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「コンパクト箱の家」を開発しました。

これまで、僕たちは、さまざまな敷地に、さまざまな形の「箱の家」をつくってきました。
その中で、今まで以上にコンパクトで高性能な「箱の家」をつくってみたいと考えるようになりました。
狭い敷地でも、街とつながりながら、多様な家族が楽しく生活できる、小さな「箱の家」です。

国産杉の軸組構造をはじめとして、いくつかの新しい試みにも挑戦しています。
これまでの経験の上に、新しい技術を取り入れた、コンパクトで高性能な「エコハウス」を提案します。

バージョンアップした、新しい「箱の家」のクライアントを募集しています。

すべての「箱の家」は集合化を考えて設計されています。
ヴァリエーションを展開させることによって、街並をつくり出すこともできます。

難波和彦+界工作舎
東京都渋谷区神宮前3-16-10 〒150-0001

PHONE 03-3478-5579 FAX 03-3478-5686

e-mail: kai@kai-workshop.com

KAZUHIKO NAMBA+KAI-WORKSHOP
3-16-10 JINGU-MAE SHIBUYA-KU TOKYO JAPAN 150-0001
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○ 設計要旨

１）「コンパクト箱の家」とは
・コンパクトでローコストな「箱の家」です。
・20～30坪以下の敷地や変形敷地にも適用出来ます。
・夫婦２人、親子３人または４人家族のために、４つのプロトタイプをつくりました。
・都市に建つ住宅だからこそ、都市に開かれた住宅を提案します。
・「箱の家」は街並をつくることを考えて設計されています。

２）適正なコストと性能
・「箱の家」を手掛けた経験から、適正なコストパフォーマンスを実現します。
・建設コスト（概算）には、給排水衛生設備、床暖房設備、電気設備を含みます。

３）設計監理体制
・工務店は、界工作舎が責任を持って選定します。
・実施設計、見積査定、現場監理は、界工作舎が責任を持って行います。

４）進化する「箱の家」
・一室空間住居の上に、通風を確保するための鳩小屋を載せました。
・構造システムは、国産杉無垢材による在来軸組構造です。
・一貫生産された紀州産材を採用し、高い品質管理技術による確かな性能と綺麗な素
材をそのまま見せるデザインです。

(C)KAI- WORKSHOP

○ ダイアグラム
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０１ 細長い大きな吹抜 町家案

・３ ５間  の細長い住宅です。
・１階に家族室と水まわりを、２階に寝室と子供室を配置しました。南北
に細長い吹抜によって１階と２階が繋がります。

・小さいながらも、のびのびとした住宅です。
・深い庇と鳩小屋により、日照と通風をコントロールします。
・基礎も含めて完全な外断熱とし、高気密・高断熱サッシを使用します。
・延べ床面積 約19坪、本体工事費 約2500万円(税込) です。

□ 基本図（S=1:150）

□ 面積参考例
・延床面積 ：62.11㎡（18.79坪）
・施工床面積：79.50㎡（24.05坪）
・建蔽率：43.36％
・容積率：57.94％

・敷地面積 ：107.18㎡（32.42坪）
・建築面積 ：49.69㎡（15.03坪）
・１階床面積：37.26㎡（11.27坪）
・２階床面積：24.84㎡（7.52坪）

POHSKROW -IAK)C(POHSKROW -IAK)C(
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□ 基本図（S=1:150）

０２ Ｌ字型の 屋外室案

・４ (7.28m ) の正方形の住宅です。
・４坪 ) の屋外室の廻りに、１階は家族室と水まわりを、
２階は寝室と子供室をＬ字型に配置しました。
広い屋外室を通して１階と２階が繋がります。

・屋外室の南端にルーバーを設置することで、道路からの視線を緩やかに
遮ります。

・深い庇と鳩小屋により日照と通風をコントロールします。
・基礎も含めて完全な外断熱とし、高気密・高断熱サッシを使用します。
・延べ床面積 約23坪、本体工事費 約2900万円(税込) です。

□ 面積参考例
・敷地面積 ：95.09㎡（28.76坪）
・建築面積 ：53.00㎡（16.03坪）
・１階床面積：37.26㎡（11.27坪）
・２階床面積：39.75㎡（12.02坪）

・延床面積 ：77.01㎡（23.30坪）
・施工床面積：92.75㎡（28.06坪）
・建蔽率：55.74％
・容積率：80.99％

POHSKROW -IAK)C( POHSKROW -IAK)C(
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０３ バリアフリー住宅 平屋案

・４ ５間(7.28 9.10m) の平屋建の住宅です。
・寝室と家族室を南側に、水まわりを北側に配置しました。
・高齢者夫婦にも快適な、小さなバリアフリー住宅です。
・水まわりをコンパクトにまとめて、シンプルな動線になりました。
・深い庇と鳩小屋により、日照と通風をコントロールします。
・基礎も含めて完全な外断熱とし、高気密・高断熱サッシを使用します。
・延べ床面積 約15坪、本体工事費 約2200万円(税込) です。

□ 基本図（S=1:150）

□ 面積参考例
・延床面積 ：48.86㎡（14.78坪）
・施工床面積：62.11㎡（18.79坪）
・建蔽率：59.40％
・容積率：49.95％

・敷地面積 ：97.81㎡（29.59坪）
・建築面積 ：58.16㎡（17.59坪）
・１階床面積：48.86㎡（14.78坪）

POHSKROW -IAK)C( POHSKROW -IAK)C(

5



０４ 都心狭小住宅 ３階建案

・ 間(4.55 6.73m) の３階建の住宅です。
・１階に寝室と水まわりを、２階に家族室、３階にロフトを配置しました。
直線階段によって柔らかく空間を仕切ります。

・２０坪以下の都心の狭小敷地にも適用可能です。
・第２種高度地区の北側斜線もクリアした、三角屋根です。
・深い庇と鳩小屋により、日照と通風をコントロールします。
・基礎も含めて完全な外断熱とし、高気密・高断熱サッシを使用します。
・延べ床面積 約21坪、本体工事費 約2680万円(税込) です。

□ 基本図（S=1:150）

□ 面積参考例
・延床面積 ：70.39㎡（21.29坪）
・施工床面積：78.67㎡（23.80坪）
・建蔽率：57.77％
・容積率：109.13％

・敷地面積 ：64.50㎡（19.51坪）
・建築面積 ：37.26㎡（11.27坪）
・１階床面積：28.98㎡（8.77坪）
・２階床面積：28.98㎡（8.77坪）
・３階床面積：12.42㎡（3.76坪）

POHSKROW -IAK)C( POHSKROW -IAK)C(
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○ 「コンパクト箱の家」仕様（次世代省エネ基準をクリア）

１）主構造：国産杉無垢材による在来軸組構造
基礎は鉄筋コンクリート造

２）外部仕上：メンテナンスフリーの外装材
・屋根：外断熱構法 ガルバリウム鋼板立てはぜ葺き（屋根裏通気層を確保）
・外壁：外断熱構法 窯業系サイディング張り（通気層を確保）
・サッシはアルミニウム断熱サッシ ガラスはペアガラスを使用
・断熱材：屋根・外壁とも断熱パネル（フェノールフォーム35～40ミリ厚）

３）内部仕上：材料の生地を活かした、薄い白色系の仕上
・床：フレキシブルボード ウレタンクリア塗仕上
・壁：シナ合板 塗装品
・浴室：ハーフユニットバス または タイル張り
・天井：構造用合板 自然染色塗料拭き取り仕上
・台所、洗面家具：シナ合板ランバーコアにより製作

自然染色塗料拭き取り仕上

４）設備
・電気設備：照明器具、コンセント、TV、インターフォン、

LAN配線、電話配管
・給排水設備：給水、給湯、排水設備、衛生器具
・床暖房：１階床全面に水蓄熱式床暖房（アクアレイヤー・システム）敷込み

（３階建案は、２階床全面に敷込み）
：床暖房熱源はヒートポンプ式（夏期は空調に使用）

○ ヴァリエーション

・敷地に接する道路は東西南北どの方位でも、建物がおさまるように、平面計画
にはヴァリエーションをつくっています。

□ 屋外室案 北側接道タイプ

□ 町家案 南側接道タイプ
（例）
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０２ 屋外室案０１ 町家案

○ 概算見積書
・都心で実現したこれまでの「箱の家」の経験から導き出された概算です。
・長期固定金利の住宅ローン【フラット35】Sと住宅エコポイントの利用が可能です。
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０４ ３階建案０３ 平屋案

○ 概算見積書
・都心で実現したこれまでの「箱の家」の経験から導き出された概算です。
・長期固定金利の住宅ローン【フラット35】Sと住宅エコポイントの利用が可能です。
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