それは、100年の
「安心」「健康」「快適」を
守り続けるテクノロジー。
目先の暮らしやすさや利便性は、時代の流れととも
に変化します。これまでの日本の住まいの多くが、築
30年ほどで建て替えを強いられてきたのは、その側面
だけに目を奪われてきた弊害に他なりません。快適工
房が追求したものは、時を経ても変わらない価値。欧

米のように100年という人の生涯の視点で住まいをとら
え、その中でいかに変わらずに「安心」「健康」「快
適」という価値を提供し続けられるか。快適工房は、
そこに向けてテクノロジーを結集させています。

グローバルな視点で日本の住まいを考えました。
欧米諸国の住まいが一生涯にも及ぶ長い耐用年数を誇るのに対し
、これまでの日本の住まいは、わずか30年ほどで建て替えを考え
なければなりませんでした。快適工房では、その反省をもとに、欧
米なみの耐久性の実現に向けて開発を進めてきました。

百年住宅に対応！
基礎は鉄筋入りベタキソに加え
１５０㍉巾の布基礎を標準仕様。

優れた基礎は、日本の気候風土をきちんと知っている
その土地の状況をあらゆる角度から入念に調査。

■基礎施工までの流
れ
どんなに性能の優れた住まいでも、地盤そのもの
現地調査
の強さなしには、その力を充分に発揮できません。

ホールダウン金
物
アンカーボルト

土台

安心の住まいづくりのためには、建てる前にその
▼
土地の状況をしっかりと把握しておくことが重要
です。快適工房では基礎の設計にあたって、まず
敷地調査
「現地調査」で土地の高低、各境界ポイントなど、
周辺の環境を確認。その後「敷地調査」を行い、
▼
電気、ガス、水道の引き込み、さらに、法規に関
する隣地・道路との境界等まで綿密に調べ上げま
スウェーデン式
す。そして、「スウェ－デン式サウンディング調
サウンディング調査
スウエーデン式サウンディング調査
査」で敷地地盤の貫入抵抗を測定。そこで判定し
（地盤調査）
た、その土地の硬軟・耐力、および砂層・粘土層
などの地層の構成や性質の結果は、正確な報告書としてお客様に提出いたします。
▼
また、これらの調査で、軟弱な地盤と判断された場合には、適切な地盤補強、もし
くは基礎補強をご提案しています。
調査報告

強国な鉄筋コンクリートベタ基礎。
建物の重さを支え、地震などの力をスムーズに地盤に伝える
基礎。この基礎の強さこそ、住まいの耐震性の大前提だとい
えます。快適工房で採用している「ベタ基礎」は、地盤全面
に１５０mm厚の鉄筋入りコンクリートを打設し、幅１２０
mm（木の材仕様により１５０mmの場合もあり）立ち上が
りと一体化させた、いわば地盤全体で建物を支える構造。こ
れにより建物の安定性を向上させながら、地震などの外力を
確実に地盤に伝えます。また、地面から上昇する水蒸気につ
いても考慮。快適工房では、一面のコンクリートの下部に防
湿シートを施し、地面からの湿気を寄せつけないようにして
、構造材の腐朽、白蟻の繁殖、鉄筋の腐食を防いでいます。
まさに、地震大国、高温多湿の日本に最適な基礎といえます
。

▼
地盤補強
標準基礎

（補強が必要な場合）
深基礎

表層改良

基礎パッキン
防湿シート

支持層

▼
深層改良

小口径
鋼管杭

基礎施工

■地盤補強の種類

鉄筋コンクリートベタ基礎の施工写真

■基礎パッキンを使用した床下

基礎パッキンによって床下の湿気を排出。

適切な白アリ対策。

快適工房では、床下の湿気対策も万全。床下の通気を良くす
るため、「基礎パッキン」を使って土台を浮かせ、自然の風
による床下全周換気で、湿気をムラなく排出。空気の自然な
流れで床下の換気が行えます。さらに、従来の床下換気口と
違い、基礎と土台の問に隙間を
つくる工法なので、合理的な配
筋施工がはかれ、耐震性につい
ても優れた力を発揮。この「基
礎パッキン」と地盤面の「ベタ
基礎」の相乗によって、床下の
乾燥状態を維持し、構造材の強
さを末永く守ります。

住まいが、いかに優れた構造
材を使用していても、白アリ
という天敵が存在すれば、そ
の強さは損われてしまいます。
快適工房では、構造材を白ア
リの被害から守るため、まず、
その侵入経路となる「ベタ基
礎」の周囲に土壌処理をしっ
かりと施しています。そして、
構造躯体の要となる土台、柱、
筋交い、根太、大引などには、地盤面から高さ１m程度
で、有効な防蟻処理を入念に行い、白アリを寄せつけ
ません。

基礎パッキン

端々に湿気が溜まりません。

鉄筋コンクリートベタ基礎

当社の基礎は、床下全面に鉄筋入り
のコンクリートを敷きつめ、立上が
り部分と一体化させた「ベタ基礎」
です。

C H E C K
ＰＯＩＮＴ
欠陥は普段、
見えない所にある。

基礎部分を怠ると家が根
元からダメになります。

こんな基礎の現場は許せ
ません。しかし、よくみ
かけるのが現実です。

初歩的な
基礎のミス

床下に
散らかった
木屑の残材

しばらく
すると
白蟻の巣

白蟻で
こんなに
悲惨に

木を科学した木だから、想像以上の創造力を備えている。
性能表示時代に応える
エンジニヤードウッド。

含水率は、形状変化のない15％以下に設定。
一般的な施工に使用される未乾燥スギ材やべイマツ材は、含水率が30％以上で
、施工後に乾燥して約15％程度で安定するといわれています。そして、その間
、約10mmも収縮することが実験の結果、明らかになっています。これが施工
後の「クロスの割れ」「床の不陸」「床鳴り」「建具の不具合」といった構造
躯体の変形につながっている訳です。工ンジニヤードウッドは、工場出荷時に
おいて、既に含水率15％以下に設定されていますので、施工後に構造材の収縮
・変形、狂い等はほとんど発生しません。

快適工房の工ンジニヤードウッドは、原材料で
あるレッドパイン材をひき板にし接着積層した
木材製品で、その強度、品質等は、さまぎまな
角度からの科学的なデータで実証されています
。「品確法」の導入によって、性能についての
分かりやすい表示が求められるなかで、ひとつ
一つの性能を具体的な数値で明快に提示できる
、まさに21世紀の安心素材といえます。

どの木よりも強い。

■含水率による木材収縮比率

1.5倍

一般木材と
比致して

の強さ

快適工房では、工ンジニヤードウッドと他の木材との強度の違い
を確かめるために、最大荷重をかけた破壊実験と、曲げヤング係
数、曲げ強度等の比較実験を行いました。その結果、一般製材が、
５．９ｔの力で破壊されたのに対し、エンジニアードウッドは８．
９ｔまでもち堪え、一般製材の約１．５倍の強さをもつことが実
証されました。さらに、木の修復力を表す戻り率についても約１．６倍の数値を示すなど、工ンジニヤードウッドは、他のどの木村と比較しても、最も
曲げに強く、たわみにくいという結果が得られたのです。これは、万一、地震や台風にみまわれたとしても、倒壊などの最悪の事態を招かないというこ
とを示しています。
長期許容応力度kg／㎝３

約

■一般製材品との比較

収
縮
率
㎜

含水率 ％

＊梁せい３００㎜の木材の板目方向への収縮比較

■一般製材品との比較

出
現
頻
度
％

実験の荷重方法は、一定変位（５㎜及び１０㎜/分）
で 、荷重点と木材の中央部のたわみを計測し、曲
げヤング係数、曲げ強度などを求めました。

ヤング率 Kｇｆ・／cm3

エンジニヤーウッドの強度と安全性
工ンジニヤードウッドの強さの秘密は、製造過程にあ
ります。まず板状にした木材から、腐れ、割れ、大き
な節などの欠点をすべて除去。次に乾燥で含水率を下
げ、強度別に試験分類した後、同質の木材同士をフィ
ンガージョイントという信頼性の高い方法で強固に噛
み合わせてひき板にします。それを何枚も張り合わせ

たものが工ンジニヤードウッドですから、強度に優
れているのは当然。しかも接着剤には接着性能が高
いレゾルシノール樹脂を使用。高温プレスによる接
着によりJAS規格の厳しい条件をクリアしています
。また、工ンジニヤードウッドを使用した際のホル
ムアルデヒドの室内汚染濃度は、室内濃度の許容範

囲である0．08ppmより遥かに少ない数値なの
で、人の健康にも全く問題ありません。また、
その接着力の高さは、自衛隊の掃海艇や長野オ
リンビソク会場に採用されたことでも実証され
ています。
■ホルムアルデヒド放出量比較

３cm or ４cm

コンピューターで
割り方を計算

欠点を除去

欠点をとって
フィンガージョイントする。

ホットプレス

■集成材を使用した長野オリン
ピック競技場(走行バトン）

合版Fc0 ・合版Fc1・合板Fc2 集成材
メーカー測定値より

断面欠損の少ない接合で
構造材の強度を損なわない。 ■一般木造と当社接合工法

剛床によって、水平耐力をさらに強化。

の接合部、強度比較

これまで木造住宅の弱点は、構造材と構造材をつな
ぐ接合部にあるとされてきました。接合部の施工は
、難しい技術が要求され、職人の腕次第で仕上げに
バラつきが生まれるといわれています。しかし、弱
点の最大の理由としては「ほぞ」を組むために、木
材に欠き込みを入れて断面欠損をつくり、構造材そ
のものの強度を損なうところにあります。地震など
の外力は接合部に集中するため、どうしてもそこに
変形や歪みが発生しやすくなるからです。快適工房
は、そこに着目し、構造材の欠損部を少なくして、
フレーム金物でがっちりと接合する、工法を採用し
ました。収縮の少ない工ンジニヤードウッドの安定
性と相まって、驚くほど堅牢な構造躯体が実現しま
す。従来の接合部との強度を比べ
た実験では、約1．8倍の強さを示
すという結果が得られました。ま
た、すべての金物には、塩化噴霧
試験で2000時間以上サビを発生さ
せ無い特殊処理が施されています。

約

一般木造

当社工法

＊上記データーは当社が林業試験場で実験し
た数値です。

1.8倍の強さ

当社仕様剛床施工図

従来の接合部
と比較して

『快適工房』の床は、地震の水平方向
の力に対抗するため、梁に28mmの構
造用合板を直接打ちつけた「剛床」と
しています。これは建築構造において
も、建物に加わる外力をバランス良く
耐力壁に伝えるとともに、建物のねじ
れや歪みを防ぐ役目もします。通常の
床の場合、水平耐力を保つために火打
ち材を入れたりしますが、床面の強度
にバラつきが発生しがち。「剛床」は
、構造用合板が床全面に緊密に接合さ
れ、建物のの構造躯体と一体化してい
るので、強度にバラつきがなく安定し
ていて、優れた水平剛性を発揮するこ
とができます。また、柱を少なくでき
る構造であるため、大空間設計はもと
より、将来のライフスタイルや加齢配
慮に応じた間取り変更や改装も
容易に行えます。

●抜群の遮音性。１．２階は28mmの構造用合板。
２階は＋遮音 マット＋フロアーの強力な３層構造。
もちろん、２階にピアノを置いても大丈夫です。優れた断熱効果も
あり、経費が大幅に節約できます。

フロアー
遮音マット

下地合板

気泡が小さいから、熱が伝わりにくい。
ネオマフォームをはじめとするプラスチック系断熱材は、樹脂を
断熱性の高いガスで発泡させてつくるので、樹脂中に多くの気泡
を含んでいます。その気泡が小さいほど、樹脂や気泡 による熱
の伝導、気泡膜間の輻射、気泡内のガスの対流も小さくなり、熱
が伝わりにくくなります。ネオマフォームは、１００ミクロン未
満の極めて微細な気泡で構成されることにより、熱伝導率が0．0
20W／m・Kという、最高レベルの断熱性能を実現しています。
ネオマフォーム

押出発泡ポリスチレン(参考）

断熱材のレベルが違うから、
快適さのレベルも違う。
■ネオマフォーム

■従来の断熱材

（気泡が小さい場合、断熱性能が良い）

（気泡が大きい場合、断熱性能が悪い）

硬質ウレタンフォーム（参考）

断熱材に、世界が注目する
ネオマフォームを採用。
次世代高性能断熱材ネオマフォーム

＊熱伝導率
熱の伝わりやすさを示す数値
で、小さいほど熱を伝えにくい。

時を経ても、断熱性能の劣化が極めて少ない。
理由１

快適工房の外断熱工法の構造躯体を隙間なく
包む断熱パネルは旭化成の画期的断熱材ネオ
マフォーム。これは、最高レベルの断熱性能
を誇るとともに、性能劣化が少なく、燃えに
くいなど、多くのメリットを備えた素材です
。何より、地球環境に貢献するグリーンガス
発砲が、全世界の注目を集めています。

ネオマフォームは独立気泡率が高い。

断熱材を構成する気泡の独立気泡率が高い
と、ひとつ一つの気泡内でガスの対流がき
ちんと行われますので、他の構成要素の断
熱性能に影響を与えることはありません。
ネオマフォームは94～95%と圧倒的な立
気泡率を
ネオマフォーム
誇ってい
ます。

理由１

■ネオマフォームの断熱性能の長期性能維持特性

ネオマフォームは気泡膜のガス透過性が低い。

気泡膜のガス透過性が高いと、気泡内の断
熱ガスが空気と置換され、断熱性能が低下
してしまいます。ネオマフォームは、気泡
膜の透過性が極めて低いので、中に閉じ込
められたガスは空気との置換が少なく、長
期にわた
ネオマフォーム
って高い
断熱性能
を維持で
きます。

＋0.01
硬質ウレタンフォーム①
経
時
変
化
の
値

押出発泡ポリスチレン②

ネオマフォーム③

（w／ｍ・ｋ）

継続測定中

ネオマフォーム気泡拡大写真
空気
断熱ガス
ネオマフォームの気泡膜

C H E C K

従来技術品の気泡膜

ガス透過性の低い気泡膜

10日

100日
経過日数

結露で
カビだらけの
断熱材

日本の一般的住宅の
グラスウールを使った内断熱の実態。

ＰＯＩＮＴ
欠陥は普段、
見えない所にある。

0

ガス透過性の高い気泡膜

こんな状態になるのだから
断熱効果が低く、断熱材自体の結露で、家の
耐久性が落ちます。
グラスウール

グラスウール

1000日

10000日

＊左のグラフ③は旭化成
建材（株）測定データー。
①②は既住の研究データ
に基づき作成しております。
実際の製品と異なる場合
があります。

他社と比較して下さい・・・・・・・【快適工房】の豪華標準仕様
外部仕様

住設備仕様

基礎・・・・・・・・・・・鉄筋コンクリートー体ベタ基礎
基礎換気・・・・・・・・・基礎パッキング換気工法屋根
屋根・・・・・・・・・・・平板陶器瓦葺
外壁・・・・・・・・・・・構造用合板下地サイデインク貼
バルコニー・・・・・・・・FRP防水トップレール付
※バルコニーの大きさは建物面積によって異なります。

外壁下地・・・・・・・・・オリジナルラップシート（防風防雨透過シート）
軒天・・・・・・・・・・・ケイカル板貼EP仕上
軒天換気・・・・・・・・・有孔ケイカル板貼EP仕上
ポーチ天井・・・・・・・・ケイカル板貼EP仕上
玄関ドア・・・・・・・・・アルミ製ドア（ブラック）H＝２３００mm (親子)
勝手口ドア・・・・・・・・アルミ製通風ドア（ブラック）H＝２０００mm (片開き)
掃き出し窓・・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝２０００mm（引違い）
１隔高窓・・・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝１２００mm（引違い）
２階高窓・・・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝１０００mm（引違い）
キッチン窓・・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝７５０mm（引違い）
ユーティリティ窓・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝９００mm (上下げ)
トイレ窓・・・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝９００mm (上下げ)
浴室窓・・・・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝９００mm（引違い）
吹抜け窓・・・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝１０００mm（FIX）
通風・採光部・・・・・・・アルミ製 窓（ブラック）H＝１０００mm（竪辷り）
アルミ製 窓（ブラック）H＝１２００mm（竪辷り）
硝子・・・・・・・・・・・ペアガラス（３・６・３）
網戸・・・・・・・・・・・掃き出し窓・引き違い窓・竪辷り出し窓・上下げ窓
雨戸・・・・・・・・・・・シャッター雨戸（１階腰高窓以上のみ）
面格子・・・・・・・・・・１階キッチン・ユーティリティー・トイレ・浴室窓
破風・鼻隠し・・・・・・・窯業系厚18EP仕上
雨樋・・・・・・・・・・・軒樋 シビルスケアPC５０ 堅樋≠６０
化粧幕板・・・・・・・・・モールデインク貼り
※勝手口ドアは、プランによって取り付かない場合があります。

１階床（二層）・・・・・・構造用合板（厚２８mm）＋カラーフロアー（厚１２mm）
２階床（三層）・・・・・・構造用合板（厚２８mm）＋防振マット（厚４．０mm）
内部仕様
＋カラーフロアー（厚１２mm）
壁・・・・・・・・・・・・エコクロス仕上げ（下地PB厚１２mm）
天井・・・・・・・・・・・エコクロス仕上げ（下地PB厚１２mm）
和室造作材・・・・・・・・集成材（床の間・床柱）
居室ドア・・・・・・・・・ガラス入りドア H＝２０００mm
クローゼット扉・・・・・・クローゼット扉 H＝２３００mm
階段・・・・・・・・・・・集成階段
階段手摺り・・・・・・・・木製
キッチン壁・・・・・・・・キッチンパネル
巾木・・・・・・・・・・・化粧巾木
廻緑・・・・・・・・・・・化粧廻縁
窓枠・・・・・・・・・・・化粧窓枠

■別途工事
標準仕様に含まれていない工事・費用
●屋外給排水接続工事●屋外電気引込工事●ガス工事●浄化槽工事●建築確認申請費用
●各種分担金・保険料●防火地域・準防火地域等の規制による仕様変更工事●地盤改良工事
その他

インターホンー・・・・・・親子
キッチン・・・・・・・・・オリジナルシステムキッチンl型 ２８４０mm＋カップボード
I型２５５０mm食器棚一体式
ワークトップ・御影石カウンター（人造大理石カウンター）
食器洗い乾燥機付、電子レンジ付オーブン、グリル付3ロコンロ
フードボックス（換気扇付）、シングルレバー混合水栓
ウォールキャビネット（計量米ビソ・昇降式ラック）
床下収納・・・・・・・・・床下収納ユニット
洗面化粧台・・・・・・・・オリジナル洗髪洗面化粧台 W＝１３５０mm・タオルバー
１階トイレ・・・・・・・・温水シャワートイレ（脱臭・暖房便座機能付）
ペーパーホルダー・タオルバー
２階トイレ・・・・・・・・温水水シャワートイレ（脱臭・暖房便座機能付）
ペーパーホルダー・タオルバー
浴室・・・・・・・・・・・大型ユニットバス１８１８（浴室換気乾燥暖房システム）
玄関収納・・・・・・・・・オリジナルコーディネイト収納（W＝１６００mmタイブ）

電気設備仕様
ニロコンセント・・・・・・モダンプレート 居室 各３箇所
ニロコンセント・・・・・・モダンプレート LDK ６個
アース付コンセント・・・・冷蔵庫用・電子レンジ用・洗濯機用・トイレ用 各１個
屋外コンセント・・・・・・給湯機用（防水型コンセント）1個・予備1個
スイッチ・・・・・・・・・モダンプレート 照明器具用 各１個
スイッチ・・・・・・・・・モダンプレート 換気扇用
各１個
３路スイッチ・・・・・・・モダンプレート 階段用
２個
T E L ・・・・・・・・・・T E L 配管 ２か所
T V ・・・・・・・・・・T V 配線 ２か所
エアコン・・・・・・・・・エアコン配線 ５か所
換気扇・・・・・・・・・・浴室用換気扇
照明配線・・・・・・・・・各居室・キッチン前・浴室・トイレ・ユーティリティー・玄関
ポーチ・口一力各１か所
分電盤・・・・・・・・・・６０A １６回路（予備２回路）１か所

給排水設備
給水・・・・・・・・・・・キッチン・浴室・トイレ（１、２階）・ユーティリティー
（２か所）６か所
排水・・・・・・・・・・・（２か所）６か所
給湯・・・・・・・・・・・キッチン・浴室･ユーティリティー（洗面化粧台）３か所
栓水栓・・・・・・・・・・ユーティリティー（洗濯機用）１か所
混合水栓・・・・・・・・・キッチン・浴室･ユーティリティー（洗面化粧台）３か所
給湯機・・・・・・・・・・３か所給湯用（２４号タイブ）リモコン含む１セット

給排水設備
管柱・・・・・・・・・・・EW
和室柱・・・・・・・・・・檜集成
通し柱・隅柱・・・・・・・EW
土台・・・・・・・・・・・ヒバ集成
桁・梁・胴差・・・・・・・EW
母屋・棟木・・・・・・・・米松
前かい・・・・・・・・・・米松
間柱・・・・・・・・・・・EW

120mmX120mm
120mmX120mm
120mmX120mm
オール４寸の骨太構造
120mmX120mm
180mm・240mm・300mm・360mm
lO5mmXlO5mm
lO5mmX45mm
lO5mmX36mm

輸入住宅用仕様部材

