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★サクラ材
今年は例年よりも早い開花で戸惑う都会の名所がニュースになっていました。今回は、その桜のお話です。
今年は例年よりも早い開花で戸惑う都会の名所がニュースになっていました。
今回は、その桜のお話です。
◆水目桜 ：日本の固有種ですが、桜ではなく樺（椛）の仲間です。
日本の固有種ですが、桜ではなく樺（椛）の仲間です。
一昔前は、
、「自宅は水目桜の赤身部分のみの無垢の床材を張っている」
「自宅は水目桜の赤身部分のみの無垢の床材を張っている
山桜
水目桜
ことを、大工さんから自慢話
大工さんから自慢話として聞いたものです。桜材と言えば
言えばこ
ナグリ
れ、という材ですが
、という材ですが、残念ながら今はほとんど流通していません。
今はほとんど流通していません。
◆朱里桜（しゅり・しうり）
朱里桜（しゅり・しうり）：バラ科サクラ属
北海道の木工メーカーが
北海道の木工メーカーが、これで木製サッシを開発・製作していた
製作していた頃
に少し関わりました
少し関わりました。油分が多く、船の構造にも使われていたことか
油分が多く、船の構造にも使われていたことか
ら耐候性にも優れた材と
ら耐候性にも優れた材といえます。但し、現在は材の確保が難しく作
。但し、現在は材の確保が難しく作
っていないそうです。たまに原木市には出てきますので、長期計画で
っていないそうです。たまに原木市には出てきますので、長期計画で
ご用命いただければ
ご用命いただければ確保します。
◆山桜：バラ科サクラ属
現在、木童が取り扱っている桜材はこれ
る桜材はこれになります。桜はやはり花を愛でるため、山にも多
になります。桜はやはり花を愛でるため、山にも多
く残されており、
、安定供給が可能な木材です。山桜は先述の水目桜とは趣が少し異なり、
趣が少し異なり、
力強い木味です。90・120・150 巾とあり、巾広材はより高級感を与えてくれます。
とあり、巾広材はより高級感を与えてくれます。

台東区谷中のお寺の客殿が完成しました。木童からはベランダのフェンス
谷中のお寺の客殿が完成しました。木童からはベランダのフェンス
谷中のお寺の客殿が完成しました。木童からはベランダのフェンスとその上に乗る笠木を納入しました。
を納入しました。
素材は※南部
※南部くりです。
板と板の間隔が一定に揃えられ、加工の精度と大工さ
んの仕事の丁寧さが、この建物にきりっとした表情を
が、この建物にきりっとした表情を
与えている、そんな感じです。
くりはタンニン分を多く含み、水やシロアリ等の害虫
に強い材です。耐久性に優れており、常に雨風にさら
耐久性に優れており、常に雨風にさら
されるこの様なフェンスにはもってこいでしょう。
また広葉樹の中ではやわらかい方なので、実際に笠木
に触れてみたところ優しい暖かみを
に触れてみたところ優しい暖かみを感じました。この
ベランダに出て笠木にさわった人たち
ベランダに出て笠木にさわった人たち、みんなにこの
暖かみが伝わると思うと大変楽しみです。
※南部
南部くり
南部くり：最近この名をよく耳にしますが
くり：最近この名をよく耳にしますが、
：最近この名をよく耳にしますが、木童が創作した
商品名です。山栗であり南部くり
くりという品種はありません
という品種はありません
商品名です。山栗であり南部
くりという品種はありません。

★ 家づくり現場れぽ②～相生杉
家
設計
設計：奥山裕生設計事務所
施工：渡邊技建
渡邊技建～
世田谷区砧で「旗竿敷地に建つ自然素材住宅」が完成しました。
で「旗竿敷地に建つ自然素材住宅」が完成しました。ここ
ここは、狭小地で旗竿の
土地形状をしており、斜線制限も
土地形状をしており、斜線制限も厳しく、まさに“設計事務所向き”
”の土地でした。
ロフトを挟んだ吹き抜けを作ってトップライトや高窓を作ることで
採光や通風に配慮し、空間設計の巧みさで
採光や通風に配慮し、空間設計の巧みさで、延床面積
19 坪+ロフト 3
坪とは思えない、3 人家族が生活するのに十分な広さを感じました。
今回木童からは、相生杉
相生杉の厚床を納品しました。玄間を開けると木童
の相生杉が迎えてくれ、
れ、1F の床が全て相生杉でした。子供部屋と主寝
室が 1F にあるので、部屋で床の上に座っても寝そべっても負担の少
ない相生杉を選んだと聞いて
聞いて、設計者の心使いを感じます。また、壁
に塗った珪藻土と相まって
と相まって非常に心地良い空間となっており、見学会
に来られていた方々もついつい長居していました。梅雨
に来られていた方々もついつい長居していました。梅雨の時期には、
玄関アプローチまで
玄関アプローチまで 17ｍ！
17ｍ！
住まい手さんも珪藻土と無垢の床にしたことで
住まい手さんも珪藻土と無垢の床にしたことでさらにその快適さを
実感されることと思います。

アサダ
道産
カバ

設計：彦根設計 施工：和田工務店
和田工務店～

◆カバザクラ：
カバザクラ：カバノキ科カバノキ属
蒲桜というバラ科サクラ属の品種も存在しますが、ここで
は一般的に「カバザクラ
「カバザクラのフローリング」と呼ばれている
呼ばれている
材のことを指します
指します。主にロシア産の原木→中国で加工→
→
という流通で入ってきています
流通で入ってきています。
（マカバ・オノオレカンバ・
マカバ・オノオレカンバ・
ウダイカンバなどの仲間と思われますが、ロシア材は国が認め
た伐採量の 3 倍が流通しているといわれており、違法木材でないことを祈るのみです。
倍が流通しているといわれて
違法木材でないことを祈るのみです。）

木童の扱うカバ
の扱うカバは北海道産のものです。以前、大手ハウスメーカーの重役さんと木材拠点の
大手ハウスメーカーの重役さんと木材拠点の
材木商の社長
材木商の社長さんから国産のカバ材のはずがないと疑われた事があり、
疑われた事があり、原木からの流通を辿
って売買契約書
売買契約書まで取りそろえたことがありました。
（正真正銘の国産材です
正真正銘の国産材です！） ここまで
しっかりと書類を揃えられるのも木童ならではのことと自負しています。
◆アサダ（桜）
：カバノキ科アサダ属
木童でも取り扱っていますが、材が市場に出てくることがかなり減っています。とっても堅い木で希少な材を使いたい
木童でも取り扱っていますが、材が市場に出てくることがかなり減っています。とっても堅い木で
という方にはお勧めです。床材は取りそろえられるのですが、巾木や框はまずそろわない
床材は取りそろえられるのですが、巾木や框はまずそろわない
床材は取りそろえられるのですが、巾木や框はまずそろわないので要相談です。
と言われているので、○○ザクラという造語名詞が生まれます。
が生まれます。
“サクラ＝高級木材”と言われているので
今の日本人の桜に対するイメージはソメイヨシノと思われますが、ソメイヨシノは寿命が短いため、材も細く
今の日本人の桜に対するイメージはソメイヨシノと思われますが、ソメイヨシノは寿命が短いため、材も細く、
また花を多く付けるため枝ばかりなので良い建築材には りません。上述のサクラは堅い床を求めている方には
また花を多く付けるため枝ばかりなので良い建築材にはなりません。上述のサクラは堅い床を求めている方には
お勧めですが、床に寝ころびたいと思われている
思われている方にはあまりお勧めではありません
ではありません。
木童のショールームでは、色々な床を歩いて体感できますので、床の種類を考えている場合は、ぜひおいでください。
木童のショールームでは、色々な床を歩いて体感できますので、
樹種を選び間違うと、非常に居心地の良くない家になってしまうので、大切なポイントですよ！
樹種を選び間違うと、非常に居心地の良くない家になってしまうので、大切なポイントですよ！

★木材利用
木材利用ポイント制度スタート
2013 年 4 月 1 日より木材利用ポイント制度がスタートします。（工事請負契約締結した時点が H25 年 4/1～3/31）
国産材（地域材）を使用することで エコポイントのような利用券を発行するようです。その内容が下記のように
国産材（地域材）を使用することで、エコポイントのような利用券を発行するようです。その内容が下記のように
決まっています。木材利用ポイントは、当該事務局に登録申請された工事店によって申請され、施主に渡されます。
決まっています。木材利用ポイントは、当該事務局に登録申請された工事店によって申請され
施主に渡されます。
ただし、
ただし、410
億円の予算内での話なので、消費した場合は打ち切りのようです。
した場合は打ち切りのようです。
延床面積

新築

構造材・間柱等

床
80 ㎡未満

4㎥

80 ㎡以上 95 ㎡未満

5㎥

リフォーム
新築
内壁

95 ㎡以上 110 ㎡未満

6㎥

110 ㎡以上 125 ㎡未満

7㎥

リフォーム
木質系外壁材
外壁

★ 産地見学へ行きませんか
きませんか？
木童スタッフが案内する産地見学会は一味違います。今回の募集は
木童スタッフが案内する産地見学会は一味違います。
今回の募集は宮崎県と高知県です。
日程は未定ですが、見学希望者の要望に応えな ら調整しますので、ご連絡ください。
日程は未定ですが、見学希望者の要望に応えながら調整しますので、ご連絡ください。
＊宮崎県のみどころ＊
みどころ＊ 製材所では見るべきポイントや他の製材所との違い、
他の製材所との違い、そして国内最高レ
ベルの乾燥技術を解説します。
ベルの乾燥技術を解説します。プレカット工場では、木材持ち込み専門工場の
木材持ち込み専門工場の図面読解力と高い
加工技術、特殊な加工機で出来ること
加工機で出来ることを見学できます。その他、杉の研究日本一の宮崎県木材活用
その他、杉の研究日本一の宮崎県木材活用
技術センターで杉の強度や可能性を学んでいただけます。（※旅費参考：
旅費参考：1泊2日で37,000円+食事代）
＊高知県のみどころ＊
みどころ＊ 原木市場で日本一の杉と言われる魚梁瀬杉の見学、加工工場での最先端の
瀬杉の見学、加工工場での最先端の
木質エネルギーの活用と
木質エネルギーの活用とオリジナルの燻煙乾燥機とペレット製造を見学
の燻煙乾燥機とペレット製造を見学。プレカット工場では最新
の乾燥機「加熱蒸気式乾燥機」の能力とそれを使って生産された木材を使った住宅
の乾燥機「加熱蒸気式乾燥機」の能力とそれを使って生産された木材を使った住宅を見学できます。
（※旅費参考：実質20,000
20,000円（航空機代+宿泊費の半額補助が受けられます）
れます）+食事代程度です。

125 ㎡以上

8㎥

新規外壁材

9 ㎡ 21,000 ポイント
ポイントを
以降 3 ㎡増えるごとに 7,000 ポイントを加算
9 ㎡ 30,000 ポイント
以降 3 ㎡増えるごとに 10,000 ポイントを加算
ポイントを
9 ㎡ 15,000 ポイント
ポイントを
以降 3 ㎡増えるごとに 5,000 ポイントを加算
9 ㎡ 2.1 万ポイント
以降 3 ㎡増えるごとに 7,000 ポイントを加算
ポイントを
10 ㎡ 15,000 ポイント
ポイントを
以降 10 ㎡増えるごとに 15,000 ポイントを加算
10 ㎡ 7,000 ポイント
以降 10 ㎡増えるごとに 7,000 ポイントを加算
ポイントを

ペレットストーブ用のペレットも対象となるようですが、スタートが 7 月以降で、運用はまだ未定とのことです。
木童にペレットをご注文されている方々にはまた別途お知らせいたします。
木童 NEWS ラインナップ
告知■ 毎月第 1 土曜日は「建築家が手掛ける 24 坪の家」無料住宅相談会を開催します。
■告知■
★
★4/6（土）13
時～16 時 根来宏典建築研究所 ★5/11（土）13 時～16 時 みつだ正二建築デザイン研究所
企画展のご案内
■第 134
4 回企画展 4/1(月)〜13(土) シニア世代の「暮らし」を見直す家づくり アトリエ海
■第 1355 回企画展 4/22(月)〜27(土)今、木造建築が面白い！
今、木造建築が面白い！ 澤野建築研究所個展
※木童通信を
木童通信を HP よりダウンロード出来ます。バックナンバーをご希望の方はこちらをご利用下さい。
。バックナンバーをご希望の方はこちらをご利用下さい。

