建てたい会社がきっと見つかる

注文住宅レポート

﹁工場での木材選びは宝探しみたい﹂
太い大黒柱が支える木に囲まれた家

Ｒにくり抜かれた壁がお洒落な和室。カウン 「壁一面の本棚が夢だった」というＴさん。読
ターの一枚板はあえて曲がったものを選んだ 書に没頭できる素敵な書斎が完成

どっしりとした大黒柱は、磨いた丸柱を希望し、天井の梁や水目桜の無垢材を採用した床など、木に囲まれた暮らしを楽しむＴさん家族。テ
レビ台やテーブル、カウンターの天板は、同社の工場で選び、愛着のわく住まいとなった（見開き写真すべてＴ邸）

〝大工さんが丹精込めてつくる家〟

大工さんがつくる木の家に憧れ︑木に囲

まれた暮らしを希望していたＴさん︒集成

材を使わず無垢材で大工さんが建ててくれ

ること︑要望を叶えてくれる姿勢も同社を

選んだ理由だったそう︒﹁広和さんのスタ

ッフは︑誰もが私たちのことを真剣に考え

てくれて一緒に悩んでくれるんです︒そん

な親身な姿勢や︑友達みたいに話せるとこ

ろも決め手に繋がりました﹂とＴさん︒希
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けでなく、食事をしたり、お酒を飲ん
だりして日々の暮らしも楽しんでいる
そう。（写真は和モダンなT邸外観）
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何度も修正を加えたＴさん渾身の間
取りプラン（右
図） は、W I Cや
家事室、 小屋裏
収納など収納ス
ペースがたっぷ
り。 インナーバ

浴室

何度も打ち合わせを
重ねたこだわりプラン

る方は︑ぜひ見学会や工場見学へ︒

軒下にも木をたっぷり使った濡縁は、リビングをぐるっと囲うようにＬ字型にレイアウト。
「子
どもがよくここで遊んでいます。近所のお友達も元気に走り回っていますよ」とTさん

玄関の式台や下駄箱の天板など、 工
場で味のある板を選んだＴさん（下写
真）。玄関を入って正面に見えるのは、
Ｔさんが希望した丸窓で、 スタッフが
提案した障子が上品な和の雰囲気を醸
し出している。「木材選びは面白かった
です」と、家づくりの過程も楽しんで
いたＴさんだった。
（右写真Ｔ邸玄関）

に憧れて︒
﹁気持ちいい家に満足﹂

カウンターや式台は
工場で選んで

このレポートの見どころ
良質な木や無垢材に包まれ
た心地よい暮らしを提供

生活スタイルや将来を見据
えたライフプランを提案

本社隣に製材工場を構え、
自社で卸・製材も行う

棚や一部の家具も造り付けにしたことで、色やトーンが揃い統一感のあるリビング。柱・桁・
天井は木材に塗装をかけることにより、空間が引き締まり、味わい深い印象に

迫力ある吹抜けは、高さの低い古建具に合わせて天井高も低くしたので一層高く広く感じる。
。
床はカエデの無垢材に塗装をしたものを採用している（見開き写真すべてＡ邸）

ほっと落ち着く
古民家風の家が実現
「遊びに来た友人も『新築なのにもの
すごく落ち着ける家だね』と言ってく
れ、みんな自分の家のように寛いでい
ます(笑)」とAさん。訪れた人がつい長
居してしまう家はAさんの狙い通り。こ
れが実現したのは、木の素材からこだ
わり、色合いまで調整、あえて低くし
た天井高、あえて設けた段差など、細
かい部分まで気を配ったＡさんと同社
スタッフの深い関係性の賜物だろう。

Aさんが一番こだわったという玄関は、田舎のおばあちゃんちに遊びに来たような、ほっとする懐かしい雰囲気が漂う。広い土間になっているので、来客とちょっと腰を下ろして楽しく会話
もできそう。写真左は造りつけの下駄箱、右は靴を履いたまま出し入れできる土間収納になっている。Aさんが希望した「おばあちゃんちみたいな懐かしい家」が見事に実現している

「完成してからが
本当のお付き合い」
広和木材の強みは、材木店として長
年の歴史を持つだけに、木のことを知
り尽くしたプロの確かな目で仕入れた
良質な素材 と熟練の大工が受け継い
できた、素材を最大限に活かす 匠の技
だ。「良い材料、いい大工は当たり前。
いかにお客様と向き合い、良い家を一

緒に創り上げていくかが重要です」と、
同社社長。
創業当初から、「自分の家を建てるよ
うな気持ちで携わり、完成してからが
本当のお付き合い」を合言葉にしてい
る同社。より良い家になるように提案
やアドバイスをしてくれ、親身になっ
てサポートしてくれる心強い スタッ
フ も大きな魅力である。
施主の要望以上の提案やアドバイスで、
満足度を高める営業スタッフたち

営業・設計・工務・製材・総務…それぞれのプロが一丸となって、施主の「楽しい家づくり」を丁寧にサポートしている

本社工場と小牧支店
で施主をサポート

■本社・製材工場
アクセス／中央自動車道「中津川」IC より
車で約３分
時間／ 10：00 〜 17：00
問合せ／ 0573-68-5050
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製材工場専門スタッフが案内する「工
場見学」を随時開催（要事前予約）。木
についての知識を深めながら、実際に
木に触れたり、香りを嗅いだりするこ
とで、やすらぎや癒しを実感し、住ま
いに木を取り入れた建築をする方が多
いと言う。興味のある方はぜひ問い合
わせの上、訪れてみよう！

工場見学者全員に桧の木片をプレゼン
ト！お風呂に入れたり使い道は色々
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スタッフの案内のもと、さまざまな木の
種類や性質を学びながら見学できる

木材を実際に素足で踏んで、木の感触や
あたたかみを確かめることもできる

問い合わせ先

TEL／0568-41-3950

様々な種類や大きさの木材がストックされ、注文の寸法に製材している製材加工場。工場見学 こちらはテーブルやカウンターの天板などに使われる一枚板のストックがいっぱい。自分たち
では、適材適所での木材の使い方などを学ぶことができる ※写真すべて同社製材工場
が暮らす場所の木材を選ぶのも、同社ならではの体験だろう

材木店から出発
良質な木材を安く

もっと詳しく知るにはこちら
（株）広和木材
小牧支店
《住所》愛知県小牧市東新町56
《TEL》0568-41-3950
《URL》http://kowamokuzai.com

様々な木材が並ぶ柱コーナー。同社の製材工場は木のいい香りとたくさんの木材に圧倒される。良質な木を見極め自社製材工場で卸や製材・加工を行うことで本物の木の家づくりを実践。他
の業者を通さないことで全体のコストダウンを図っている。
「見学会や工場見学で素材の良さを知ってもらった上で、家づくりのパートナーとして選んで頂けると嬉しいですね」とスタッフ
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広大な森の緑に包まれた本社・製材工場
■小牧支店
アクセス／名鉄小牧線小牧駅より徒歩 6 分
問合せ／ 0568-41-3950

下呂・中津川市方面
→
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まるでアートのようなくさびを装飾した
手すり。細部まで丁寧／施工例

工場見学へ行こう！
来場プレゼントあり

住まいに必ず「東濃桧」を採用する
同社の家づくり。同社は東濃桧の産地・
中津川に本社と製材工場を構え、小牧
に支店を構える。家づくりや資金計画
などの相談や、構造・完成見学会も随
時行っている（要事前予約）。気軽に問
い合わせをしてみて欲しい。

← JR美乃坂本駅

実際の住まいのどの部分に使われるかを
想定しながら、丹精込めて仕上げる

●担当者からご案内
私たち設計スタッフ
が、お客さまのライフ
スタイルや要望などを
じっくりお聞きしなが
らプランを提案しま
す。まだまだ若く、学
ぶことも多い私たちで
すが、一生懸命、全力
でサポートし、お客さ
まの夢をカタチにして
いきたいと思っていま
す。工場の見学もでき
ますので、気軽にお問 小牧支店設計スタッフ
田口(左) 梶田(右)
合せください。

●価格の目安
《資本金》1000万円
50万円／坪〜
《従業員数》30名
延床面積40坪の場合
《FAX》0568-41-3953
●商品データ
《URL》http://kowamokuzai.com
《商品名》無垢材の家
《E-mail》shiten@kowamokuzai.com
《工法・構造》木造軸組
《対応可能工法》木造軸組
《標準工期》約5ヶ月
《施工実績》49棟（2014年）
《商品の特徴》素材の持つナチュラルな素朴さを活 《建設業許可番号》国土交通大臣(般-25)第20492
かした居心地のよい自然住宅。ダイライト面材に 号
よる耐震工法や炭による防蟻処理、東濃桧の柱や 《一級建築士事務所登録》岐阜県知事登録第12032
大黒柱が標準仕様
号
●施工対応エリア
《宅建業免許番号》岐阜県知事免許(2)第4474号
名古屋市、尾張エリア、知多エリア、西三河エリア、《営業所》
岐阜県
本社／岐阜県中津川市千旦林 446
●アフター・保証
TEL ／ 0573-68-5050 FAX ／ 0573-68-5539
10年保証システムに基づいた点検を実施。また、 E-mail ／ honsha@kowamokuzai.com
木造住宅は乾・多湿気・低湿気と1年を過ぎやっ
と落ち着くので、特にそれまでは機器の取扱いと
併せて、担当工務・営業が用の有無にかかわらず
訪問し、調整や使い方を説明。連絡があった場合は、
担当した工務もしくは営業が状況・緊急性等を聞
いた上で、必要に応じて専門業者と対応。
●会社概要
《設立》1984年6月

東濃桧の産地・中津川で材木店から
出発した同社は、木の専門家として「本
物の木の家づくり」 を推進し、 安心・
健康・ 快適を追求している建築会社。
一方で製材業・木材問屋でもあり、自
社で材木の卸や製材も行い、他の業者
を通さないことで良質な木材を安く仕
入れることができる。そのメリットを
活かし、上質な無垢材を使用したこだ
わりの家を、検討しやすい価格で提供
しているのである。

岐阜県中津川市の、広大な緑の中にある同社の製材工場。環境に配慮して屋根に太陽光発
電50kWを設置し、出力も検証中

