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＜会社概要＞ポラテック株式会社
ポラスグループの中核会社の一つであり、注文住宅とプレカットを主に事業を展開している。
11年3月期は売上高5,300億円 経常利益24億円。
プレカットは坂東工場（茨城）
と滋賀工場を持ち、構造材の生産能
力は11万1,000坪と日本一の規模。更に、仙台、静岡（富士）
での工場建設を決め、一層の規模の拡大を進めている。

ポラ テック株 式 会 社 本 社ビル
︵ ウッドスクエア︶

■新本社所在地 埼玉県越谷市七庄町2-7 ■プレカット事業部

ウッドスクエア

（ポラテック本社ビル）

木

tel 048-987-7888

地域・地区：第一種住居地域、第二種住居地域
構造：S造，RC造、SRC造
施工期間：2010年9月〜12年2月

2012年2月22日付け 日刊木材新聞より抜粋

延べ面積：6,592.63㎡
階層：地下1階、地上4階
総工費：25億円

質ハイブリッド集成材で日本最大規模のビル

内装や家具に木材を使うだけでなく、建物自体

元請である川田工業（株）様のもと、当社齋藤木

で木の魅力をアピールするために、Ｈ形鋼を厚さ

材工業が製造しております。

約60ｍｍのカラマツ集成材で覆う「ハイブリッド部

木材を用いた耐火建築物は00年の建築基準法改

材」を柱と梁を合わせて600本以上も用いています。

正で可能となり、4階建てビルを建設する道が開

この部材は、日本集成材工業協同組合が05年に

かれました。

1時間耐火の国土交通大臣認定を取得した柱と梁

ポラテック本社ビルは、同種のハイブリッド部

です。火災で鉄骨を被覆する集成材に火がついて

材を使用した建物としては国内3例目で、建物規

も、燃え尽きずに自然鎮火する「燃え止まり現

模としては最大となります。柱と梁の大半へのハ

象」を利用しています。

イブリッド部材の採用は今回が初の試みです。

※木質ハイブリッド集成材（耐火集成材）については5〜6ページで
特集しています。
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木 質ハイブリッド集成材利用の設計
［寸

法］柱は525mm角（400×400mmのＨ型の鋼材が入る）、大梁は636×325mm（600×200mmの鋼材

が入る）、小梁は563×325ｍm（500×200mmの鋼材が入る）などです。
［使用量］柱は200本、大梁は233、小梁は196本使用しました。被覆材に用いる唐松集成材は長野県産の唐
松間伐材2,055㎥から製材、乾燥して作ったもので、間伐材活用が森林整備の促進にも寄与しています。

木 質ハイブリッド集成材の製造から建て方まで
■集成材の製造

齋藤木材工業㈱

集成材製造プレス

鉄骨インサート部加工

集成材仕上げ加工

鋼材仮組み

接着剤塗布・合せ

表面仕上げ

＜ポイント＞

鉄骨に仕口部分を除いて集成材を被覆します。柱梁の接合部は現場で部材を組み上げた後に集成材を被覆します

■建て方
建設地

柱の建て方

梁の建て方

全体の様子

接合部カバー取付

接合部カバー取付

＜ポイント＞

建て方の手順は一般的な鉄骨造と同じですが、集成材を被覆するため、木造の美観が顕れます。
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創 業 昭和55年7月8日
資本金 20,000,000円
所在地 本社

代表取締役社長

金子

好安氏

諏訪ショールーム
〒392-0007長野県諏訪市清水3丁目3940-1
フリーアクセス：0800-800-6165
TEL 0266-78-6165 / FAX 0266-78-6145
営 業 品 目 総合建設業 宅地建物取引業
一級建築士事務所 損害保険代理業
建設業許可番号 特定建設業 特-20 第11868号
宅地建物取扱業 長野県知事（5）第3833号
一級建築士事務所 長野県知事（諏訪）C第44141号

〒394-0082長野県岡谷市長地御所2-13-8
フリーダイヤル：0120-28-3504
TEL 0266-28-3504 / FAX 0266-28-9075
リフォーム・不動産事業部
〒394-0083
長野県岡谷市長地柴宮1-2-31
フリーダイヤル：0120-10-5610
TEL 0266-26-8828 / FAX 0266-26-1465

金 子 工務 店 株 式 会 社

＜ご挨拶＞

子工務店の家づくりと姿勢を見ていただきたいからです。

岡谷の地に来て30年超。家づくりの現場でも常に「良

その1棟1棟にお施主様の想いが込められています。

いものはないか」
「もっと良い方法はないか」考えてきま

その1棟1棟にはご家族の希望が詰まっています。

した。
こうして技術を蓄え、思考を柔軟にし、そこからお客

そして何故、金子工務店の家はクオリティーが高いに

様へのご提案〜お客様の「こうしたい」を形にすることが

も係わらず、
この価格を維持できるのか？その理由をあ

出来てきたのではと思います。

なたの耳で聞いて、目で見て感じていただければと思い

今までも、
これからもお客様に愛される工務店を目指

ます。

して日々前進し、高い技術力と知識を現場で活かしてい
きたいと思っています。お客様から
「金子で建ててもらえ
て本当に良かった！」
と言って頂けることが我々の存在意

デザイン重視？機能性重視？省エネ？広さは？立地は？
将来性は？等々1棟1棟には特徴があると思います。
本当に住みたい家が見つかるまで妥協しないで下さ

義とし、
どこのハウスメーカー様・工務店様より地域に貢
献し、支持されていくことをこれからも目指して参ります。

金子工務店のおもい

い。
「こんな家に住みたい！」
と思った瞬間から、あなただ
けの家づくりは始まるのかも知れません。今の時代、安け
ればいいというものではありませんし、安いなら安いなり

ありのままの金子工務店を見て下さい。

の、高いなら高いなりの理由が明確でなければなりませ

金子工務店は、お施主様のご協力により、お施主様の新

ん。長く住み続ける家だからこそ慎重に施工業者を選ぶ

築されたお家を見学会に使わせていただいています。根

必要があります。一生で一回の大切な高額なお買いもの

拠の無いモデルルームを作らず、等身大のありのままの金

なのですから。

＜施工例＞

▲2世帯同居の「和趣の住まい」

▲本格和風住宅

蔵・車庫付

▲こだわりの薪ストーブと自然素材の自由設計の家

金子工務店の強み

健康・住まいづくり
康 マイクロバブルトルネード
ヘルスコート・ヘルスコキュアー
暖 房 床下暖房・エコ暖・薪ストーブ・暖吉
水
モールドウォーター
キッチン スーパーラジエントヒーター
太陽光 太陽光発電
健

■地元の気候や風土を知り尽くした家づくり

炭

方角や風観に合わせた家の向き
厳しい寒さに適した暖房器具
深夜電力を有効活用したオール電化等

■各保証機関と連携
「長期保証」が確かな技術力と高いお客様満足度の証し

■地元設計事務所の設計士とプランづくり

これらのキーワードに興味を覚えた方は是非
金子工務店までお問合せください。

フリーダイヤル0120-28-3504
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≪金子社長とお話をさせて頂いた感想≫

齋藤木材工業㈱ 情報誌編集担当 斉藤

金子社長とお話をさせて頂き、社長の大工さんとしてのプライド、自分も納得できる良い材料を使って、お施主様に
喜ばれる良い家をつくりたいという、強い信念をひしひしと感じました。
そんな金子社長から信州からまつの集成材は後々の点検でもボルトのゆるみなどが他の木材と比べて少なく、自信
を持って推奨できるという大変心強いお言葉を頂きました。

ここで「 信州からまつ」について少々解説します。

からまつは別名「落葉松」
と言われるように、針葉樹でありながら冬に葉を落とす珍しい木として知られてい
ます。長野県では昭和40年代に脱脂乾燥技術の研究開発に伴い、からまつ材の欠点とされていた「ねじれ、狂い、
やに」の問題点が大幅に改善されました。今では建築材として、構造用・造作用集成材一般構造材、化粧材、家具材
等々、その使用範囲は広がりをみせています。
また、色合いも最初は淡い黄色から経年変化により重量感のあ
るベッコウ色にとその趣を変えていきます。

安定した品質と強度

安全性は？

信州からまつ構造用集成材とは

一般に使われている接着剤は、水に弱かったり、熱に

信州で生まれ育った「信州からまつ」のひき板や小角材

弱かったりの物がありますが、構造用集成材に使用してい

の繊維方向をほぼ平行にして、長さ、幅及び厚さ方向に集

る接着剤は、完全固形化し水にも溶けず、木材が燃えても

成密着した強度と品質の安定した材料です。

接着剤が残るという程「火」に強いものです。

集成材に使用されるひき板は全数機械的に強度測定

シックハウス症候群の原因になる接着剤のホルムアル

を行い、割れ等の欠点を除去した高信頼性のものが使用

デヒト放散値は、Ｆ☆☆☆☆で、ほとんど影響がなく使用

されており、
この強度測定区分されたひき板を組み合わ

面積に制限がありません。

せることにより、強度性能が保証された信頼性が高い優

耐久性は？

れた建築材料です。

構造用集成材は、ひき板の段階で人工乾燥により含水
率10％内外に調整されていることにより構造用集成材の
芯まで乾燥が行き届いているため、伸縮、狂いは非常に
起こりにくいです。
●齋藤木材工業㈱及び齋藤木材商事㈱は
「信州か

国産の材料が選ばれる理由

らまつ」
をメインブランドに、木材のより優れた特性を見

日本では古くから木材を使って住宅等が建てられてきま

出して、良品質な建築資材、木材加工、施工技術の

した。それにはその土地の気候風土とその木の性質に合

開発に力を注ぎ、皆様方により良い商品を提供するこ

わせて木を上手く使うための様々な工夫がなされてきま

とに邁進して参りました。

した。

今後は、循環型社会の構築を目指し、地球環境を考

日本の気候に適応しながら育った、安心して使える国産

える企業の一員として日々精進して参ります。

の木材をお勧めします。

木 材は再生可能な環境資 源 と い え ま す

齋藤木材工業株式会社

〒386-0701 長野県小県郡長和町和田561
TEL：0268-88-2525（代） FAX：0268-88-3147
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■耐火集成材
日本集成材工業協同組合は、鋼材内蔵型木質ハイブリッド集成材で、1時間耐火国土
交通大臣認定を取得しています。
これにより、防火地域における3、4階建てのオフィスビルや庁舎、また防火地域の
内外に関わらず、耐火建築物が要求される3、4階建ての学校、幼稚園、4階建て共同住
宅など、都市における主要な建築の多くを木質ハイブリッド集成材を使用して建築す
ることが可能となってきています。
木質ハイブリッド集成材

木 造 建 築 、新 時 代 へ
木質ハイブリッド集 成 材による、国 土 交 通 大 臣 認 定で、
集成材の可 能 性がさらに広がりました。
木質ハイブリッド集成材は、内部に鋼材を内臓

木質ハイブリッド集成材において、集成材は中

した集成材です。2000年の建築基準法改正によ

の鋼材に対する耐火被覆の役割を担っており、鋼

り、今まで木造構造では制限されていた耐火建築

材の周囲の集成材は、火災によって一定のスピー

物を可能とする法的枠組みが作られて以降、耐火

ドで燃焼するが、燃え尽きることはなく、ある段

建築物を構成する部材として開発を進めてきまし

階になると耐火構造の条件である「燃えどまり」

た。

が起こることが実験で確認されています。

1時間耐火性能

1時間耐火大臣認定の概要

1時間耐火性能とは、1時間加熱してその後放
置しても燃え進まなくなり、
自然に鎮火して燃え

鋼材内蔵型の1時間耐火大臣認定には、
「柱」
と
「梁」がああり、内

止まる耐火性能を指します。従来はRC構造や石

蔵する鋼材の形状は、
「平鋼」
「角鋼」
「H鋼」の種類があります。樹種

膏ボードなどで耐火被覆された鉄骨構造など

はカラマツとベイマツの2種です。

が「1時間耐火性能」として一般的でしたが、

鋼材のサイズ

柱
梁

集成材の外寸法

角鋼

65mm角（限定）

200×200mm

H鋼

125×125mm〜400×400mm

250×250mm〜525×525mm

角鋼

22×300mm（限定）

200×330mm

H鋼

150×75mm600×200mm

212.5×200mm〜662.5×320mm

2000年の建築基準法が性能規定化されたこと
を受け、木材であっても、上記の基準をクリアす
れば「1時間耐火性能」が認められるようになり
ました。

都市の森林
樹木は光合成を行い、二酸化炭素を吸収して
成長し、樹木の中に炭素として固定します。ま
た、森林などから生産された木材は、燃やされ
たり、腐ったりしない限り、炭素を固定し続けま
す。都市の中に木材を使った建物を増やすこと

角鋼

平鋼

H鋼
5

は「都市に森林」
を造ることになります。
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木質ハイブリッド耐火集成材で可能となる建築物
防火地域において、木造では100㎡以
内で2階建て以下の建築物しか立てられ

てのオフィスビルや庁舎、学校や幼
稚園などが建築可能となりました。

ませんでした。また、学校、幼稚園な
どは、建築基準法で特殊建築物に位置
づけられており、防火指定のない地域
においても、木造では2階建て以下まで

防火地域の制限

3

た。しかし、耐火性を併せ持つ木質ハ

2

耐火性能」が認定されたことで、これ
まで、通常の集成材構造では認められ

階数

耐火
建築物

4〜

しか建てられない等の制限がありまし
イブリッド集成材が開発され、「1時間

準防火地域の制限

階数

1

耐火
建築物

4〜
3

技術的基準
適合建築物

2

準耐火
建築物

木造

準耐火
建築物

1

100㎡

500㎡

床面積

［防火地域］

ていなかった防火地域での3階・4階建

1,500㎡

床面積

［準防火地域］
※木造＝その他建築物

木質ハイブリッド集成材を使った建築事例
●Mビル（石川県金沢市）
木質ハイブリッド構造

になっています。集成木

とRC構造の複合構造5階

材以外の耐火被覆材は一

建てビルで、1階部分が

切使用せず耐火性能を確

RC構造、2〜5階が木質ハ

保し、環境にやさしい木

イブリッド構造となって

質構造としての集成材の可

おり、柱や梁はあらわし

能性を広げています。
木質ハイブリッド集成材の梁

Ｍビル完成前の構造の外観

●丸美産業本社ビル（愛知県名古屋市）

Ｍビルに使われた平鋼型木質ハイブリッド集成材

1階部分がRC構造、2階か

スを挟み込んだ木質ハイブ

ら5階までがH鋼を内蔵した

リッド集成材の柱と集成材

木質ハイブリッド集成材を

の柱を外部に見せるなど木

使用した木質ハイブリッド

の可能性、美しさを融合さ

構造との混構造で建築され

せた建物となっています。

ています。外装部分にガラ

丸美産業本社ビル

木質ハイブリッド集成材の柱

6

丸美産業本社ビル内観

技術・研究開発ご紹介

Truss Frame System for wooden building design
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■TF構法（トラスフレーム構法）
TF構法は、
フレームをトラスにすることにより、木

平屋（84㎡）
スパン6m×桁行き14m

トラス（truss）とは細長い
部材を両端で三角形に繋い
だ構造のことです

材の性能をフルに引き出す木造門型フレームで
す。
トラスにすることで、
フレームを構成する部材の
断面は驚くほど小さくなります。門型フレームなの
で、筋かいや耐力壁が不要で空間を自由に利用す
ることができます。
TF構法は、独自の接合方法と、高い性能と精度を
持つ構造用集成材が可能にします。
また、
当社の高精度
の加工技術がフレームの性能をさらに引き出します。
都会の住宅は敷地が狭いため、ビルトインガ

なぜＴＦ構法なのか？

レージという希望があります。その希望をラーメン

ラーメンフレーム

構造が実現してきました。

TFフレーム

ただ、ラーメンは構法の特性上どうしても部材断
面が大きく、長くなってしまいます。
また、組み立てや
接合部の管理が大変なものが多いのが現状です。
何より、狭小地の施工においては、大きく長い部
材を置くこと、特別な仮設が必要であること、組み
立てるために重機（クレーン）を置くことがいつも問
題になります。そしてこれらは組み立てのコスト
アップにつながっていました。TF構法はこのような
問題を解決するために誕生しました。

トラスフレーム

ＴＦ構法が実現する狭小地にベストマッチな木造門型フレーム
❶部材が小さく短い

❸驚きの低価格

上図による比較

部材の小断面化と組み立てコストを押さえることにより、

ラーメンフレーム 構成部材 断面：150×330 長さ：6ｍ 重量：180㎏f

驚異の低価格を実現しました。
「在来軸組工法型金物プレ

TFフレーム 構成部材 断面：120×120 長さ：3ｍ 重量：40kgf

カットの1.4〜1.5倍（当社比）木造ラーメン構法（接着ボル

：120×180 長さ：3ｍ 重量：40kgf

ト構法）の60％程度（当社比）」TF構法であれば狭小地でも

❷組み立てが簡単

木造で気軽に安価にビルトインガレージを実現できます！

部材が小さく短いため、重機（クレーン）を使わない組み立

❹高い応用性

てが可能です。
また、置く場所も最小限で済みます。仮設も

狭小地に木造門型フレームをと誕生したTF構法ですが、
そ

特別なものは必要ありません。
また、接合部はドリフトやボ

の高い応用性を利用し、1方向フレームだけではなく、2方

ルトで構成するので特別な管理は必要ありません。

向フレームも開発中です。
また、TF構法を用いた制振シス
テムも開発中です。

お問合せ：齋藤木材工業株式会社建築事業部
〒386-0603長野県小県郡長和町古町4294番地

TEL：0268-68-3811/FAX：0268-68-3912

編集後記
『木の持つ魅力を全て伝えたい』
をテーマに４回/年を目安に情報誌を発行していきます。
本情報誌の内容についてのお問い合わせは齋藤木材工業株式会社 本社工場 総務
宛(tel 0268-88-2525）
へお願いします。
●詳細につきましてはホームページ
（http://www.saito-mokuzai.co.jp/）
をご参照ください。
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