Find the good in the local builder

大らかな吹き抜けや窓の緑、
古材の建具がレトロな魅力
外から見ると小さな木の家︒と
ころが中に入るとダイナミックな
ャップに思わず歓声が上がる︒広

吹き抜け空間に迎えられ︑そのギ

り深呼吸したくなる心地よさだ︒

い窓の外には緑の借景︒思いっ切
子どもの頃から﹁自分の家﹂を建
てるのが夢だったというＴさんの
妻︒自然素材の家に興味があった
ものの︑﹁漠然と予算的に無理かな︑
縁 創建工房の主宰するセミナー

と思っていたんです﹂
︒そんなとき︑
﹁家づくり寺子屋﹂に参加︒ローン
学び︑
﹁家づくりが夢から具体的な

の仕組みや資金計画のことなども

こうして土地探しから始めた家

目標になりました﹂
︒
づくり︒プランニングに際しての
集まるリビングは︑吹き抜けの広々

夫妻の希望は明快だった︒
﹁家族の
した空間に﹂
﹁そのほかの部屋は小
リハリをつけたプランが︑のびや

さくて﹃こもる感じ﹄がいい﹂
︒メ

設備は自分たちに必要なものを

かな開放感を生んでいる︒
最小限︒キッチンはオーダーメイ
ドでステンレスのシンプルなもの
を希望した︒一方で大容量の輸入
食洗機はこだわって導入︒忙しい
そしてもうひとつのこだわりが

共働きの暮らしを支えている︒
古材の建具︒京都で購入したもの
を︑寝室や子ども部屋の入り口に
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レトロなガラスのランプを採用︒

T さんの家

家族構成／夫33歳 妻33歳 長男7歳

取り付けてもらった︒照明器具も

大阪・枚方市

障子を生かした空間にしっくりと

古いものを慈しみながら
小さな家でのびのび暮らす

似合う︒ほっこり懐かしさを感じ

縁 創建工房

るこの家で︑﹁将来は雑貨のショップ

2

を開きたい﹂
と夢がふくらんでいる︒

1 国産の檜を大工の技で組み上
げた家。力強い木組みが吹き抜
け空間に走り、安心感を与える。
床は味わいのある無垢のウォー
ルナット 2 どっしりした大黒
柱の立つリビング。吹き抜け上
部の窓からも光が降り注ぎ、窓
の外には借景の緑が広がる 3
外から見るとごくコンパクトな
家。板張りの外壁は「年月とと
もにグレー色に変化するのが楽
しみ」 4 玄関はタイル貼りの
土間。収納を兼ねたベンチは、
靴を履くときにも重宝だ
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［ CHECK POINT ］

炭の防蟻剤
見えないところまで安全な素材
にこだわる縁 創建工房。防蟻剤
は炭を原料にしたものを採用し
ている。床下に塗布する作業に
は家族で参加し、梁に手形を押
した。思い出になり、記念とし
て残るのもうれしい。
2
1 LDK 内に階段を設け、吹き抜けで 2階ともつながる、家族のコミュニケーションを
大切にしたプラン。昔の日本の照明器具が味わい深い 2 ステンレスでオーダーメイ
ドしたキッチンは、扉がないから湿気がこもらず清潔。食洗機の前面には木を張った

6

4

5 「高齢になったら

1階で生活できるよう
に」LDK に小上がりの和室を併設。ゴロゴ
ロくつろげ、腰掛けられ、下を収納に活用
できる 6 シンプルな木のテレビボードを
造作し、カウンターの下には蓄熱暖房機を
設置。吹き抜け空間を穏やかに暖める

5

3 雪見障子の下を開けて緑を楽
しみ、外からの視線はカット
4 窓を開け放つとデッキと一体
化。忙しくて庭の手入れができ
ないので、デッキを広く
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縁 創建工房
現場を熟知する大工出身の社長を中心
に、協力業者と一丸になってつくる家。
構造材には強靭な紀州檜や杉を使い、床
や造作にも国産無垢材をふんだんに使
用。羊毛の断熱材や炭の防蟻剤など見え
ない部分の素材にもこだわり、｢ 家族が
健康に暮らせる家 ｣ をつくる。ハード面
だけでなく、個々の建主に適した総予算、
ローン、土地探しに関しても伴走者とな
り、サポートしている。

7
7 仕事の関係で就寝時間がずれるため、寝室には入り口を 2
か所設置。カーテンで緩やかに仕切って安眠を確保 8 吹き抜
けに面してデスクを造り付け、家族の勉強スペースに。1階
と声が伝わり、視界も開けて快適だ

DATA
社名／縁 創建工房
代表／松藤慎二郎
住所／〒572-0824
大阪府寝屋川市萱島東 3丁目18-8
☎ 0120･118･769
年間建築棟数／新築10 棟
社員数／ 5 名
建築地域／京阪神地区
会社設立／ 2000 年 4月
定休日／水曜
アフターメンテナンスの対応
• 引き渡し後、6か月、1年、2 年、3 年、5 年、
10 年

古い引き戸を再利用して
懐かしさを味わいます
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［ MY FAVORITE ］

古材の建具
「寝室の引き戸と子ども部屋の
ドアは、古い建具を再利用した
ものです。サイズもバラバラで
したが、大工さんに枠をつくっ
て取り付けてもらい、いい雰囲
気になりました」
（妻）
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9

9 実験用シンクを壁付けにした洗面台は、洗濯の下洗いにも活用
できて便利。大きなミラーとモザイクタイルを採用した 10 トイ
レも陶器の手洗いボウルやアイアンのタオル掛け、レトロなラン
プでなごめるスペースに

木の香りに包まれる事務所で、打ち合わ
せも心地よくできる。併設のスペース
｢ 根っこ ｣ ではナチュラルな暮らしを楽
しむイベントやワークショップを開催
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4m 道路

COMMENT
｢ 地元に本物の木の家を建てる ｣｢ ご縁の
ある方に家づくりで失敗させない ｣。こ
の 2 つが私たちの理念です。専門家とし
て家づくりで失敗しない方法をお伝えす
ることも私たちの使命だと思っています。
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DATA

撮影／ 川隅知明

取材・文／ 佐々木由紀
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INSTRUMENTS
キッチン／オリジナル
サッシ／ LIXIL
LD の照明器具／コイズミ

デッキ
0

90

180

浴室

270

隣地

隣地
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玄関

子ども室
隣地

松藤慎二郎
中学卒業後、大工修業へ。建売住宅やハ
ウスメーカーの下請け大工として働いた
のち、健康的に暮らせて長く持つ家をつ
くりたいと独立。長期優良住宅、ゼロエ
ネルギーなどの事業にも対応している。

敷地面積／ 117.81㎡
（35.70 坪）
延床面積／ 85.05㎡
（25.77 坪）
1階面積／ 56.70 ㎡
（17.18 坪）
2 階面積／ 28.35㎡
（8.59 坪）
用途地域／第 2 種中高層住居
専用地域
建ぺい率／ 60％
容積率／ 160％
構造／木造軸組工法
本体工事費／ 1600万円
竣工／ 2013 年 7月

