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４面 ウィズコロナ／中長期対応 工務店は「持続可能」宣言を、秋野弁護士が解説

６面 伝統構法／協働 「魅力、伝えたい」若手設計者や大工らがコラボし民芸風平屋

７面 経営／インタビュー シンケン・迫社長が哲学とビジョン語る

16面 事業戦略／高価格帯リノベ デパート外商とタッグ組み富裕層に狙い絞る

　同モデルハウスは、サンエーが全
国の工務店などに向けて販売する、
住宅をIoT 化する独自開発のシステ
ム「S-REMOS（エス・リモス）」を搭
載。専用アプリをスマートフォン（ス
マホ）にインストールすることで、玄
関ドアの開錠・施錠、照明やエアコ
ン、セキュリティーシステムの操作な
ど、どこにいても全てスマホで行うこ
とができる。そうした機能に加え、こ
れも同社が独自開発した、スマホを
介した音声ガイダンスシステム「AR
ガイド」を活用することにより、営業
担当者不在のまま来場者への説明・
案内が可能になる。

LINE登録と合言葉で開錠
　来場者は、入り口（玄関の外）の掲
示板の案内に従い、ショウエーハウ
スのLINE 公式アカウントに登録。
ウェブのアンケート（名前・住所・電
話番号のみ）に回答した上で、掲示
板に記載されている「合言葉」を
LINE で送ると、玄関ドアが開く。
LINEを使用していない人には電話
で応対。室内では、リビングやキッチ
ン、浴室、子ども部屋などに掲示さ
れているQRコードにスマホをかざ
すと、ARガイドにより、機能や特徴
などについて音声による説明が流れ

る。S-REMOSをインストールして
あるタブレットで、IoT住宅の体験も
できる。見学後は、LINEで「帰りま
す」と送れば、施錠される仕組みだ。

コロナ疲れに気分転換の場を
　サンエーの取締役でショウエーハ
ウスの事業を統括する大平浩さん
は、無人モデルハウスのコンセプト
について「家族で楽しく遊べる“エン
ターテインメントハウス”」と話す。
子ども部屋がある２階は、子どもたち
がゲームやおもちゃなどで自由に遊
べる。来場者は、冷蔵庫の飲み物を
自由に飲むこともでき、自ら飲食物を
持ち込むこともできる。大平さんは

「当社の住宅を体感してもらえること

はうれしいが、それよりも新型コロナ
で社会に閉塞感が漂い、休校も長引
く今は、家で退屈している子どもや

“コロナ疲れ”の家族が気分転換で
きる場所になれば」と思いを語る。

［２面へつづく］▶︎
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IoTとARで「非対面営業」実現

　再生可能エネルギー事業などを
手掛けるサンエー（神奈川県横須
賀市）の住宅事業部のショウエーハ
ウス（千葉県君津市）は４月４日、
IoT（モノのインターネット）やAR

（拡張現実）の活用により、営業担当
者不在で来場者に自社の住宅の特
徴などを説明・案内する「無人モデ
ルハウス」を君津市内にオープンし
た。新型コロナウイルスの感染拡大
により、業種を問わず直接対面する
営業の自粛が広がる中、来場者に余
計な不安やストレスを与えることな
く自社の家づくりをアピールする。
収束が見通せない状況で事業活動
を行わなければならない“ウィズコ
ロナ”期間も「受注の芽はしっかり
とつくっておきたい」との狙いだ。

４月４・５日、オープニングキャンペーンを行った「無人モデルハウス」（千葉県君津市）。スタッフは不在だが、連携するご当地アイドルユニットがキッチ
ンカーで来場者にクレープを振る舞った。２日間で約20組が来場、個人情報（名前・住所・電話番号）取得率は100％。今後は、営業担当者が休みの火・
水曜を除く日の午前10時〜午後６時までの間、自由に見学できる

「無人モデルハウス」で
ウィズコロナ期間も受注キープ
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ウィズコロナ［次世代モデルハウス］

効率改善と成約率向上を実現
対面営業を敬遠する若年層にヒット

────────────────────────ショウエーハウス［千葉県君津市］

　サンエー（神奈川県横須賀市）の
住宅事業部のショウエーハウス（千
葉県君津市）は、君津、木更津、富津、
袖ケ浦４市をメイン商圏として注文
住宅を主力に事業展開し、営業担当
３人、設計１人、現場監督１人、事
務員２人の社員７人で、年間新築 30
棟ほどを手掛ける。S-REMOS（※）
とARガイドを活用した「無人モデ
ルハウス」は、「営業効率を改善した
い」との目的で２年前にスタート。半
年〜１年間という期間限定でモデル
ハウスとして利用した後は一般顧客
に売却する、いわゆる「移動型展示
場」として展開しており、４月４日に
君津市内にオープンした無人モデル
ハウスは３例目となる。同社では、モ
デルハウスだけでなく、顧客に提供
する住宅についてもS-REMOSを標
準仕様としており、100％ IoT 住宅を
供給している。

個人情報を確実に取得 
LINEでスムーズに情報提供

　ショウエーハウスの事業を統括す
る大平浩さん（サンエー取締役）は、

これまでの実績から「無人モデルハ
ウスの導入により、当初の狙い通り、
営業効率は大幅に改善した」と説明
する。「顧客との打ち合わせが立て込
む週末に、営業担当がモデルハウス
に詰め、来るか来ないか分からない
新規来場に備えることは非常にロス
が大きく効率が悪かった」と導入前
の状況を振り返る。無人にしたこと
で、単純にモデルハウスの来場者も
倍増。その理由について大平さんは

「土地（1000 万円弱）と建物（30 坪・
約1500 万円）、外構、諸経費などあ
わせて3000万円以内におさまる当社
の住宅のメイン顧客層は世帯年収
400 万円ほどの20 〜 30 代の若い世
代。そうした世代の人たちは、モデル
ハウスで直接、担当者に営業される
ことを敬遠する傾向があり、無人モ
デルハウスが響いたのではないか」
と分析する。
　さらに、無人モデルハウスでは高
確率で来場者のLINEアカウントと
個人情報（名前・住所・電話番号）を
取得できるため、「その後のイベント
の案内や再来場のアポ取りなどが格

※S-REMOS（エス・リモス）：サンエーが提供する
住宅をIoT化するシステム。導入価格は税込33万円。
専用アプリにより、スマートフォンで玄関ドアの鍵（開
錠・施錠）や照明、エアコンなどの機器を遠隔も含
めて自由にコントロールできる。どのメーカーの機
器にも対応可能なのが特長。屋外カメラも標準装
備し、セキュリティー機能や見守り機能も備える

無人モデルハウスのコンセプトは“エンターテイメントハウス”。新型コロナウ
イルスの感染拡大により暗いムードが世間を覆う中、来場する子どもたちやそ
の家族を楽しませ、ひと時でもコロナのことを忘れて気分転換してもらおうと
の考えだ

ショウエーハウスの事業を
統括するサンエー取締役
の大平浩さん

QRコードにスマホをかざすと、
音声による説明が流れ出す

S-REMOSをインストール済みの
タブレットを操作してIoT住宅を
体感できる

段にスムーズになり、成約
率もアップした」。週末だ
け開場した１例目（木更津
市内）では、オープン後の
計 14日間で 35 組 が 来 場
し、４件の成約につながっ
たというデータもある。営
業担当は、顧客の個人情
報の取得に躍起になること

なく、意欲のある顧客に向き合う時
間をより多く確保できるようになり、

「仕事の質が変わった」（大平さん）。

エンターテインメント打ち出し 
「将来の顧客」に訴求する

　君津市内に新たにオープンした無
人モデルハウスは、新型コロナウイ
ルスの感染が深刻化し、暗いムード
が国内全体を覆う中で、「無人の特
徴を最大限に生かし、訪れた子ども
たちやその家族に思いっきり楽しん
で、リラックスして、気分転換しても
らおうと、“エンターテインメント”を
提供するというコンセプトに振り
切った」と大平さんは話す。もちろ
ん、アルコール消毒液や手袋などの
設置、午前・午後２回ずつの定期清
掃といったコロナ対策は、怠りなく実
施している。
　大平さんは、新型コロナの影響に
より、こうしたコンセプトを改めて考
えたことは「自社の立ち位置や今後
の営業戦略を構築する上でも非常に
有意義だった」とする。「今の住宅業
界は、モデルハウスを見学したり、土

地探しをしていたり、銀行にローン
の相談をしたりと、家づくりに対して
何らかのアクションを起こした“顕
在化した顧客”を各社が奪い合って
いる状態」と指摘、その上で「これか
らは、将来的には建てるかもしれな
い“潜在的な顧客”に対して自社を
知ってもらい、いざアクションを起こ
すという時に思い浮かべてもらうこ
との方が重要ではいないか」と語る。

「より多く潜在層をつかんだ会社が、
これからの勝ち組になる」というのが
大平さんの考えだ。
　今後、サンエーでは「人材不足と、
それに伴う営業効率化は地域工務
店の共通課題」との考えのもと、ショ
ウ エ ー ハウスの 実 績 を 踏 まえ、
S-REMOSとARガイドの活用によ
る無人モデルハウスのノウハウを集
客手法から含めてパッケージ化し、
全国の工務店に提供していく方針。
５月末にキックオフ説明会を開く予
定だ。
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［写真上］モデルハウ
スの玄関で来場者を
迎える自走式案内ロ
ボット「ゴー カンナ
君」。自動音声案内の
ほか、遠隔地の営業
担当者とテレビ電話
を介した対話もでき
る

［写真下］遠隔対話
モードの場合、営業
担当者が待機する。
ロボットはスマートフォ
ンで操作。脇のタブ
レット端末で館内の
カメラ映像を映し、来
場者の居場所や視線
を確認する

ウィズコロナ［次世代モデルハウス］

モデルハウスの無人案内スタート
新型コロナで導入時期を前倒し

─────────────────アキュラホーム［東京都新宿区］

　アキュラホーム（東京都新宿区）は、さいたま新都心コクーンシティ住宅展
示場（さいたま市）で、AIやIoT、ロボット技術を取り入れた同社初の無人案
内モデルハウスを４月１日オープンした。年内の完成を予定していたシステム
だが、新型コロナウイルス感染症対策として急きょ実用化を前倒しした。今後
１年間で全国20カ所のモデルハウスにも導入する計画だ。今後普及が本格
化する次世代通信規格「５Ｇ」による高速通信サービスを活用しながら、モデ
ルハウス見学の現場で、顧客の安全と利便性の向上を図りながら、社員の働
き方改革にもつなげる狙いだ。

自走式ロボットが案内 
営業担当のテレビ電話対応も

　同システムは、案内ロボット１台、
Webカメラ10 台、人感センサー付
き音声案内装置４台（屋内３、屋外
１）で構成。システムの中核となるの
は「ゴー カンナ君」と名付けた高さ
約93㎝の自走式ロボットで、玄関で
来場者を迎え、館内を誘導する。完
全に自動で案内するWALKモード
と、営業担当者がロボットを遠隔操
作して案内するCALL モードがあ
り、来場者が選択できる。
　WALK モードでは、リビングや
キッチンなどあらかじめ登録されて
いる中から来場者が指定したポイン
トにロボットが自走して案内。到着
すると、センサー付き音声案内装置
が感知し、自動音声で１分ほど見ど
ころを説明する。より詳しい説明を
聞きたい場合は、CALLモードを選
ぶと、ロボット頭部のディスプレイが
テレビ電話画面に切り替わり、離れ
た場所に待機する営業担当者が応
対する。館内10カ所に設置された
Webカメラの映像も同時に見ること

で、来場者の立ち位置や目線を確認
しながらスムーズな案内ができると
いう。テレビ電話では建物案内だけ
でなく、ヒアリングや住宅ローン相談
もでき、「直接話す場合とほとんど変
わらない」という。

安全確保と 
働き方改革の効果も期待

　同モデルハウスの今年の来場者
数は、新型コロナウイルスの影響で
昨年に比べ約３割と厳しい状況だ。
モデルハウスを管理するアキュラ
ホーム埼玉中央社長の前田和広さん
は「こうした情勢でも、家づくりを進
めなければならないお客様がいる。
来場者と社員の安全を確保しなが
ら、安心して見学していただきたい」
と期待する。
　新型コロナウイルスの感染拡大が
深刻化する中、直接対面することな
くモデルハウス見学や住宅相談に応
じられることで、営業担当者の在宅
勤務が可能になる。顧客と社員、双
方の安全性確保（感染防止）だけで
なく、同社にとっては今後の働き方
改革につながるという観点でも導入

信環境の課題が解消されれば「モデ
ルハウスの新たな標準となる可能性
もある」（同社広報担当）。
　５Ｇのサービス開始を受け、同社
では今年５月中にも全国105カ所の
全モデルハウスにWebカメラを配
備する計画だ。これにより来場者は
１カ所のモデルハウスを訪ねれば、
全国各地のモデルハウスをリアルタ
イムで視聴でき、「多彩な空間提案
や建物仕様をバーチャル体験でき
る」（同）。さらに今後、建築中の全現
場に設置する予定のWebカメラと
も連携すれば、モデルハウスにいな
がら、完成物件では見えない基礎や
構造下地の仕様、施工過程の映像を
見せながら説明できる。今後こうし
たWebカメラの映像を一般公開す
ることで、顧客が自宅などからモデ
ルハウスや建築現場をバーチャル見
学できる環境づくりも目指す。

効果は大きい。
　アキュラホームでは、来年３月ま
でに全国 20カ所のモデルハウスに
ロボットを配置し、無人案内のトー
タルシステムを導入する。同社が展
開する15 の都府県で最低 １カ所に
は導入するという。
　同システムは「モデルハウスを気
楽に見たいのに営業されるのが気に
なり入りづらい」という顧客の不満を
解消するため６年前から開発に着
手。2016 年 に は、AI ロ ボ ッ ト

「Pepper」（ソフトバンク社）をモデル
ハウスに導入したこともあったが、

「接客には非常に高度なコミュニ
ケーション能力が必要」で、対話を
AIで完結させるPepperでは「受付
対応までが限界だった」という。そこ
で自社開発のシステムでは営業担当
者も対応できる方式を採用した。

５Ｇでモデルハウスの新標準に
　同社の無人案内システムでは、
Wi-Fiでロボットの遠隔操作やウェ
ブカメラの接続を行っているが、現
状では通信速度が遅くなることなど
が課題。これに対し同社は、３月から
国内でもサービスが始まった次世代
通信５Ｇに期待する。これにより通
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弁護士として、住宅・建築・土木・設計・不動産に関する紛争処
理に多く関与。2018 年度より慶應義塾大学法学部教員に就任

（担当科目：法学演習（民法））。管理建築士講習テキストの建築
士法・その他関係法令に関する科目等の執筆をするなど、多くの
執筆・著書を手掛ける。一般社団法人日本建築士事務所協会連
合会理事・法律顧問弁護士。一般社団法人住宅生産団体連合会
消費者制度部会コンサルタント。

匠総合法律事務所
秋野卓生弁護士 akino@takumilaw.com

先を見据えた対応も

SDGsの取り組みをアピールし、
「持続可能」宣言を！
　住設機器の納期遅延などコロナショックに見舞われる工務店に向け、対応
策などを発信し続ける弁護士の秋野卓生さんは、「顧客対応など今すぐにでき
ること」と同時に、「先を見据えた対応も行うべきだ」と警鐘を鳴らす。新規受
注の難しさが予想される環境で、「地域工務店は『いつ潰れるかわからない』
と消費者から冷めた目で見られる」と指摘、「状況が厳しい今このタイミング
だからこそ、地域工務店がSDGsに基づく持続可能な存在であることを宣言
する必要がある」と秋野さんは説く。

政府、新型コロナで中小企業向け給付金制度創設
　政府は４月３日、第37回未来投資
会議を開催。安倍晋三首相も出席
し、新型コロナウイルス対策などを

議論した。中小・小規模事業者への
給付金制度の創設や民間金融機関
による無利子・無担保融資制度の導
入を決めた。７日に決定する緊急経
済対策に盛り込む。
　新型コロナで中小企業などの資金
繰りが悪化し、借り入れても返済の
めどが立たず、資金不足で事業継続
が困難となる事業者続出が不安視さ

れている。このため給付制度を創設
することとなった。無利子・無担保融
資は日本政策金融公庫が行ってい
るが、窓口が混雑している。これまで
高利が設定されるなどの懸念があ
り、政府が利子補給を行う民間金融
機関による無利子・無担保融資は存
在していなかった。都道府県の制度
融資を活用し、地方銀行や信用金
庫・信用組合など民間金融機関が無
担保・無利子融資を実施。国が利子

を支払った地方自治体に助成する。
　新型コロナ対策を担当する西村康
稔・経済再生担当相は会議後の記者
会見で、中小企業などへの給付金制
度について「今は緊急事態。しっか
り支援する」と述べ、具体的制度設
計に取り掛かるとした。また新型コ
ロナで収入が減少した世帯への１世
帯当たり30 万円の現金給付につい
ても安倍首相に確認したことを明ら
かにし、緊急対策に盛り込むという。

　「SDGs」というキーワードに正面
から向き合う工務店が多くなりました。
多くの工務店の自社サイトに、「当社
のSDGsへの取り組み」を紹介する
ページがあります。
　「持続可能な開発目標（SDGs）」と
は、国連に加盟するすべての国が、
2030年までに、貧困や飢餓、エネル
ギー、気候変動など、持続可能な開発
のための諸目標を達成する努力目標
です。
　SDGsの３番目の目標「すべての人
に健康と福祉を」の中のターゲットと
して、「2030年までに、エイズ、結核、マ
ラリアおよび顧みられない熱帯病といっ
た伝染病を根絶するとともに、肝炎、

水系感染症およびその他の感染症に
対処する」とあります。
　今回の新型コロナウイルス感染症
拡大を受け、各工務店においても、完
成見学会の会場受付でアルコール
消毒薬を準備したり、建築現場で職
人のマスク着用を義務づけたりと、感
染症拡大防止措置を講じている工

務店が大多数であると思います。
　こういった取り組みをしている工
務店は、自社のホームページ「SDGs
への取り組み」に、SDGsの３番目の
目標「すべての人に健康と福祉を」の
アイコンを掲載し、一生懸命取り組
んでいる新型コロナウイルス感染症
拡大防止策への取り組みを紹介して
いただきたいと思います。

目の前の集客より 
サステナブルな企業力をアピール

　新築主体の工務店が、昨年４月の
消費税増税の経過措置期間終了や、
９・10月の台風災害への対応などで
新規受注が伸び悩んでいたところに、

今回の新型コロナウイルス感染症問
題の発生による消費マインドの低下
という事態が生じてしまいました。
　消費マインドの低下が起きている
今、目の前のイベントが大切なのでは
なく、地域密着型工務店が最も持続
可能な存在であることを宣言するこ
とが大切であると考えています。
　今、改めて消費者・地域社会は「持
続可能な工務店」であることを求め
ているはずです。この消費者・地域社
会の期待に対してSDGsへの取り組
みをアピールし、地域密着型工務店
として力強く生き抜く姿勢をアピー
ルすることが重要な視点ではないか、
と思います。

SDGsの目標３「すべての人に健康と福祉を」アイコン
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既存の引き戸を自動ドアに
非接触で開閉、新型コロナ対策で提案

　リフォームや建材販売などを手掛
ける、なめら（山口県周南市、福田修
治社長）は、既存のドア（引き戸）に
取り付けるだけで、非接触で開閉可
能な自動ドアにすることができる

「オートスライド」の販売に力を入れ
る。新型コロナウイルスの感染拡大
が深刻化する中、ドアの取っ手部分
からの接触感染を防ぐ有効な手段と
して、保育園や学校、高齢者福祉施
設などに導入を呼びかけている。
　オートスライドの本体は横幅 49㎝

×奥行 6.5㎝×高さ７㎝、重さ1.6㎏
のボックス型の機器。既存のドアに
レールをビス止めした上で、ドア枠
上部に本体を設置し、電源（家庭用
AC100Vコンセント）につなげば自
動ドアとして利用できる。直接、ドア
に触れずに開け閉めできるようにす
るセンサーは、人感、手かざし、マッ
トの３方式がある。重さ45㎏・幅150
㎝までの既存のドアに対応可能だ。
本体に鍵を内蔵した「ロックタイプ」
もある。

　楓工務店（奈良市、田尻忠義社長）
は３月22日、自社で運営する企業主
導型保育所「リールキッズ楓保育園」

（橿原市）で、奈良県内で初導入とな
る抗ウイルススプレーの吹付施工を
行った。
　施工したのは自社で取り扱いライ
センスを取得した抗ウイルススプ

レー「イオニアミストPRO」で、専
用の噴霧器により、床や天井、壁な
どに吹き付けた。これにより、施工面
に接触してくる細菌などの有害物質
を分解する光触媒が起こり、抗菌・
抗ウイルス、防汚、消臭といった効
果の長期持続が期待できる。コー
ティング剤は、海外では食品にも使

　帝国データバンク（東京都港区）
は４月３日、「新型コロナウイルス感
染 症に対 する企 業の意 識 調 査 」

（2020年３月）の結果を発表した。
　新型コロナウイルス感染症による
自社の業績への影響について、『マイ
ナスの影響がある』と見込む企業は
80.3％だった。内訳は、「既にマイナ
スの影響がある」が46.5％、「今後マ

イナスの影響がある」が33.8％だっ
た。一方、『影響はない』とする企業
は9.0％、『プラスの影響がある』（「既
にプラスの影響がある」＋「今後プラ
スの影響がある」）と見込む企業は
2.1％だった。
　業界別にみると、建設業の73.8%、
不動産業の82.0％が『マイナスの影
響がある』と見込んでいた。業種別

　オートスライドは、すでに食品加
工施設や飲食店、病院など、不特定
多数の人が利用し、なおかつ衛生面
に細心の注意を払う必要がある施設
では多数の導入実績があるが、同社
では新型コロナウイルスの感染拡大
を受け、さらにニーズが高まってい
ると見る。また、感染拡大がより深刻

化する状況で、大規模施設だけでな
く、小規模な施設や一般住宅などに
もニーズが広がる可能性があると考
えている。
　同社によると、施工費込みの設置
価格は一体10万円台で、取り付け作
業は早ければ２〜３時間ほどで完了
するという。
　オートスライドはオーストラリアの
自動ドア会社のADIS社が開発した
もので、国内での販売元はファース
ト・レイズ（オートスライド・ジャパン、
群馬県桐生市）。なめらは中国・九州
エリアをメインに事業展開している。
問い合わせは、なめら・電話 0834-
33-9179まで。

既存の引き戸に後付けできる「オートスライド」

保育園で抗ウイルススプレー施工
楓工務店［奈良市］ 安心・安全に過ごせる環境を

われている成分ででき
ているため、乳幼児が触
れても安心という。
　同保育園には現在、０
〜２歳児20人余りが通
園する。最新のウイルス
対策を施すことで、子ど
もたちが安心・安全に過
ごすことができる環境を
確保する狙いだ。今後は、奈良県内で
老人介護施設を運営する事業者も、
同製品の導入（施工）を検討をしてい

るという。同社では、保育所や介護施
設、病院など「人が多く集まる施設」に
導入を提案していく考えだ。

抗
ウ
イ
ル
ス
ス
プ
レ
ー
の
施
工
中
の
様
子

新型コロナ、建設業の73.8%が「マイナスの影響」 では、「家具類小売」（100.0％）、「飲
食店」（98.2％）、「繊維・繊維製品・
服飾品小売」（97.0％）、「旅館・ホテ
ル」（96.8％）、などで『マイナスの影
響がある』と見込む企業の割合が高
かった。
　『マイナスの影響がある』と見込む
企業の割合の日別推移をみると、３
月に入って概ね8 割程度で推移して
いたが、首都圏を中心に行われた週
末の不要不急の外出自粛を経て、３

月31日にピークとなる84.4％を記録
した。同調査の調査期間は３月17日
〜 31日。調査対象は全国２万 3676
社で、有効回答企業数は１万 1330
社。回答率は47.9％だった。
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伝統構法

「伝統建築の魅力を伝えたい」
若手設計者や大工らが民芸風の平屋を新築

　富山県内で歴史的な建築物の修復や古民家の再生工事などに携わる若手
の設計者や大工らが、「伝統的な建物の良さや味わい深さを知ってほしい」と
の願いを込めて、高岡市内で伝統構法を用いた住宅の新築に取り組み、この
ほど完成した。設計を手掛けた、大工と庭師の専門学校・職藝学院（富山市）
の専任講師で、伝統建築の修復に携わる森本英裕さんは「工務店さんたちに
は、施主に対して伝統構法を選択肢の一つに加えて紹介してほしい。これか
らも多くの人たちに伝統建築の魅力を知ってもらいたい。そのための土壌づ
くりやネットワークづくりに取り組みたい」と意欲を見せる。

　伝統構法によって建てた住宅は、
デザイン的には和洋折衷の民芸風の
平屋（建築面積112㎡）。同じ敷地内
にあり、今後改修する予定の明治時
代に建てられた離れ座敷や土蔵の
雰囲気に合わせ、母屋として新築す
る住宅を伝統構法を採用して設計し
た。埼玉県に住む60 歳代の夫婦と
母親が移り住む。
　伝統構法により、土台を設けず礎
石（束石）の上に直接、柱を立てる「石
場建て」を採用。アンカーボルトで
土台や柱脚をコンクリート基礎に緊
結する在来工法と異なり、「地震によ
る揺れのエネルギーを逃がすことで
建物本体へのダメージを軽減する免
震的な構造になっている」という。上

部構造は、柱に貫を通してクサビで
固める方法でつくった。森本さんは

「木の粘り強さを生かした日本古来
の柔構造」と説明する。
　壁も伝統的な工法を用いた土壁
で施工。石川県の能登地域の土にワ
ラを混ぜ、半年間発酵させたものを
壁材とし、竹小舞の上に荒壁、中塗
壁、仕上げと３回重ね塗りして完成
させた。あらわしの柱と壁との調和
が美しい「真壁づくり」が、伝統の和
の雰囲気を醸し出す。

昔の大工の想いをつなぐ
　施工は、松匠（高岡市）の大工棟
梁の若松聡さんが手掛けた。若松さ
んは、職藝学院「オーバーマイス

ター」の大工棟梁
の島崎英雄さんに
26歳で弟子入りし、
35 歳 で 独 立 し た
後、現在までの15
年間、古民家再生

を含む伝統建築の修復に携わってき
た。若松さん自身も同学院「特任マ
イスター」として、後進の指導に当
たっている。
　若松さんは「（伝統建築の）解体や
修復で昔の大工が刻んだ仕口を見
ると、金物のない当時の大工の想い
が手に取るように伝わってくる。現
代の住宅では考えられない高度な技
術に接する瞬間がたまらない」と伝
統構法の奥深さを語る。耐久性や耐
震性についての新しい知見や技術も
生かされている現代型の伝統建築に
ついて「伝統構法を用いれば、100年
もつ地震に強い家ができると（師匠
の）島崎棟梁から言われてきたが、
それをいま実感している」とする。

　同住宅の土壁の
施工を手掛けた左
官業の彩築舎（高
岡市）の寺西一貴
さんは「独学で講
習会などに参加し

て試行錯誤で土壁を学んだ。土壁は
施工手間が掛かるが、知れば知るほ
ど、その価値の高さを実感させられ
る」と話す。現場で、荒壁、中塗りと
塗り重ねる中で「土が持つ独特の色
彩の魅力にとりつかれた」という。同
現場では、木工事を行っていた松匠
の職人にも竹小舞を編む作業から参
加してもらった。厚さ70㎜を超える
土壁は「耐震性、耐久性の向上にも
寄与するほか、（壁材を）発酵させて
つくることで劣化することなくその美
しさが持続する」（寺西さん）と説明
する。

伝統建築を手の届く価格で
　森本さんによる
と建築費は2000万
円台の後半で、坪当
たり約90万 円 弱。

「一般の住宅の価
格よりは、やや高め

だが手が出ない金額ではない」と森
本さん。「プラスチックや塩ビ、合板な
どを一切使わず、ヒノキやマツの原
木をその形状のまま構造に使用して、
あらわしにするといった特徴は、自然
素材による家づくりに関心のある人
たちに響くのではないか」と期待する。

［左］写真奥が伝統構法で新
築した住宅。左手前は改修予
定の土蔵

［上］礎石の上に柱を立てる
「石場建て」を採用

寺西一貴さん

森本英裕さん

若松聡さん

施工時の様子。柱に貫を通す貫工法で構造をつくった 真壁で民芸風の室内
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経営

インタビュー シンケン／社長　迫英德さん

経営の原動力は自分自身の納得感
100人の10歩で新たな未来描く
　時に「日本一の工務店」とも評され、そ
の家づくりや経営のスタイルが全国の工
務店から注目され続けるシンケン（鹿児
島市）。契約から着工までおよそ10カ月
待ちという状況が、その人気と顧客から
の信頼の厚さを物語る。顧客の言いなり
にならない、安さを売りにしない、高いけ
どいい、他にはない—。独自の哲学に基
づき、ぶれのない家づくりと経営を貫く
社長の迫英德さんの話から、「シンケンス
タイル」の源を探る。

世の中にない圧倒的な価値を
　住宅を兼ねたレストランを持ちた
いという施主に出資、１年前に店を
オープンした。「前日までの完全予約
制」と「定番メニューがない」が特徴
で、ランチは2500 〜 5000円までの
３コースのみ。価格にあわせてシェ
フが旬の食材で、その時一番いい料
理を出す。地元の人たちが「日ごろの
ご褒美に」と奮発して訪れる人気店
で、ランチの時間帯は常に満席が続
くほど賑わっている。
　いつ来るかわからない客を待って
いると、人の手間も食材も無駄にな
ることもあり、客が要望するメニュー
を年中幅広く提供するには、旬のな
い保存のきく食材で手間のかからな
い料理を出すしかなく、これでは良
質な料理は望めない。顧客の注文を
聞かない、安さを売りにしない、高い
けどいい、他にない店を目指す—と
いうシンケンの家づくりの理念を飲
食店で実現できており、手ごたえを
感じている。
　当社の強みは、顧客や市場に振り
回される、いわゆる「商売」をやって
いないこと。まず我々自身に「心地よ
い暮らしをしたい」という強い思いが
あり、自分たちが納得できるものをつ

くることにこだわり、一貫して実践し
ている。顧客の要望を無視している
ように受け取られることもあるが、
我々が目指すのは世の中にない圧倒
的に価値のあるものづくりであり、こ
れに共感してくれる顧客は、必ず幸
せになれると確信している。

検査会は目と感性を養う場
　家づくりでは、常に満足せず「今
日より明日の方がもっといいものをつ
くろう」と真剣に考えている。17 年前
から、私の立ち合いのもと完成物件
すべてで「社内検査会」を実施、累
計 1000 棟を超えた。月６〜８回、朝
７時から、現場監督や営業、設計の

ほか部署を超えて自由に社員が集ま
る。最近これを「喧々諤々（けんけ
んがくがく）会」と名前を変更し、施
工の品質検査だけでなく、社員全員
が思う存分意見を言い合う、空間を
見る目を養う場にしている。
　16 世紀の芸術家・ミケランジェロ
は、工房を訪ねてきた友人に、自分
が手がけている石像彫刻の仕上げ
作業をいかに工夫しているかを熱弁
したところ、友人から「もう完成でい
いのでは」と一言で片づけられたと
いう。建築の空間は、彫刻のように

“融通無碍”で、際限なく改善の余地
がある。だからこそ常に見る目を養
い、空間を肌で感じ、心地よい空間
に出会ったら何がよいのか考え、何
か変だと違和感を持ったらその原因
を考えて次に生かす意識が、家づく
りに携わるすべての人間に求められ
る。ミケランジェロのように、ものづ
くりに必死になり楽しめるか、友人の
ように改善点に気づかずにこれでい
いと思ってしまうか。初めは小さな
差が、やがて大きな差となり、後者
は前者に追いつけなくなる。

最重要は世代を超える持続経営
　工務店経営で最も重要で難しい

迫英德（さこ・ひでのり）さん

1950年鹿児島市生まれ。少年時に生業を「家をつ
くること」と決意し、基礎・屋根・建具・大工・現場
管理・営業などを経て、1977年にシンケン創業。
独自の設計思想を追求した「シンケンスタイル」を
確立。現在、鹿児島、福岡２拠点あわせグループ
社員・パート110人余で年間70 〜 80棟の注文住
宅を供給する。2018年より新たな社屋兼コミュニ
ティー拠点「みかんの丘」を造成・建築中。

ことは、受注棟数を増やすことでは
なく、世代を超えて企業を継続する
こと。そのために価値観をいかに共
有し、同じ考えを持ってくれる人をど
れだけ育てられるかがカギを握る。
　そんな思いから、私の思想、社員
全員で大切にしたい価値観を手帳に
書きとめ、折に触れて共有してきた。
こうした思想・価値観の定着と、情
報共有を図るべく、「週３行」という
取り組みを始めている。
　これは「私のビジョン・ミッション

（肯定的宣言）」「良かったこと・称賛
したい出来事（人）」「困ったこと・改
善したいこと」という３つの問いにつ
いて記入し、毎週必ず提出してもら
うもの。私は毎週、全スタッフ（110
人 余 ）が 提 出してくれ た内 容を
チェックし、毎週日曜の朝、私のメッ
セージを添えて全員にメールで配
信・公開している。
　経営者１人が奮闘して大勢の社
員を引っ張っていくやり方はこれか
らは難しい。同じ思想、価値観を共
有する人が100 人いれば、ぶれない
経営ができる。今やるべきことは「1
人の100歩よりも、100人の10歩」だ
と信じ、取り組みを続けている。（談）

月６〜８回開かれる「喧々諤々会」の様子。社員が空間を肌で感じ、その理由を掘り下げる

シンケンの住宅例。住む人をワクワクさせる空間の魅力は、小さな積み重ねのたまもの

週１回全スタッフが提出する「週３行」レポート
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性能向上

リューケンハイム［長野県佐久市］× YKK AP

築45年をUA値0.24・耐震等級３に
空き家活用も視野にストックビジネスを強化

　長野県佐久市のリューケンハイム（髙橋典久社長）は、
YKK APとの共同事業により、小諸市の中心市街地にあ
る築45年の中古住宅を、HEAT20のＧ２を上回る断熱
性能を備えたモデルハウスにリノベーションし、このほ
どオープンした。期間限定で、性能向上をメインとする
リフォーム・リノベーション事業をアピールする拠点と
しながら、空き家活用も視野に入れた事業展開を構想
する中古住宅の買取再販ビジネスの試金石に位置付け
る。同社社長の髙橋さんは、将来的な新築需要の落ち込
みなどもにらみつつ、「新築以上の高性能住宅を新築よ
りも安価に手に入れられるとして価格メリットで訴求し
たい」と意気込む。

　YKK AP が
全国各地の工務
店とコラボしな
がら進める、戸
建て住宅を対象
とする性能向上

（高性能化）リノ
ベーションの実
証プロジェクトの一つ。今回のリノ
ベでは特に高性能化のポイントを断
熱と耐震の２つに絞った。断熱性能
については、改修前のUA 値1.45W/
㎡ Kを、HEAT20・Ｇ２の0.28（３
地域）を上回る0.24まで引き上げた。
天井はセルロースファイバー 320㎜

厚、壁は吹き付け充填断熱アクア
フォー ム NEO100 ㎜ 厚とネ オ マ
フォーム40㎜厚のダブル断熱で施
工、基礎はアクアフォームNEO120
㎜厚・500㎜厚折り返しで施工した。
　耐震については、YKK APのフ
レームⅡBOX 型を南面４カ所に設
置して開口部の性能を高めるなどし
て、耐震診断の総合評点をリノベ前
の0.84から1.91まで引き上げながら、
耐震等級３を確保した。

コスパの高さをアピール
　リューケンハイムは、幹線道路沿
いで駅にも近い好立地の同住宅を土
地付きで650 万円で購入した。９月
末までモデルハウスとして活用した
後に販売する予定で、価格は2550
万円に設定する。同社専務の小幡岳
瑠さんは「通常、このエリアで土地付
き、新築でこのスペックなら3300 万
円はする」とコスパの高さを強調。同

社にとっては、今後、本格的に手掛
けていく計画の中古住宅の買取再販
事業のテストケースになる。
　リノベに当たり小幡さんがプラン
を検討し、間取りを子育て世代に適
した３LDKに変更。２階の子ども部
屋を１部屋増築して３部屋にし、１
階はオープンな空間にした上でリビ
ングやキッチンなど水まわりを配置
し、温度差を極力抑える工夫を施し
た。　
　建物と一体的に、エクステリアや
庭など外部にも手を加え、快適で健
康的な豊かな暮らしを実現でき、景
観的にも優れる住環境の提案と、
トータルでの資産価値の向上を目指
した。

空き家活用や 
Iターン層の取り込みも

　同社の直近の年間売上高は７億
3000 万円で、そのうちリフォームの

売り上げは7000 万円にとどまる。髙
橋さんは、今回の実証プロジェクト
を生かして性能向上リノベーション
を事業化することで「（売り上げを）
１億5000万〜２億円程度まで高めら
れれば」と見据え、今後見込まれる
新築需要の目減り分をリフォーム・
リノベーションの積極展開によって
カバーする経営戦略を描く。
　髙橋さんは、長野県の空き家率の
高さを指摘しながら、「新築主体から
既存ストックの有効活用が求められ
る時代になる。これまで新築で培っ
たノウハウを生かした（ストック活用
の）事業展開が必要だ」と訴える。「小
諸市は全国的にも観光客の多い軽
井沢にも近い上、長野県は移住した
い都道府県のランキングで常に上位
にある。そうした条件（地域性）を強
みに、ストック活用事業を、県内客
だけでなくＩターン層の取り込みに
もつなげたい」と話す。

築45年の中古住宅（写真上）をリノベーションし、UA
値0.24W/㎡ K、耐震等級３の高性能住宅（写真右）へ
と生まれ変わらせた

リューケンハイムの
髙橋典久社長

断熱性能・仕様の比較

改
修
前

ＵＡ値 1.45W/㎡K

改
修
後

ＵＡ値 0.24W/㎡K

天井 グラスウール100㎜ 天井 セルロースファイバー320㎜

壁 グラスウール50㎜ 壁 アクアフォームNEO100㎜＋
ネオマフォーム40㎜

床 スタイロフォーム30㎜ 基礎 アクアフォームNEO120㎜
500㎜折り返し

改修
前

改修
後
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W
ED &加盟募集セミナー開催!!

足立区ショールーム見学会 申込み受付中
詳しくはSNSへ

□✓ 大工さんでも建て方可能な軽量鉄骨システム

□✓ 人気雑誌『デイトナ』とのタイアップで抜群の集客力

□✓ 豊富な写真データで SNS 営業体制へのフォローアップ

POINT

LGSパネル工法
単一パーツの組み合わせで

様々な建築を可能とする画期的なシステム建築

リゾート型コンドミニアム商品

店舗建築商品『TYPE-S』

高床式建築商品（店舗、リゾート、別荘）

箱型規格住宅『TYPE-B』
GLB
ガレージアパートメント商品

非住宅戦線への参入が
生き残りの　となる!!鍵

株式会社 LDK　東京都中央区築地 1-5-8　樋泉ビル 7F

https://daytona-house.comデイトナハウス 検索
担当　内納（うちのう）
MAIL：info@ldk.co.jp

 

【大規模盛土造成地の安全性確保のフロー】 

（第１段階） （第２段階） 

（第３段階） 

「大規模盛土造成地マップの公表」 
「盛土造成地の安全性の把握」 

「危険な宅地がある場合の対策工事」

3,000m2 以上の盛土等の位置を把握 
ボーリング調査 

造
成
年
代
調
査
等

現
地
踏
査

優
先
度
評
価

地盤調査等 

安全性の把握 

対 策 工 事 の イ メ ー ジ

【目標：令和４年度までに作成】

【今回１００％達成】 【令和２年度までに完了】

どの盛土から調査を行うか決める計画の作成

【国で作成した大規模盛土造成地マップの一例】

（北海道函館市）

（別紙３） 

地方公共団体・国で作成

行政

国交省、地域型住宅グリーン化事業の募集開始

国交省、住宅生産技術イノベーション促進の提案募集

全地方公共団体の大規模盛土造成地マップ公表
　国土交通省は４月６日、今年度の

「地域型住宅グリーン化事業」のグ
ループ募集を開始した。地域の木材
関連事業者、流通事業者、建築士事
務所、中小工務店などが連携した省
エネや耐久性に優れた木造住宅・建
築物の整備を支援する。今年度は
135 億円の予算となっている。
　対象となるのは、①長期優良住宅
を木造、新築の「長寿命型」、②認定
低炭素住宅および性能向上計画認
定住宅を木造、新築の「高度省エネ
型」、③ゼロ・エネルギー住宅の木造、
新築および改修の「ゼロ・エネルギー
型住宅」、④省エネ基準を満たす既
存住宅の木造、改修の「省エネ改修
型」、⑤認定低炭素建築物等一定の

良質な建築物の木造、新築の「優良
建築物型。補助上限額は、①〜②は
１戸当たり110 万円、③は同140 万
円、④は同50 万円、⑤は１㎡あたり
１万円。2015 〜 19 年度の同事業で
①〜③それぞれ４戸以上の利用実
績がある施工事業者は①〜②は100
万円、③は125万円を上限とする。
　①〜③は柱・梁・桁・土台の主要
構造材の過半に地域材を使用する
場合 20 万円、浴室、トイレ、玄関の
うちいずれか２つ以上を住宅内に複
数箇所設置する場合は30 万円を上
限に予算の範囲内で加算する。
　応募の詳細は地域型住宅グリー
ン化事業評価事務局（http://chiiki-
grn.jp/）へ。

　国土交通省は４月６日、住宅建築
分野における生産性向上に向けて先
導的な新技術・サービスの開発・実
証等を行う民間事業者等を支援する
2020 年度「住宅・建築生産性向上促
進事業（住宅生産技術イノベーショ

ン促進事業）」の提案募集を開始し
た。
　同事業は、共同技術開発契約を締
結して技術開発を行う者を支援する
もの。単独での応募や国の機関によ
る応募は不可。補助率は、技術開発

に要する費用の２分の１以内。限度
額は、１件あたり国費 5000 万円（３
年以内）。
　応募期限は５月22日。採択の決
定は、一般社団法人住宅性能評価･
表示協会が設置する審査委員会の
審査結果を踏まえて同省が７月上旬
頃に行い、応募者に通知する予定。

　国土交通省は３月
30日、大規模盛土造
成地の安全性の把握
を進める第１段階の
取り組みとして全国
で進めてきた大規模
盛土造成地マップの
公表について、同日ま
でに全1741 地方公共
団体が公表し、100％
を達成したと発表し
た。これにより、47 都道府県の1003
市区町村で合計５万 1306カ所（面
積約10万 ha）の大規模盛土造成地
が存在することが明らかになった。
同マップは、各地方公共団体のHP
等で閲覧可能。

　大規模盛土造成地の安全性確保
に向けた第２段階となる「どの盛土
から調査を行うか決める計画の作
成」に必要な造成年代調査について
は、３月末時点で約半数（49％）が完
了。「防災・減災、国土強靱化のため
の３カ年緊急対策（2018 年 12 月14
日閣議決定）」では、2020 年度末に
実施率100％達成を掲げている。
　同省は今後、地方公共団体に対し
て大規模盛土造成地の安全性の把
握を計画的に進めていくよう通知す
るとともに、４月１日から都市安全課
に専任の職員を１名増員して、宅地
の安全性の確保に取り組む。

大規模盛土造成地の安全性確保のフロー
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への来場減が報告されており、３月以降は悪影響が懸
念される。
　分譲住宅は3.9％減の２万 362戸で４カ月連続の減

　国土交通省は３月31日、２月の新設住宅着工戸数を
発表した。持家・貸家・分譲住宅の全分野が減少し、前
年同月比12.3％減の６万3105戸と８カ月連続の減少と
なった。
　持家は11.1％減の１万9557戸で、１月に続き２万戸割
れ。２カ月連続の２万戸割れは1963年１月の１万 4803
戸と２月の１万6978戸以来57年ぶりとなった。消費増
税の影響もあり持家は７カ月連続の減少で、２ケタ減は
２カ月連続。国交省によるとまだ新型コロナウイルスの
影響はないものの、民間からのヒアリングで総合展示場

2020年２月 前年同月比（%）
総　　計 10,258 -9.9
持　　家 4,557 -10.0
貸　　家 2,554 -19.0
分譲住宅 3,358 -1.1

内訳 分譲マンション 1,625 +6.9
分譲戸建て 1,726 -7.4

※ 住宅着工戸数の約9割を占める「居住専用住宅で利用関係が単一のもの」の１戸当たり
単価に住宅着工戸数をかけ合わせて推計したもの

新築に関する住宅投資予定額※の推計　２月内訳
（単位：億円）

持家は57年ぶりの２カ月連続２万戸割れ２月の新設住宅着工戸数

少。うち戸建ては7.9％減の１万907戸で３カ月連続減
少、マンションは2.4%増の9353戸で４カ月ぶりの増加
となった。
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ニュースサイト「新建ハウジングDIGITAL」でアクセス数やＳＮＳ人気が高かった
ニュースを編集部が独自に分析・評価し、ピックアップ！
各ニュースの続き、詳細はwww.s-housing.jpでご覧ください03.21 >> 03.31

企業版SDGs調査、１位はトヨタ
トップ５に旭化成、パナソニック

2020年度住宅用太陽光の
FIT価格は21円

ヤマダ電機、ナックから
レオハウスを買収

>>2020.03.25

>>2020.03.23

>>2020.03.24 >>2020.03.30

>>2020.03.31

>>2020.03.23

TOTO、洗面化粧台の
納期が通常通りに

東京都が新型コロナ対策で
中小企業向け「緊急販路開拓助成」

LIXIL、4月初旬には
水まわり納品遅れ解消へ

　ブランド総合研究所（東京都港
区）は３月25日、消費者やビジネ
スマン、投資家など計１万 500 人
が国内有力企業 210 社のSDGs
取り組みやESG 活動を消費者視
点で評価した「企業版 SDGｓ調
査」（有効回答数＝9561 人）の結
果を発表した。
　SDGsへの取り組みが最も高く
評価された企業はトヨタ自動車
だった。同社の社会貢献（CSR）
活動や科学技術、世界平和、法令
順守などのESG 活動が評価され
た。２位以下には、アサヒビール、

　TOTO（福岡県北九州市）は、
洗面化粧台の納期が通常回復し
たほか、トイレとシステムキッチン
については通常より時間はかかる
ものの納期回復のめどが立ったこ
とをホームページを通じ明らかに

した。洗面化粧台は３月24日に通
常通りの納期に回復。中国からの
調達部品のめどが立ったことも一
因。30日にはトイレとシステム
キッチンは条件付きながら納期回
復のめどが立ってきているとした。

　東京都は３月30日、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を受
け、売上が減少した都内中小企業
の展示会出展費用等の一部を助
成し、販路開拓を支援する「緊急
販路開拓助成事業（新型コロナウ
イルス感染症緊急対策）」を発表

した。
　同感染症の影響により、直近３
カ月の売上高が前年同期と比較し
て10％以上減少している都内中
小企業を対象に、展示会参加費と
販売促進費を助成する。

▶詳細は3月30日号3面掲載

▶詳細は3月30日号15面掲載

▶詳細は3月30日号6面掲載

旭化成、サントリー、パナソニック
が続いた。

SDGsへの取り組みの評価が高いTOP20
順位 企業・ブランド名 評価

1 トヨタ自動車 18.6
2 アサヒビール 16.2
3 旭化成 15.9
4 サントリー 15.7
5 パナソニック 15.3
6 イオン 15.3
7 アップル 15.2
8 エネオス 14.8
9 ユニクロ 14.7
10 カルピス 14.1
10 サッポロビール 14.1
12 キリンビール 14.0 
13 キヤノン 13.8
14 住友林業 13.8
15 ヤクルト 13.6
16 花王 13.6
17 味の素 13.6
18 キッコーマン 13.6
19 TOTO 13.5
20 伊藤園 13.5
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あり自分は感染予防には敏感だと
思っていましたが、マニュアルが出さ
れたことでこれまでの認識の甘さを
痛感しました。自分が感染することに
よる周囲への影響力の大きさに恐怖
を感じずにはいられませんでした。こ

れを機会に自分が取るべき行動の重
要性について理解が深まりました。
　国民的お笑いタレントの志村けん
さんの突然の死により、多くの人が感
染の恐怖を身近に感じ、意識が変
わったと聞きます。会社において、社

員一人ひとりに責任のある自覚的行
動を促すためにも、何か具体的な「きっ
かけ」が必要なのかもしれません。自
社の取り組みを通じて、対応マニュ
アルが、そのきっかけになり得ると強
く感じています。（編集部　相澤静香）

　当社では「感染者発生時の対応マ
ニュアル」を作成し３月中旬、東京事
務所のスタッフに周知されました。
　保育園に預ける子供がいることも

高層木造建築で都市に森を
シェルター  耐火技術・部材の普及めざす

　シェルター（山形市、木
村仁大社長）が開発した、
燃え止まり層に石膏ボード
を使用した木質耐火部材

「COOL WOOD（ クー ル
ウッド）」を採用した高層
木造建築プロジェクトが
各地で進行中だ。木質系
耐火部材としては国内で
初めて２時間、３時間の耐
火仕様の国土交通大臣認
定を取得したことが弾みに
なっている。同社では「日
本の木造建築技術がヨー
ロッパに追いつき、リード
するチャンスが訪れてい
る」ととらえ、自社の技術
や部材の普及に力を注ぐ。
　宮城県の仙台駅東口エリアでは、
2021 年３月の完成を目指し、５月か
らオフィスや住宅などが入る木造７
階建てのビルの建設が始まる。国内
では初めて、主要構造部に製材を束
ねた「束ね材」を使用する事例となり、

シェルターが設計・施工を手掛ける。
　そのほか学校法人・玉川学園が同
年 12 月の完成を目指す９階建ての
学生寮（東京都町田市）といった高
層木造建築にも同社の技術が採用
される。

　３月に社長を退き会長に就いた木
村一義さんは、都市部に木造の高層
建築が建てられることについて「戦
後、都市部で木造で建築できない暗
黒の時代があったが、一地方の大工
職人の家系で育った自分が、接続金
物と耐火仕様の分野でパイオニアと
言われるまでになった。日本の木造
建築技術はヨーロッパに追いつき
リードするチャンスが訪れている。日
本には指物や組子などに代表される
世界に例のない木の文化がある。

『都市に森をつくる』ことを使命とし
て貫くことで、木の文化の継承に貢
献したい」と語る。
　一義さんの後を継いで社長に就
任した仁大さんは「耐火部材はあく
まで理想的な建築や街並みという最
終形をつくるための一要素。最終形
を想像しながら、前例にとらわれず
に木材を取り扱う発想が必要だ」と
する。同社では、木造建築の可能性
を広げようと、３次元曲面構造をつ
くる木質部材として「FREE WOOD

（フリーウッド）」を商品化。これまで
困難だったひねり形状の加工など、
自由なデザインを実現している。

　国土交通省は４月３日、構造・防火
及び生産システムの面で先導的な設
計・施工技術を導入した木造の住宅・
建築物のリーディングプロジェクト（「木
造先導プロジェクト2020」）を支援す
る、2020年度「サステナブル建築物等
先導事業（木造先導型）」の第１回提
案募集を開始した。
　対象事業は、①先導的な設計・施
工技術が導入される一定規模以上
の建築物の木造化を実現する事業

（「一般建築物」）と、②CLT等新たな
木質建築材料を用いた工法等によ
る、建築実証と居住性等の実験（「木
造実験棟」）。
　応募期限は５月19日17時必着。応
募要件や応募の方法などの詳細は、
評価事務局（木を活かす建築推進協
議会内）のHP（http://www.sendo-
shien.jp/02/summary/）から。また、
プロジェクトの採択は、学識経験者
からなる評価委員会の評価結果を
踏まえて７月中旬に行う予定。
　なお、第２回提案募集の開始は８
月頃を予定する。

「FREE WOOD」を採用してつくられた広島県呉市の称名寺鐘撞堂。
設計は大西麻貴＋百田有希／ o＋h

木造先導プロジェクト2020
第１回提案募集がスタート
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三越伊勢丹ホールディングス子会社

富裕層向けリノベ事業を本格展開
オリジナル建材や家具あわせてワンストップ提案

　三越伊勢丹ホールディングスの完全子会社で、店舗内装の設計・施工などを手掛ける三越伊勢
丹プロパティ・デザイン（MPD：東京都新宿区、橋淳央社長）は、デパートや一流ブランドの店舗、
５つ星ホテルなどの内装デザインや工事を行ってきたノウハウを生かし、４月から生活者向けの
高価格帯リノベーション事業を本格的に始めた。親会社が全国各地で運営するデパートの“お得
意様”の富裕層にターゲットを絞り、オリジナルの建材や建具、家具を含めて細部までこだわった
高級感あふれるフルオーダーメイド型の「オートクチュール・リノベーション」を展開する。

富山の伝統工芸と協業 
“一点物”の建材を生産

　オートクチュール・リノベーション
のメインターゲットは、デパートの外
商部の取引先となる、いわゆる“お
得意様”の富裕層だ。リノベはデザ
インから施工まで自社ワンストップ
のスタイルで、フルオーダーで受注
する。
　リノベ事業に合わせて、オリジナ
ル 建 材を生 産する部門「JAPAN 
LUX　(ジャパンラグジュアリー )」
も立ち上げた。内装に用いる「一点
物」の建材を、リノベと組み合わせて
提案し、付加価値を高める。MPD
の住環境営業部・リフォーム課の浅
賀久範さんは「ジャパンラグジュア
リーは、富山県高岡市で鋳物や鍛
金、絹織物、漆など伝統工芸品を手
掛ける９社と協業。職人による完全
一点物で、伝統技術を継承し、空間
の象徴となる建材や家具を提案して
いく」と説明する。
　浅賀さんによると、提案する建材
のイメージは、伊勢丹新宿店の正面
玄関のアールデコ様式の装飾や、西
陣織のレースを織り込んだガラスな
ど。「オーダー生産のため単価は高く
なるが、一般市場に比べてかなり高
額のリノベーションになると想定さ
れるため、“一点物”のニーズは大き
いと考えている」と浅賀さんは話す。

［写真左］MPDによるリノベーションの
施工事例。デパートや一流ブランド店
の内装などを手掛けてきたノウハウを
生かす。親会社（デパート）との連携で、
什器や家具、インテリアなども含めて
トータルで提案

［写真下２点］「JAPAN LUX　(ジャパン
ラグジュアリー )」で生産する“一点物”
のオリジナル建材をリノベに組み合わ
せて、付加価値と顧客の満足度を高め
る

建築家とコラボする 
「VIPプラン」も用意

　MPDが提供するオートクチュー
ル・リノベーションでは、「VIPプラ
ン」として、国内外で活躍する著名
建 築家３人が設 計を監 修するメ
ニューが用意されている。連携する
デパートの外商部を通じて案内され
た顧客のみがアクセスできるウェブ
サイトで内容の詳細を紹介。今後は、
施工事例なども掲載していくという。
　オートクチュール・リノベーション
では、社内に所属するインテリアデ
ザイナーやコーディネーターにより、
デパートに入っているラグジュア
リーブランドなどと連携した、什器
や家具、カーテン、絨毯なども一体
的に提案する。浅賀さんは「我々の
強みは顧客が望む暮らしに対する要
望を高いレベルで満たすことができ
る“御用聞き”の機能。あらゆる分野
の商材を取り扱うデパートをバック
ボーンに持つ当社だからこそ実現で
きる空間創造のノウハウがある」と
強調する。

窓口はデパートの外商部
　社内に営業担当者を置かないた
め、リノベの受注窓口はデパートの
外商部とウェブサイトのみ。三越伊
勢丹ホールディングスは、国内21店
舗を展開。“お得意様”への訪問販
売や店舗での個別接客などを担う各

店の外商部には、最少でも約 30人、
都内など基幹店になると100人前後
が在籍しているという。外商の担当
者がリノベーションの相談を受けた
場合は、MPDのリフォーム課につな
ぐ。
　浅賀さんは「これまでも各店の外
商を通じて、富裕層からのリノベの
依頼はあったが（当社の）受け皿が
十分ではなかった」とし、「創業時か
らデパートやショップの内装などを
手掛ける中で、デザイン性や素材選
びなど富裕層のニーズに応えられる
ノウハウは蓄積されている。オリジ
ナル建材の生産をはじめ、今回、き
ちんと受け皿を整えたことから、事
業を早期に軌道に乗せたい」と説明

する。昨年４月から試験的に事業を
実施したところ、３億円という価格
帯の受注もあったという。

30人の社員職人が施工
　施工は、社員職人 30人と、協力業
者によって行う。同社は東京都大田
区に、延べ床面積約２万 3300㎡の自
社工場を構える。同社は、親会社の
前身の三越が1904 年に「三越呉服
店」として設立した時に、三越家具
加工部としてスタート。国会議事堂
や各国の大使館、最高裁判所などの
内装や家具製作などを手掛けてき
た。最近では、建築家の隈研吾さん
とコラボし、「topo」という椅子を製
品化した実績もある。

三越伊勢丹ホールディングスは国内21店舗を展開。
写真は日本橋三越本店（東京都中央区日本橋）

デパートの“お得意様”である富裕層にターゲットを絞り、高価格帯のリノベーション受注を狙う 東京都大田区にある工場で家具を製作する社員職人






