建てたい会社がきっと見つかる

注文住宅レポート

製材工場の見学で豊富な木と香りに
圧倒︒太い梁が魅せる自然素材の家

２階から見下ろしたリビングダイニング。貫禄のある太い梁が空間のアクセントなっている。壁は、ホタテ貝やもみ殻など自然素材でつくら
れた「チャフウォール」を採用。
「雨の日でも室内はさらっとしていて、以前の家とは、空気感が違います」と心地よさを実感していた

玄関には素敵な造作の下駄箱が。
「下駄箱の一 和室と一体感のあるリビング空間。
「ペレットストーブは、広和さんからの提案です。冬もこ
枚板は製材工場で選びました」
れだけで2階の踊り場まで暖かくなり、操作も簡単で手軽なので良かったです」とＹさん

アトピーの施主が︑見学会で 時間

過ごして確認︒工場見学も決め手に

今回掲載しているＹさんは︑妻と息子が

社
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アトピー体質なことから︑
﹁自然素材﹂をキ

ーワードに建築会社を巡り︑ようやく

目にして広和木材に辿り着いた︒
﹁スタッフ

に
﹃まずは︑
望むことを全て言ってください﹄

と言われ︑それはそれは沢山の要望をわー

ンが出てきたんです︒中津川の工場へ行き︑

っと言ったら︑要望を全部クリアしたプラ

社長さんの話を聞けたこと︑たくさんの木

材と木の香りにも魅了されましたね﹂とＹ

時間滞在させてもらい︑イヤな感

さん︒また︑同社の完成見学会に参加した

際は︑

じがしないかもチェックし︑自然素材の良

さを実感できたことも決め手に︒そうして︑

開放的な空間を実現しつつ︑耐震性にも優

れた︻長期優良住宅︼対応の住まいが完成︒

ると︑
﹁夏もエアコンなしで過ごせ︑冬はス

２年が経過した現在︑住み心地を尋ねてみ

トー ブ一台 で バッチリ ︒ 居 心 地 がよ く て ︑

遊びに来た友人も裸足になって寛いでくれ

ます︒広和さんとの良いお付き合いも続い

ていますよ﹂と︑笑顔で話してくれた︒

吹抜けはＹさんの希望で実現し、明るさと開放感いっぱい！ＬＤＫは22.5畳でアイランドキッチンを採用し、床はスタッフの提案でナラの無垢材、天井も無垢の杉板を貼っている。
「風の通
りがよく、光もたくさん入ってきます。年中快適な住み心地で、断熱効果や吹き付けの壁の調湿作用などを実感しています」とＹさん（見開き写真４点同社施工例）

2
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このレポートの見どころ
良質な木や無垢材に包まれ
た心地よい暮らしが実現

デザイン性と耐震性に優れ
た長期優良住宅

本社隣に製材工場を構え、
自社で卸・製材も行う

緩やかなカーブを描くストリップ階段。
「階段
がベンチ代わりにもり、ちょうどいいです」

いぶし瓦に深い軒のある縁側、石が配されて梅が咲き誇る庭…古き良き日本の家屋を彷彿とさせる古民家風のＩ邸。からし色の外観は、スタッフの提案で実現した。広い庭や縁側
は子どものとっておきの遊び場。四季折々の表情を見せる庭を眺めながら縁側で飲むお茶は格別だろう（このページの写真すべてＩ邸）

ナチュラル和風の外観。Ｙさんの絶対条件だ
った長期優良住宅にも対応している

南側半分が吹抜けになり、梁や屋根の構造材が見える開放感いっぱいのLDK。モダンなソファ ２階のホールには造りつけの本棚を設置。読書好きにはたまらない、何ともうらやましい空間
ーや照明もマッチする古民家風で、ほっと落ち着ける住まいとなった
だ。ここからリビングを見下ろすこともでき、家族のコミュニケーションもしっかりとれる

真壁の和室。床柱は製材工場で選び、槐（え 勾配天井に見える桧の丸太梁は、Ｙさんが木の性質や適所を夜な夜な勉強して決めたのだそう。
「大工さんも、飾り棚やプリンターを置く台を
んじゅ）という縁起の良い柱なのだそう
つくってもらったり、本当に良くして頂きました。毎日のように一緒にお茶していたので、完成してからはしばらく寂しくて…」とＹさん

■Ｉ邸間取り図
●延床面積／155.68㎡（47.0坪）
●敷地面積／439.02㎡（132.8坪）

カウンターや式台な
ど工場で素材を厳選

取材の際も、とても仲がよく終始楽
しい会話が繰り広げられていたご夫婦
とスタッフの稲垣さん。家づくりを振
り返って頂くと、「稲垣さんは、とにか
く話をよく聞いてくれて、とても親身
になって考えてくれました。床材など
のアドバイスはもちろん、玄関のコー
トをかける収納など、気づかなかった

カウンター

洋室（5畳）
フリー
ホール

2階

納戸
（4.5畳）

本棚

洋室（5畳）

吹抜

ことまでアドバイスしてくれました。
母が住む母屋へも繋がるようにと、キ
ッチンからの勝手口を提案してくれた
のも稲垣さんでした」と、家のことだ
けでなく、家族の繋がりにまで気を配
ってくれたそう。Ｙさんは、家が完成
し２年が経った今でも、近くで同社の
見学会があると、見に行っているほど。
同社は建築中はもちろんのこと、建て
た後も、しっかりとお付き合いができ
る会社なのだと改めて感じた。

吹抜

吹抜

ロフト

ロフト

吹抜

ロフト
WIC
（4畳）

洗面

隅々まで「古民家風」で統一された
Ｉ邸は、 木のぬくもりあふれる室内、
和情緒あふれる庭など、くつろげる空
間が実現している。床は、スタッフと
一緒に材木市場まで行き、無垢材のワ
イルドバーチを採用。「通り土間や外観
デザイン、風呂の窓から見える坪庭な
どは広和さんからの提案。トイレのカ
ウンターや玄関の式台、テレビ台など
の素材は広和さんの工場で選びました」
とＩさん。（写真３点Ｉ邸）

何でも話せるスタッフ
要望以上の提案も

子ども室
子ども室
（5.2畳） （5.2畳）

主寝室
（9畳）
吹抜

土間物入

2階
バルコニー

1階
和情緒溢れる通り土間。右手は造作の下
駄箱、式台の木材は製材工場で選んだそう

以前の家で使っていた戸を、スタッフの
提案で再利用。違和感なく馴染んでいる

浴室

洗面

脱衣室
（1.5畳）

和室
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濡縁

「親身になって相談にのってくれました」
Ｙさんご夫婦とスタッフの稲垣さん（右）

土間収納へ繋がる 子ども部屋は勾配
ミセスコーナー
天井でロフトを設置

トイレは、無垢材のカウンターや手洗い
鉢にもこだわって
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1階

Ｙ邸間取り図／ウォークインクローゼットに
は婚礼箪笥も入るように設計

「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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ＪＡ
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同社は、完成してからでは見ること
のできない「構造」にも強いこだわり
をもっている。同社が厳選した「素材」
や素材を活かす技術、地震に強い構造
を確認してみて欲しい。また、実際に
建ててくれる大工の人柄、仕事ぶりな
ども確認できるので、安心感も得られ
る。見学希望の方は気軽に問合わせを。

木の特徴を知り尽くした大工が、適所に
木材を美しく組み上げていく

イオン

小牧支店
→春日井
東海ゴム
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市民病院

中津紙工

41

小牧警察署 小牧高 市民会館
小牧小

メナード美術館

中央自動車道
←
恵那インター

熟練大工の匠の技や、丁寧な手仕事も同
社の大きな強み

真ん中の紅白の布で覆われているのが、
大黒柱（写真3点施工中写真）

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 こちらで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
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（この頁の写真すべて同社製材工場） ち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

→春日井

木曽方面 →

ミスター
ドーナツ

小牧駅
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GS 旭

間々本町

旧 号

↑犬山
コロナ

図書館

←恵那方面

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
→
GS

ファミリーマート
王将
中津スバル

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

随時開催！構造見学
会で匠の技を確認

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
当社は東濃桧の産地中
津川で材木店から出発
した建築会社です。木
材の特長や温もり・風
合いを存分に活かしな
がら理想の住まい、希
望の間取りをご提案致
します。お客さまの大
切なご家族が安心して
快適に生活できる、健
康で丈夫な家づくりを
一緒に考え、創り上げ
ていきましょう！気軽 専務取締役
にお問合わせ下さい。 小牧支店 支店長 倉野

●価格の目安
《資本金》1000万円
50万円／坪〜
《従業員数》35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》53棟（2015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。

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／製材工場

工場見学へ行こう！
来場プレゼントあり
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
いという。興味のある方はぜひ問い合
わせの上、訪れてみよう！

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

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

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

