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ものを収納し、並べるのに用いるシェルフ。
背面化粧仕上げだから、置き場所を選びま
せん。お部屋の中央に置けば、間仕切りや
ちょっとしたパーテーションとしても役立ち
ます。また、オープンデザインなので、光や
視界を遮らず、お部屋に圧迫感を与えない
のもうれしいポイント。おすすめは、季節ご
とにお気に入りの洋服や服飾小物をまとめ
て、セレクトショップの什器棚のような見せ
方もお洒落ですよ。

シェルフ

学校机から会議用のデスクまで、幅広く活躍している木材の机。も
ちろんお家でも、日々の生活に温もりと彩りを与えることでしょう。
このオーバルテーブルは折りたたみ式のものなので、自室や来客
用にも使い勝手◎！２つの樹木から作られた突板を天板に採用
し、天然木の味わい深い雰囲気を直で感じることが出来ます。

オーバルテーブル

キッチンやリビングの片すみに置けるサイズ
感なので、座ったり、お花を飾ったり、インテ
リアとして楽しむなどその可能性は無限大！
家事の合間にちょっとひと息するときや、お
客さまが来たときにささっと活躍します。座
面の凹みは弧にぴったり合い、いくつか揃え
て繋げるように置いても可愛いですよ。

証明の具合で雰囲気が変わるのも、天然木テーブルならでは

つなぎ目も味わい

低い床面

スツール

おうちに木のぬくもりを取り入れよう！おうちに木のぬくもりを取り入れよう！

森に行くとリフレッシュできるのは、木が放つ「フィトンチッド」という成
分のおかげだと言われています。実はこの成分、木材を加工した後も効
果を発揮するのです。すなわちお部屋に木材家具を置くだけで、リラッ
クス効果が高まります。加えて、木材家具には間伐材が使われることが
多く、時が経つと色ツヤも増すため長く使用でき、エコな商品です。
そこで今回は、王道なものから一風変わった木材家具まで、幅広く
フィーチャーします！ 床面高11.5ｃｍのロータイプのベットフレームなので床面を低

く、天井との距離を大きく取ることで広く、ゆとりのある空間を演出
します。無駄な凹凸がなく、スッキリとしたシンプルなデザインは、
コンパクトなだけでなく実用的で飽きの来ないデザイン。天然木
の温かみや質感をダイレクトに感じることが出来ます。

ロータイプベットフレーム

木の破片を集めたような、表情豊かなウッドベースに腕
時計風のフェイス。温かみのある雰囲気と、機械的なデ
ザインをクリアガラスを配すことで上手に融合させ、個
性的な佇まいに魅了される壁掛け時計です。ガラス留め
には工業テイスト漂うネジをそのまま使用したり、9の数

ウォールクロック

お花だけでなく、葉っぱやフェイクグリーンにも合う、シンプルさ
がポイントです。リビングだけでなく玄関・書斎・寝室など、どの
部屋にも合い、さり気なく温もりを与えてくれます。天然木使用の
ため、木目や節・色合いの違い等は木の表情として、あなただけ
の一輪挿しを楽しんでください。

一輪挿し

詳細はこちらから

詳細はこちらから

詳細はこちらから

詳細はこちらから

詳細はこちらから

詳細はこちらから

字のところは素材やサイズ
などをあしらったファクト
リーメイドなデザインも
◎。どんなインテリアにも
さらりと馴染み、お部屋の
素敵なアクセントになって
くれます。
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新築工事におけるバルカンデッキ
材を使用したウッドデッキの施工

施主様より「素足で歩くと気持ちが
良い」とのご感想いただきました。

場　所 ： 青森県十和田市
案件名 ： YN様邸
施　工 ： 株式会社ヘリテージホーム 三沢支店
　　　　  青森県上北郡六戸町小松ヶ丘3-77-1085

お客様の反応

案件の概要

アウトドアリビングをコンセプトに、デッキの上でもゆったりとでき
る空間に仕上げました。また、階段部分に間接照明を入れてみまし
た。夜も星空を見上げながらくつろげる場所となっております。

こだわった点

施工にあたっての感想
当初はメンテナンスのことを考慮し、樹脂のものを考えておりまし
た。施工面で初めての採用となるため不慣れな点があり、現場から
意見が上りましたが、ビスの選定などで解決することができそうだっ
たため、今後も要望をいただいた際は提案して参りたいと思います。

今回は新築工事にバルカンデッキ材を使用した
ウッドデッキ施工事例についてご紹介します！

お客様の反応にも注目です。

手軽にできる健康増進活動！手軽にできる健康増進活動！
９月は健康増進普及月間です！新型コロナウイルスの影響で運動ができていない方も多いと思います。
テレビを見ながらでもできる簡単体操を紹介しますので、家事や仕事の合間にぜひやってみてください！

足腰を元気に保つた
め、テレビを見ながら、ま
た、家事や仕事の合間
にストレッチや筋力体操

伸ばした足にタオルをか
けて、両手で握り上半身
をゆっくり前に倒します。
５秒数えて戻します。

健康増進普及月間
9月1日～9月30日

1 後ろ足のストレッチ
（左右５回ずつ）　　

椅子の背もたれに手をかけ、ゆっくり
かかとを上げ、つま先立ちになります。
ゆっくり元に戻します。次にゆっくりつ
ま先を上げ、ゆっくり元に戻します。

3 つま先立ち
かかと立ち
（ゆっくり10回）

両足を肩幅程度に開き、背筋
を伸ばしたままお尻を下げま
す。膝がつま先より前に出ない
ようにしましょう。膝を曲げる角
度で強さを調整できます。

4 スクワット
（ゆっくり5回）

2 股関節の屈曲運動
（左右５回ずつ）

椅子に座った状態で片足ずつ
膝を持ち上げます。３～５秒
キープしてから戻します。より強
くできる方は、市販のゴムバン
ドを使うと負荷をかけられます。

をしましょう。回数は目安です。ご自身の
ペースで、呼吸を止めずに、無理なく行い
ましょう。特にスクワットは、腰痛がある方
は無理しないようにしてください。

おうちでできる
簡単体操

たかすぎあん

高過庵

高過庵周辺の特徴的な建造物

「高過庵」からほど近い場所に位置する、
もう１つの奇妙な建物。名前の通り、空
に浮かんでいます。地上約3.5mにあり、
４本のワイヤーで吊り下げられている状
態です。2010年に開かれた茅野市民館
主催のワークショップで製作され、2011
年に現在の場所に移設されました。３畳
ほどの茶室内には、真ん中にテーブルと
椅子があり、最大７名収容することがで
きるのだとか。

明治時代まで諏訪大社の重要な神職
「神長官」を務め続けた守矢家が、鎌倉
時代から伝えてきた貴重な文書を保管
する史料館です。実は、茅野市で生まれ
育った藤森照信氏のデビュー作。屋根か
ら突き出る４本の木の柱が、なんともユ
ニークです。地元産の樹木を使用してお
り、諏訪の自然と中世の信仰のイメージ
を取り込んだモチーフとされています。
史料だけではなく、この独特の趣や館内
にまで施された拘りを見に訪れる観光
客も多くいるそうです。

細川元首相の茶室を設計した藤森照信氏。個人的にも茶室が欲しいと思い
立ち、2004年に実家の畑に建てたのが、この「高過庵」です。地上６mに位
置する茶室を支えるのは、たった２本のクリの木。完成後に中に入ったとき
は、その危なっかしさにご本人も驚いたのだとか。パビリオン・トウキョウ
2021に際したインタビューで「私は高いのが好きなんです。」と語った藤森
照信氏らしく、高過ぎる茶室が長野県にそびえ立っています。アメリカの
TIME誌では「世界でもっとも危険な建物トップ10」として紹介されました。
ちなみに、１位はピサの斜塔です。

「高過庵」の横に新設された、竪穴式茶
室です。「高過庵」とは対象的に、その半
分が土に埋まっていることから、「地面の
下の茶室」とも呼ばれます。ピラミッドを
彷彿させる四角錐が特徴的な建物で、
屋根はまさかのスライド式。2017年に行
われた「縄文アートプロジェクト」の一環
として、茅野市民館主催のワークショッ
プで製作されました。茶室内では、地元
のお茶屋さんに教わる「お抹茶体験」が
開かれることも。

ひくすぎあん

低過庵
空飛ぶ泥舟

神長官守矢資料館

高過庵

Takasugi-an

高過庵 〒391-0013　長野県茅野市宮川389－1

今回は長野県にある「高過庵」をご紹介します。
藤森照信氏が自身の私有地に建てた「フジモリ茶室」の１つで、
その高さには思わず目を見張ります。
ユニークな建造物たちは、どのようにして出来上がったのでしょうか。

日 本 の

凄 い 建 築

設計 ： 建築家・建築史家　藤森照信氏
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社内報30号でもご紹介したウッドショック。
今回は日本の最新の現状と挙げられている
要因の分析を見ていきます。

2021年6月の製材輸入量は、前年度比で18％の減少で
した。主にカナダやEUからの輸入減が主な要因とされ
ます。外材の輸入量減少により、2021年上半期での減
少量は、「製材用材」では全体の17％の1053千㎥でし
た。また、「合板用材」では、全体の16％の845千㎥で
す。これはもちろん大幅な減少ですが、木材が全く輸入
されていないということではありません。新築着工数
を見ると、コロナの影響で2019年から2020年の間で約

日 本のウッドショックの現状

今回のウッドショックの直接的な要因として、「北米の
新築住宅市場の着工増加」、「コロナの影響で、港湾労
働者不足から海上輸入コンテナが北米に滞留したた
め、アジア向けコンテナ不足になったことによる輸送

ウ ッドショックの直接的要因

１つ目の要因ですが、実は北米の着工数は2009年ご
ろに、新築着工数は今回を上回る200万戸を建ててい
ます。しかし当時、製材価格の高騰は起こりませんでし
た。また、アメリカの住宅流通に占める新築着工数は
全体の10％しかない市場です。このような点から、北
米の新築着工数の増加がウッドショックの直接的な原
因だとは考えにくいと主張します。
２つ目のアジア向けコンテナの輸送費の値上がりです
が、これは単なるアメリカ湾港の労働力の問題ではあ
りません。コロナ禍において輸送や現場の施工におい

３ 点の直接的要因の分析

様々な憶測のあるウッドショックに対して短期的な対
策としてできることは、取引のあるプレカット会社や木
材商社に先々の分を発注することです。本質的な対策
ではありませんが、上棟できないリスクを避けるため
にもいち早く取り組むべきだと考えます。

短 期的な対策

知識を蓄え
未曾有の危機に備え

よう！

ウッドショック
Part2

10％低下しています。このような観点から、この「製材
用材」と「合板用材」の外材の輸入量減少は致命的な
レベルではないことが伺えます。一方、価格面におい
て、製材輸入平均単価は全体では40％程度の値上が
りです。特にカナダ産の木材が値上がりしています。国
産材の価格においては、外材の不足を補うために国産
材への切り替えが起り、国産材の価格も高騰し続けて
います。

費増」、「中国の旺盛な木材輸入増」の3点が挙げられ
ています。しかし本当にこの 3 点が要因なのかを、今
後の予測や対策を打つためにも正しく分析し理解する
必要があると考えます。

て様々なものが止まったため、荷揚げを行えず滞留せ
ざるを得なかったと考えられます。したがって今後、ワ
クチン接種率向上により物流の正常化が進めば、解消
されると考えられます。
３つ目の原因ですが、中国は10年以上前から木材の輸
入量を増やしています。また中国の木材輸入の多く
は、丸太や製材等の加工用原料であり、それらを高次
加工して合板などで輸出しています。したがって、中国
の旺盛な木材輸入が急激なウッドショックを引き起こ
したとは言い難いと考えます。
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井の頭恩賜公園は、東京都武蔵
野市と三鷹市にまたがる都立公
園です。1917年5月1日に開園
し、三宝寺池および善福寺池と並
び、武蔵野三大湧水池として知ら
れる井の頭池を中心としていま
す。ボートなどもあり、静かにの
んびり過ごすのにおすすめです。

新型コロナウイルス鎮静祈願！

＼もう待てない！／＼もう待てない！／

オススメオススメ

新型コロナウイルスの勢いは止まるどころか変異株など
もあって益々猛威を奮っています。同時にワクチン接種も
進む中、コロナが収束したら行きたいところ、やってみた
いことを大場さんにお伺いしました！

大場康治さん

三鷹の森ジブリ美術館 
　　　　　　　　　　　　　　に行きたいです！

私は

コロナ感染拡大前に娘の小学校卒業
記念旅行で計画していた場所でした。
娘は中学２年生になりましたがきっと
家族皆で楽しめると思います。
コロナが収束したら思いっきりジブリ
の世界を味わいたいです！

三鷹の森ジブリ美術館
【住所】　〒181-0013
東京都三鷹市下連雀1丁目1-83
【アクセス】
三鷹駅・吉祥寺駅から徒歩15分、バス6分
井の頭公園駅より徒歩15分

【住所】　〒180-0005　
東京都武蔵野市御殿山1丁目18-31

【住所】　〒181-8588　
東京都三鷹市大沢2丁目21-1

【住所】　〒181-0015
東京都三鷹市大沢2丁目21-3 星と森と絵本の家

三鷹の森ジブリ美術館近郊の観光スポット

井の頭恩賜公園
パネルや模型を使った展示で最
新の天文学や、日本の天文学の
歴史を学べます。無料見学コース
や、毎月2回、天体観望会（要予
約）も開催しており、キャンパス内
には歴史を感じさせる大正期の
建築も並んでいます。

国立天文台
国立天文台と協力して三鷹市が設置・運営す
る絵本を中心にした展示施設です。読書室に
は絵本をはじめ約2000冊の本が、動物・星・
森など6つのカテゴリーに分かれて並んでお
り、絵本との出会いやさまざまな体験を通じ
て、子どもたちの知的好奇心や感受性をはぐ
くみ、人々が宇宙や自然、芸術文化に親しむ場
となり、子どもたちが豊かに成長する地域文
化の創造に寄与することを目的としています。

三鷹市 星と森と絵本の家

新型コロナウイルスが
収束したら行きたい○○
新型コロナウイルスが
収束したら行きたい○○

ついでにここも寄ってみて！
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