すべてのお客様のために全棟自由設計のログハウス
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ログハウスファンとフィールブランドでつくるコミュニケーション情 報 誌

Owners Life

こだわりのアトリエ
「自分探し」
をおてつだい
暮らしとともに成長する家

プラン
参考

折れ屋根
26.3坪

延床

例えば

2LDK+ロフト 87.00 ㎡ の場合
本体
完成価格

1,524 万円

（税抜）

プラン
参考

切妻
31.9坪

例えば

延床

2LDK+ロフト 105.40㎡ の場合
本体
完成価格

1,832 万円

（税抜）

プラン
参考

平屋
21.2坪

例えば

延床

2LDK+グルニエ 70.00 ㎡ の場合
本体
完成価格

1,504 万円

（税抜）

※本体完成価格には、建物本体の工事費や標準基礎・内部給排水・標準電気配線工事費・設備機器、および弊社設定のオプション工事が含まれております。
※作図費用・申請費用、および外部給排水工事費用等、建築地条件に伴う付帯費用は含まれておりません。現地調査後に別途お見積り致します。詳細についてはお問合せ下さい。
※外壁のカラーリングは、指定色よりお好みの色をご選択いただけます。

世界 No.1 ブランド

STIHL チェンソーの
販売ブースを開設 !!

Feel入間複合展示場にて、チェンソー販売台数世界No.1ブランドであるSTIHL社製

品の取り扱いを開始しました。
ドイツ生まれのSTIHLは人間工学に基づいた安全性と
使いやすさ、美しいデザインが人気となり、世界中で愛用されています。

本格的なチェンソーはもちろん、手軽なバッテリーチェンソーや芝刈り機、高圧洗浄機

など多彩なラインナップで皆様のお越しをお待ちしております。

from Finland

本場フィンランドのサウナ
Column

地震と火災と
ログハウス

こだわりのアトリエ

「自分探し」をおてつだい
暮らしとともに成長する家
S様

（東京都中野区）

今回のオーナーズライフは、東京都に Feel

決め手はなんとお母様の咳だったようです

賃貸をご建築された S 様をご紹介します。

ね。

「当初、2 棟の外観は異なるテイストを考え
ていたのですが、相談していく中で統一感の
あるデザインにする方 向でまとまりまし

都心からほど近い中野区の閑静な住宅街
で一際目をひく 2 棟の建物。一方は戸建て

---- 一度に 2 棟分ということで決めること

た。」

タイプの賃貸住宅、もう一方はグラフィック

も多くて大変だったと思いますが、いかがで

同じ黒の外壁でもメタルと木製のサイディ

デザイナーである S 様のアトリエになってい

したか？

ングを使い分けたり、アクセントにオレンジ

ます。

「賃貸住宅だからって安普請（やすぶしん）
にはしたくないし、自分のアトリエなら尚更

の塗装を入れることで表情豊かな 2 棟にな
りましたね。

S 様は戸建ての賃貸住宅と自身のアトリエ

納得できる建物にしたかった。海外のログ

を併設して建てる計画のもと、情報収集を

ハウスを参考にしながら床の素材やアクセ

実際にご建築を進めていく中では、記録的

行い、ご家族で当社展示場にご来場いただ

ントになる壁の色を決めていきました。」

な台風の影響などもあり、工事が進まずご

きました。
「昔から旅行の時にログハウスに泊まった
り、アウトドアをすることは好きなのです
が、まさか東京の住宅街にログハウスが建
てられるとは思っていませんでした。」
最初は家の仕様なんて気にしていなかった
S 様ですが、ご来場をきっかけに無垢の木
の家の良さを知って頂き、最終的に当社に
決めて頂きました。
「高齢で普段から咳をしがちな母が、フィー
ルさんの展示場にいる間は咳をしなかった
んです。それで木の家は賃貸で住む方に
とってもいいんじゃないかと思いました。」
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本場フィンランドのサウナ
～スローライフを楽しむフィンランド流サウナの過ごし方～

もっと手軽に使用できる電気式の物もあります。主に住居内に設置さ
れたサウナで採用されており、こちらも煙突は必要ありません。
電気式のタイプは木材を燃やすタイプに比べ、温める力が弱いですが、
家庭用のちいさなサウナなら十分な性能を発揮します。
1960 ～ 1970 年代に建設されたアパートには共用サウナがあり、予約
や専用時間などはありますが、一般に開放していることもあります。
今日では、住宅の庭にサウナを設置する方が年々増加しています。
家族や友達と入るのも良いですが、1人で入るサウナはリラックスがで
きる至福の時間です。美しい夏の晴れた日にはサウナヒーター加熱し
始め、テラスに座って鳥の声を聴きながらサウナが温まるのを気長に
待ちます。
また、霜のきれいな冬の夕方に雪に覆われた庭をサウナまで歩き、サ

けれど、大工さんに教えてもらったりしてる

が足りない、
「まだまだ自分探しの途中」と

うちに、なんだかいろいろ作ってみたくなり

話す S 様。

ました。」

忙しい時はロフトに置いてある寝袋で仮眠

「もともと家自体が “ラフ ” だから、できた
時が完成じゃない。

けてこれからもこのアトリエでの暮らしを楽

暮らしの中でモノと一体化しながら、成長し

しんで頂きたいです。

ていく家という感じです。」
心配をおかけしてしまった部分もありました

ウナの暖かなスチームを浴びる。暑くなれば外に出て、テラスのベン

のに欠かすことのできないものの 1つにサウナがあります。それはま

チでクールダウンし、またサウナに戻る。これを繰り返すのが、サウナ

さに文化遺産といっても過言ではありません。

の楽しみ方であり、とてもポピュラーなサウナの入り方です。

約 550 万人ほどの人々が暮らすフィンランドには、実にサウナが 300

日本でもサウナは親しまれているようですが、私たちの文化とはまた

万ヶ所以上あります。

違った楽しみ方をしているようですね。

私たちフィンランド人はサウナ文化と共に、時間をかけて豊かに発展し

フィンランドに来る機会があれば、ぜひフィンランドサウナを体験して

た民族なのです。

みてください。

フィンランド人の 99％は、平均して少なくとも 1週間に 1回以上はサウ
ナを訪れます。
ちなみに伝統的な「サウナの日」は土曜日とされています。

が、昨年秋に完成し、賃貸住宅の借主さん

家に創作意欲を刺激されたという S 様。ま

も決まりました。

すますクラフトの方にも力を入れ、アトリエ

フィンランドのサウナは、温度 80 〜 110℃、湿度 40 ～ 60％にするの

でワークショップを開催したり、将来的には

が一般的です。

趣味はモノづくりという S 様ですが、デザイ

ガラス張りのショップに改装するプランなど

サウナ室には、積み上げられた石とそれを温める装置が設置してあり、

ナーの本業とは別に革の鞄なども制作して

アイデアは尽きません。

おり、アトリエの 1階を工房として、2 階をデ

「鞄を作るときも、あえて細かい部分までは

ザインの仕事場として使っています。

決めずに作り始めてしまいます。作っていく

1階の工 房は階段下を利用した収 納棚に

うちに湧いてくるイメージも大切にしたい。

ちょうどよく材料の革が納められ、自作の棚

最初からできるものが分かっていたら面白く

にも作品や道具が所狭しと並んでいます。

ないじゃないですか。」

特にお気に入りだという大きな作業台は、
床材の余りを利用して作ったそうです。
「いままで木工の DIYをやる方ではなかった
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をとることもあるそうなので、お体に気を付

フィンランド人の日常生活においてとても重要で、フィンランドを語る

From Tapani Taipale
（フィンランドのログハウスメーカー、Huvila Seppälä 社代表）

温められた石に水をかけることで高温の蒸気が発生し、サウナルーム
に全体広がる仕組みとなっています。
石を温めるための熱源は、木材を燃やすか、電気を使用します。
木材を燃やすタイプの中でもスモークサウナはサウナの元祖であり、
古くから親しまれているスタイルのサウナです。
煙突の無い、小さな通気口のみのサウナ小屋で薪を燃やし、煙を充満
させ室内を長い時間をかけて温めます。スモークサウナを堪能できる

最近初めて作ってみたという洋服を見せて

までには半日を要するため、今ではスローライフな特別なサウナにな

頂きながら、やってみたいことが多くて時間

りつつあります。
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完成

地震と火災とログハウス
ログハウスに限らず建物を建てる上で重要なことってなんだと思いますか？
間取り？予算？色々と思い浮かぶかと思います。
この問題に正解は無いのですが、大切な家族と一生使うモノですから、

完成物件・
建設中物件のご紹介
Webサイトで物件の詳しい写真を
ご覧いただけます。

www.kinoie.co.jp/
神奈川県横浜市 M様邸

安全性には十分配慮した建物を選びたいですね。

住宅地に溶け込むように石調のサイディングで仕上げられ

完成物件

特に地震大国と呼ばれるほど地震回数の多い日本。

☀ U 様邸

東京都八王子市

昨年は観測されただけでも約 6587 回も起こっています。地震の後の火災にも注意が必要ですね。

☀ A 様邸

長野県白馬村

ここまで来ると
「ログハウスの耐震性や防火性能ってどうなんだろう？」
と思う方が出てくる頃かと思いますので、

☀ S 様邸

東京都多摩市

☀ H 様邸

神奈川県茅ケ崎市

最後まで読み進めて頂ければ幸いです。

地震に負けない住まい
従来の建築物とは異なり、丸太を積み上げた特別な構法 ( 丸太組構

木材は燃えやすい？
ログハウスは従来の木造建築の3倍以上の木材を使用します。木は燃

法)は、
ログ材1本1本がダボと呼ばれる鋼製ボルトで繋ぎ合わせた一体

えやすいからログハウスも火災に弱い住宅と思われているようですが、

構造となっています。大きな揺れに対しては、
ログ材同士が少しずつ横

そんなことはありません。

にズレるように動き、地震の揺れを軽減しています。点ではなく、面で揺

太い木材は燃えるまでに時間がかかり、
また燃えている箇所は炭化す

れを受けることで全体に力を分散・吸収する構造なので繰り返し地震

ることで酸素を遮断してしまいます。酸素が無ければ火は燃えませんか

にも対応できます。
まだまだいろいろと理由はあるのですが、実際にはど

らね。万が一、火災が起きても逃げる時間に余裕が持てますし、倒壊の

うなのか？気になるところですよね。

恐れも低いのです。
こちらも耐震性同様、耐火実験により耐火構造と

これらを証明するために実際の地震の1.5 倍の負荷をかけた実大振動

いうことが実証されています。※ Feelでは
「 60 分準耐火構造」
を取得し

実験を行い、耐震性を実証しています。※Feelのログハウスは
「耐震等

ています。

級3」
を取得。
比較的最新の情報で、2011 年東日本大震災や2016 年熊本地震など

完成

☀ M 様邸

神奈川県横浜市

☀ S 様邸

埼玉県比企郡

☀ K 様邸

香川県高松市

た Fee-Jブランドの建物。室内は無垢材でまとめられ、
アー

チ窓や和室、造作棚など細かな所にもこだわりが見えるプ

ランです。

東京都多摩市 S様邸

白い外壁に赤の幕板をアクセントとしたかわいらしい外観の

ログハウスになりました。
生活に合わせてロフト部分を居室
にすることができるフレキシブルなプランです。

建設中

建設中

建設中物件
☀ I 様邸

神奈川県三浦郡

☀ S 様邸

東京都西東京市

☀ 清里 PJ

山梨県北杜市

☀ Y 様邸

東京都西東京市

☀ 商業施設

新潟県新潟市

☀ T 様邸

静岡県沼津市

☀ N 様邸

神奈川県座間市

☀ Y 様邸

埼玉県日高市

☀ T 様邸

東京都国立市

☀ K 様邸

埼玉県日高市

静岡県沼津市 T様邸

東京都西東京市 S様邸

グランピングルーフを備えた Feel-J ブランドの新商品、

どっしりとたたずむ、
大屋根のフィンランドログハウス。
間口

かるように、Feel-J+の特徴的な形が表れていますね。完

のヒノキを使用した特別な一棟です。

「Feel-J＋」の記念すべき一棟目です。骨組みからでもわ
成が楽しみです。

の広いファサードが重厚感を感じさせます。
ログ材は国産

日本最大級となるログハウスの
商業施設が建築中！

痛ましい震災に見舞われましたが、
ログハウスは全く倒壊することなく、
そ
のままの姿で現在も居住が可能となっています。避難所として使われた
場所もありましたし、
その堅牢さは津波にも耐え、多くの人々を守りまし
た。

長年、
ログハウス業界をリードしてきた技術力でフィールが独自に
開発したログ＆ラーメン構造のハイブリッド工法である
「厚板壁
工法」
。
これによりスーパーや体育館、
コンサートホールなどこれ
まで鉄骨やコンクリートで建築されていた大規模建築を木造で建

ログハウスは地震にとても強い住宅というのが少しは理解してもらえた

築することが可能になりました。

かと思います。

その第一棟目となる商業施設が、現在新潟市にて建築中です。
完成すれば日本最大の木造建築となる本施設は、木のぬくもり
を感じる建物でこだわりの食品をベースに衣食住すべてにおいて
るそうで、2017 年秋の完成が待ち遠しいです。

長く住まうことができるログハウスだからこそ、耐震性や防火性能がより重要だと考えています。

2017 年冬オープン予定の新商業施設「Katayama8」公式サイト
http://www.katayama8.jp/index.html

ログハウスはとても堅牢で、人や環境に優しいすまいだということが、少しでもあなたに伝わればと思います。
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本物を追求する
「ライフスタイル提案」
を行う複合商業施設とな

今後も多くの震災が起こると予測されていますが、100 年住宅と呼ばれるほどに、

完成イメージパース
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