●水道／公営　●排水／公共下水道 ●取引態様/仲介 ●造成／令和4年5月完工予定

［周辺施設］
●公共／明和町役場・・・・・・・・・・・・・徒歩16分
●教育／明和中学校・・・・・・・・・・・・・徒歩13分

●医療／明和セントラル病院・・・・・・・・・・・徒歩  5分
●買物／メイワケンゾー（スーパー）・・・徒歩13分

●公園／にっさと公園・・・・・・・・・・徒歩  6分
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「生まれも育ちも館林」という相澤さん。美容

師になったときからずっと、「ゆくゆくは地元に

帰って自分のサロンを開きたい」という気持ち

があったそうです。都内や大宮の美容院で腕

を磨き、3年ほど前から具体的に独立を考え

るようになりました。

「地元で開業」の夢を叶えた美容院
「Salon de LINKTH」を建てた土地は、相澤さ

んのお父様の代まで酒店が営まれていた場

所です。店を閉めてから1～2年は更地のまま

になっており、「土地はあったのであとはタイミ

ングだけ」（相澤さん）という状態でした。いよ

いよ独立開業を決意し、新店舗の工事がス

タートしたのが、去年の秋頃のことです。

河本工業との出会いのきっかけについて、「も

ともと親が知り合いだったんです。そのご縁で

お願いすることに決めました」と、相澤さんは

語ります。ご両親を含め、それまで河本工業に

工事を依頼したことはなかったものの、他の

建設会社を検討しようとは思わなかったのだ

とか。「何と言っても河本工業さんは地元で一

番の信頼度ですから。『地元で店を開くなら

河本工業さんに』と、安心してお任せしまし

た」。その期待に応えるように、営業担当の久

保田さんも、「『ご希望をできる限り叶えたい』

という一心で全力を尽くしました」と、言葉に

力がこもります。こうして着工から約半年後、

相澤さんのこだわりが随所に光る、素敵な美

容院がオープンしました。

「Salon de LINKTH」の店内は、壁も床も白を

基調とした、スタイリッシュなイメージ。清潔感

とともに開放感あふれる空間となっています。

ヘアカラー剤などでフロアが汚れやすい美容

院は、床材に木目やブラック、ブラウン系と

いった汚れが目立たない色を使うことが一般

的です。しかし、相澤さんの理想は、壁、床、天

井ともに、スッキリとした“白”。そこで、インター

ネットなどで汚れの落ちやすい白い床材を探

し、久保田さんに相談したそうです。

「希望した床材のサンプルを取り寄せても

らって、そこに実際にヘアカラー剤をべったり

と塗り、1日置いてから水拭きして、キレイに落

ちるかどうかを確認しました。一般的な床材

に比べれば値段は張りましたが、仕上がりに

は大満足です。フロアの色で、店内全体の雰

囲気がだいぶ変わりますから」と、相澤さん。

久保田さんも、「実は、この床材は、他のフロア

シートに比べて非常に硬いんです。施工もと

ても難しかったのですが、苦労した甲斐があ

りました」と続けます。

もうひとつの相澤さんのこだわりが、店内の動

線の確保です。美容院では、一度に複数のお

客様を同時並行で施術することも多いもの。

そのため、「いかに効率よくスムーズに動ける

か」を重視し、スタイリングチェアから背面の

センスとこだわりが詰まった店づくり
壁までの幅や、チェア同士の間隔、シャンプー

スペースの広さなど、何度も調整を繰り返した

といいます。「作業効率の良さは接客のクオリ

ティにもつながります。家具の配置とは異なり、

間取りは後で変更することはできませんから、

そこは徹底的にこだわりました」という相澤さ

んに、「サイズをミリ単位で細かく伝えてくだ

さったので助かりました。実際に設置するチェ

アを確認させていただいて、そのサイズに合

わせて間取りを決めていきましたね」と久保

田さん。密にコミュニケーションをとりながら、

理想のゴールを共有していったそうです。

とはいえ、相澤さんのお住まいはやや離れて

いる上、美容師の仕事はお休みも不規則で

す。施工中はこまめに会って打ち合わせがで

きない分、LINEや電話を活用して連絡を取り

合っていたそう。「久保田さんからはイメージ

を画像で送ってもらえたので、やり取りはス

ムーズでしたよ。どうしても直接話さなければ

分からないポイントは、あらかじめピックアップ

しておいて、まとめて打ち合わせするようにし

ていました」という相澤さんに、久保田さんも

「頻度は少なくても密度の濃いお話ができま

した。1回の打ち合わせが長時間になることも

ありましたね」と振り返ります。

新築
ユーザー
レポート

NEW HOUSE REPORT
SALON DE LINKTH

2022年3月18日、館林市の5号道路（県道7号佐野行田

線）沿い、大手町の交差点角に、美容院「Salon de 

LINKTH（サロン ド リンクス）」がオープンしました。白い壁

と大きな窓のスタイリッシュな外観は、通りからもひときわ目

を惹きます。オープンからまだ日が浅いにも関わらず、「オ

シャレな美容院ができた」と、近隣の方々から注目を集め

ている様子。お店作りに込めた思いやこだわりを、オーナー

スタイリストの相澤有平さんに伺いました。

2022年3月18日、館林市の5号道路（県道7号佐野行田2022年3月18日、館林市の5号道路（県道7号佐野行田

洗練された雰囲気と
親しみやすさを両立した
理想のヘアサロン

大きな窓から明るい光が差し込む店内。席の合間には、目隠しとインテリアを兼ねた観葉植物を配置

カラー剤やパーマ液などの
汚れもキレイに落とせるという
こだわりの白い床

ミラーを支える柱を加工し
中に配線を隠しました

「久保田さんには細かい希望も伝えやすくてよかったです」

相澤さんのこだわりが詰まったサロンの前で、営業担当の久保田さんと

「丁寧なカウンセリングで
皆様の髪のお悩みを解消したいですね」

「ご希望を叶えることを最優先にしながらも、
ご予算内で収められるように配慮しました」

館林市／Salon de LINKTH



店舗を新築する際の設備工事は、一般住宅

とは大きく異なります。特に美容院はシャン

プー台を設置するため、水道の配管も独特で

す。「Salon de LINKTH」のように、シャンプー

ボール（髪を洗うための洗面台）が壁に接し

ていないタイプの場合、給排水のための配管

設備は床下を通ることがほとんど。そのため、

多くのサロンでは、シャンプー台周りの床を一

段高くする床上げ工事を行います。しかし、

「Salon de LINKTH」のシャンプースペース

は、他のフロアと変わらずフラットな状態です。

段差を避けるため、はじめにシャンプー台の

位置を確定させてから床下の工事を行った

のだとか。その背景には、「来店してくださるお

客様のために、入口から店内すべてバリアフ

リーにしたい」という、相澤さんのホスピタリ

ティがありました。

白を基調とした内装の中で、シャンプースペー

スだけは柔らかなブラウンカラー。天井もやや

低くし、照明も温かみのある色合いに変化が

つけられています。心地よいシャンプーのひと

ときが、よりリラックスできそうですね。

配管や配線にも見えない工夫が
また、カットやカラー、ブロー、パーマなどの施

術をするセット面には、1台につき4つのコン

セントが配置されています。しかし、ミラーを支

える柱のどこにも配線らしきものは見当たりま

せん。「このセット面は、私のイメージをもとに

河本工業さんにお願いして、オリジナルで作

成してもらったものです。配線がお客様の目

に触れないようにしたくて、隠してもらったん

ですよ」と相澤さん。続けて久保田さんが、「配

線は柱の中に通しているんです。これも施工

が少々大変で、社内で他のスタッフにも相談

しながら完成させることができました。ご希望

がある以上は『できません』とは言いたくない

し、だからといって、ご予算をオーバーすること

もしたくない。デザイン性、機能性、コストの3

つを同時に叶えるために、いろいろと工夫を

しました」と、教えてくれました。

カットスペース後方の壁の向こうには、カラー

やパーマの薬剤を作るバックルームが。左右

のどちらからも通り抜けられる作りになってお

り、受付へもカットスペースへもスムーズに行き

来ができます。

スッキリとした外観からは一見気付きにくいの

ですが、「Salon de LINKTH」は実は2階建

て。受付脇の引き戸を開けると、2階へと続く

階段が現れます。サロンの2階は、キッチンや

バス、トイレも備えた、寝泊まりも可能な広 ス々

ペースです。「ゆくゆくは着付けの部屋として

活用してもいいですし、エステなどのサービス

を提供するのもいいですね。スタッフが増えた

ら、休憩室としての利用も考えています」と、相

澤さんが展望を語ってくれました。

オープン以降は、「工事中から完成を楽しみ

にしていた」というお客様が、続 と々訪れてい

る様子。通りに面した大きな窓から店内の雰

囲気をうかがい知ることができるため、初めて

の方も安心して来店しているようです。

サロン2階は居住も可能な広 ス々ペース
「河本工業さんのおかげで、お客様に気持ち

よく過ごしていただける、自分のイメージ通り

のサロンができました。世代や性別を問わず、

ヘアスタイルは、その方の印象を左右する大

切なポイントです。髪に対するお悩みやご希

望など、何でも気軽にご相談いただきたいで

すね。このサロンが多くの方に幸せを提供で

きる場所になれたら、とても嬉しいです」

シャンプースペースは壁や天井もブラウン系でまとめ、
包み込まれるような温かさを演出

サロンの2階には、さまざまな用途に活用できそうな
広いスペースが

認識違いがないように、LINEや電話なども活用してしっかりコミュニケーションをとっていたそう

大理石調の受付カウンターの下には、
柔らかく光るライトを設置

素敵なサロンで、今後の展望も広がります

洗練された直線的なシルエット。壁全面の大きな窓が明るい雰囲気を生み出しています

NEW HOUSE REPORT
SALON DE LINKTH



サロン ド リンクス

〒374-0023 群馬県館林市大手町6-31  定休日／木曜日＋不定休

予約優先制TEL.0276-55-8259
ご予約はホットペッパービューティーで! 検索サロン ド リンクス

OPEN 10:00 - CLOSE 20:00

3.18FRI GRAND OPEN

今年3月に大手町交差点にオープンした美容院「Salon de LI   NKTH」。新たなビューティスポットとして、早くも話題を集めています。
一人ひとりの魅力を引き出し“自分史上最高髪”を目指せると  いうこだわりの施術のポイントを探ってみました。

「いつも何となくカットをお願いしているけれ

ど、本当に自分に合う髪型がわからない」

「自分のなりたいイメージがうまく美容師さん

に伝わらず、仕上がりに違和感を覚えること

が多い」――そんな悩みを持つ人にこそ是

非訪れてみてほしいのが、3月にオープンし

た「Salon de LINKTH」です。

オーナースタイリストは経験豊富な実力派。

上質なプライベート空間で「なりたい自分」が叶うサロン

［スタンダードメニュー］

カウンセリングを重視し、一人ひとりの悩み

や希望を把握した上で、骨格・髪質・髪型を

見極めながらベストな提案をしてくれます。例

えばショートカットなら、普段のセットが楽に

なるように配慮しながら、理想のシルエットと

ボリューム感を実現。トレンド感を取り入れた

メンズカットも人気です。

また、「髪が痛んでしまうのでは？」と思われが

ちなヘアカラーは、ダメージケアにこだわりが。

髪に栄養成分を補給し、カラーしながらヘア

ケアできる薬剤を用いて、肌色やファッション

などを考慮した似合う髪色を叶えます。

髪のパサつきや広がり、乾燥などに悩み、

「髪質改善したい！」という人にもおすすめ。

ハリ・ツヤのある美しい髪を保つためのホー

ムケアのアドバイスも実施しています。

一般
スクールカット（中～高校生）
ジュニアカット（小学生以下）

パーマ
デジタルパーマ（ロング料金アリ）
縮毛矯正（ロング料金アリ）

¥4,950
¥4,400
¥3,850

¥9,350～
¥16,500～
¥19,800～

カラー（フル）
カラー（リタッチ）
リッチカラー（ダメージ軽減）

髪質改善カラー
ハイライト
ブリーチ

¥7,150～
¥6,050～
¥8,250～

¥12,650
¥9,350
¥8,800

リッチトリートメント
ベーシックトリートメント
クイックトリートメント

シャンプー・ブロー
前髪カット
ツーブロックカット

¥6,600
¥4,400
¥2,200

¥2,750
¥1,650
¥1,650

CUT［シャンプー・ブロー込］

PERM［ロング料金アリ］

COLOR［ロング料金アリ］ TREATMENT［Trのみは＋￥2,750］

OTHER［その他メニュー］

※ロング料金　M＋￥1,100／L＋￥2,200  ※パーマやカラー等は髪の状態や頭皮・皮膚が過敏な場合には施術が不可能な場合があります。  ※記載メニュー以外の施術等はご相談ください。

館
林
駅

セブン
イレブン様
●

ブックオフ様●
自慢亭様●

石井精肉店様●★

●
丸亀製麺様

ローソン様
●

●
スターバックス様

至佐野

至板倉

［スタンダードメニュー］

大手町

N

“自分史上最高髪へ”大手町交差点にグランドオープン。
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年から、住宅ローン減税制度が大きく変わり

ました。住宅ローン控除率が1％から0.7％

に引き下げられ、また、これまで一律10年だ

った控除期間は、13年へと引き延ばされま

した。「控除率が下がった」と聞くと、損をす

るような気持ちになる方も多いかもしれませ

んが、実は平均的な収入のご家庭にとって
は、控除期間が延びた分お得になるケース
が多いのです。

KOMOTO
STYLE

2022 SPRING-SUMMER
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住宅事業部 営業 久保田祥平

住宅の資材価格が上昇していると聞くけれど…
今は家づくりを避けた方がいいの？

教えて！
河本さん

ANSWER FROM
KOMOTO STAFF

TAKE
FREE

※マスク、消毒、ソーシャルディスタンス等、新型コロナウイルス感染症予防に十分配慮して取材をさせていただきました。

3.18FRI  GRAND OPEN

「
大
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交
差
点
」
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また、新たに、「こどもみらい住宅支援事業」

という、子育て世帯や若者夫婦世帯への補

助金制度もスタートしました。これらの制度

を活用すれば、建築資材の価格が上昇して
いても、お得に家づくりを実現できる可能性
があります。新築計画を先延ばしにしたとし
ても、ロシアのウクライナ侵攻などにより、資

材価格は今後さらに上昇するかもしれませ

ん。家づくりは、決意したときがベストタイミン

グともいえます。住宅ローンや利用可能な制

度を含め、それぞれのご家庭に合わせた最

適なプランをご提案させていただきますの

で、まずはお気軽にご相談ください！

明和町中谷川俣駅前分譲地

有限会社トミ・エステート

建築条件付全9区画

館林市北成島町2544
TEL.0276-74-0533

［物件概要］●所在地／明和町中谷371-1 ●交通／東武伊勢崎線川俣駅より約300m ●総区画数／9区画 ●地目/農地、現況・宅地 ●用途地域／
第一種低層住居専用地域 ●建ぺい率／40％ ●容積率／80％ ●面積／267.18㎡～（80.82坪～） ●販売価格／808万円～●接道／幅員6m公
道～ ●電気／東京電力 ●ガス／個別プロパンガス ●水道／公営　●排水／公共下水道 ●取引態様/仲介 ●造成／令和4年5月完工予定

［周辺施設］
●公共／明和町役場・・・・・・・・・・・・・徒歩16分
●教育／明和中学校・・・・・・・・・・・・・徒歩13分

●医療／明和セントラル病院・・・・・・・・・・・徒歩  5分
●買物／メイワケンゾー（スーパー）・・・徒歩13分

●公園／にっさと公園・・・・・・・・・・徒歩  6分

先着順申込受付中

川
俣
駅

●
明和町
役場

●
明和
セントラル
病院

至 館林

至 羽生

現地

売主

邑楽郡明和町中谷136 免許番号／群馬県知事（5）第6224号
TEL.0276-84-2739仲介

好 評 分 譲 中
A区画

モデルハウス
建設予定地

済

済済
※建物イメージです。

122

川俣駅入口

※2022年5月末日現在

komoto-style.jp 河本工業  住宅〒374-0057 館林市北成島町2544  FAX.0276-72-3327

TEL.0276-72-3325新築のご用命はこちら 0120-75-9188リフォームのご用命はこちら

267.82m2
（81.01坪）

810万円

B区画
267.18m2
（80.82坪）

808万円

D区画
272.83m2
（82.53坪）

825万円

8.2m道路 E区画
272.80m2
（82.52坪）

825万円

F区画
272.63m2
（82.47坪）

824万円

6.0m道路

9.0m道路N

川俣駅
徒歩

約4分
敷地面積

以上
約80坪

NEWS

お家を愉しむ。
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