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取材協力：鹿児島県鹿児島市　株式会社シンケン!ެā့ ć!ʑɼʑଉऊ!ʃ˃ʇɾʁĜ˃
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住 ま い 手 の 資 産

街 の 資 産

つ くり 手 の 資 産



ʏˋʉˋɈݦȿȩɤɈཡ๘ɉĉ

āĶ೯ࣞຎȥɣĂယɅɂȽɀɈᆅɈݦȿȩɤɈȜɤၫɬჹ

અȱɄȦɣɞȽɀȧɘȱȹăૐɈ৽ȢɥݦȿȩɤɈཡ๘ɉĸɘ

ȴယȦഫɁȧɥݦɬȾȩɥȭɂĹăȭɈȭɂɬ௵ɅૻڷȱɄ

ȦɣૢȱɄȞɂĂယɁ༐ຶȱɀȞɄȩɀɜڤȞ੮ᆧɬೊɭȺ

ɤĂ࠰ɬঌɣȱȹɤɂȞȠၫɅȧȦȻɅɄɤĸယȦ८ɀ

ɘȱȹĹɂఒɬ૩ȽɀȢɄȩɄȽɀȱɘȠăȺȥɣĂɘȴ

ĸယɉȭɭɄݦȿȩɤɬȱȹȞĹɂȞȠȭɂɬȤᅕɅइൌโ

Ʌ๙ȢĂȷɈݟඩࠫɅ༐ຶȱĂᅲəȹȞɂૃȽɀȩȺȯɥၫɂɈ

ȿȩɤɬ৽ȢɀȞɘȳăȷȠȳɥȭɂɁĂယݦວࣞɂȱɀࢾ

Ȧ༐ຶȱĂȤᅕɅɜࡈɭɁɜɣȢɥݦɬᄆૄȳȹɛɈĸ௳Ĺ

ȦɁȧɘȳăݦɉȤᅕɈદɁȜɥɂວ૪ɅĂȷɦɬॽȹఱȦ

ĸȞȞɄĹɂૃȽɀȩȺȯɦɊĂȷɦɉȾȩȽȹఱ࠰ɅɂȽɀɈ

દɁɜȜɥɩȫɁȳăɅĸʘʹȺɄĹɂૃɩɦɀȱɘȽȹɣĂ

ȷɦɉɅɄɤɘȳăɃȠȵɞɥɄɣૢɉߖȱȩɞɤȹȞă

ယȦ༐ຶɁȧɥɜɈɬȾȩɤĂȷɦȦȤᅕɬࡃɅȱĂ૫Ɉ

Ȥᅕɬ౺ɚăȭɈ৽ȢၫȦʏˋʉˋɈݦȿȩɤɈཡ๘Ɂȳăķ

ĆĆĆ

ଜʏˋʉˋૹॻૹીޏૺ߰

ࣻୋĆૹɬࢪ๘ɅĂ༃Ɂ೯ࣞȥɣ48༃ᄆɬ॒Ȣɥ

ଜʏˋʉˋăޏૺ߰

3122༃Ʌɉဏ݊ɅɜఛȹɄࢪ๘ɬಡȫĂڬɂဿɩɣɄȞĶງౘɬ

ฃɩȴĂယȹȻȦ༐ຶȳɥݦȿȩɤķɬฃȱɀȞɘȳăĶɬଲɤ

ਮəĂ࡙ ༑โɁࢧఘණɈɢȞĂݦരɈ௶ڈɬۋɚݦķɂȞȠʋˋʓʯʠ

ɬცߊɅ๙ȢɥĶཋʹʕʛʡķɅɢȽɀߊᆏȯɦȹĶT JOLFO !TUZMFķ

ɉĂɞਡɈୣ൮࠲ᇦࣞࡅɞȭȺɩɤɬ૩ȽȹྣଞɈᄆɬୠɛɥ

ɢȠɅɄȽɀȞɘȳăޑɉĂݦȿȩɤɈሇȺȫɅɂɃɘɣɄȞĂཋଜෳ

ɣɈॄࠫ܄ĂݟඩࠫɅȾȞɀɜȤሇȱȞȹȺȧɘȱȹă

Vol . 1 7

i k e c o

2 0 1 4

01

೧੮ೊɍɂྰૻڷɅȾȞɀ

āĶ೧੮ɬೊɐࡊஈɉĸ܊ȩڈශɬ૩ȽɀȢɥɜɈɁȜɥĹȭɂă༃

ॢɬ୭ɇɥȮɂɅჍɩȞɬഝȱɀȞȩᄄ੮ɄɃɈ೧੮ɉĂȞȾ

ɘɁɜڈශɬࠐȲɥ೧੮ɈൣɁȳɢɇăɘȹĂȷȠȱȹ೧੮ɉĂᇉ

ȢɊ31༃ষĂ61༃ষɅʹˋʞʢˋʑȳɥ੫ɅɜĂȞȾɁɜɅɥ੮

ᆧɁɜȜɤɘȳăȷȠȞȠᄆɁɌɂȾɌɂȾɈ೧੮ɬഽߍโɅࣹჍ

ȱɀĂ༐ຶɁȧɥɜɈɬȠɢȠɅȱɀȞɘȳă

āݦɉ܊ȩȷɈ௲ஒɅરɤɘȳăখఱɈɜɈɁɉȜɥȫɃĂəɭɄȦ

ॽɥɈाఋɅɜɄɤɘȳăȺȥɣૐൿɉྰૻڷɬႭȞɀĂɈाఋ

ɬʅ˄ɼɅȳɥᆵɬȱɄȞɂȞȫɄȞă

ā૩ȻɈȞȞୣ൮ණɅɉၹȥɄȦᅧȱȞɁȳɇăહࡠɈھ

ɧȞɬߖȱɚĂઢɬߖȱəȹȩɄɥĂȷɭɄஉȞɈȜɥူəȦ

ᆅɁȳăᄄɬڈɁɥఱȦୠɘȽɀᅰɥĂᄄȦۋȾĂᆿɂɈޢࣃ

ȦᆯȞڷჍɁᙏႲɅɄɥĂᅶȻᅝɈਰɅɉޣȦɕȠȧɬ૩Ƚɀ

ɅɀᅰɥĂȷȭɅʋʷʣʞɻĜȦ౺ɘɦĂȮࣷஒȦසᆯȩɄɦɥă

ȷȠĂᅶȻᅝɬڈȳɥఱɉᇉެɄȩఘɈᄭȱȞఱɁȳăķ

株式会社シンケン　代表　迫 英德



Ķݦɬ८ɀɥȭɂȦᄆโɁɉɄȞķ

ɂȞȠȭɂ

āĶȤᅕȦݦɬ८ɀɥႨຎɈᄆโɉĂݦɬ८ɀ

ɥȭɂɁɉɄȩĂȷɈݦɁߖȱȩၹȥɄၙɣȱ

ɬഗɤȹȞɂȞȠȭɂȺɂૃȞɘȵɭȥĉȷȠ

৽ȢɥɂĂĸ८ɀȹݦɬɃȠʉɺȱɀȞȩȥĉĹ

ɂȞȠȭɂȦɂɀɜ୭ᅟɅɄȽɀȧɘȳă८ɀ

ȹষĂȤᅕȦȞȾɘɁɜႨຎɅഫȱɀၙɣ

ȳȭɂȦɁȧɦɊĂĸȭȭɅᅲɭɁɢȥȽȹĹɂ

ୈɤɈఱɅɜࠅɛɀȩȺȯɥɁȱɡȠȱĂɜȱ

ɘȹ८ɀɥȭɂȦȜɦɊɘȹວȲɂȭɧɅᅲɜ

ȠɂૃȞɘȳă

āȭɦɘɁɅ८ɀɀȩȺȯȽȹȤᅕɂɈᆯ

Ʉ࠲बɬڿ૩ȱɄȦɣྼᅟɄʉɺɬȱɀȜȬɥ

ȭɂɉĂȤᅕɈߖȱȞၙɣȱɈȹɛɅɜĂૐȹ

ȻɈૢɈ܊റɈȹɛɅɜĂದൎɅྼᅟݢज़

ɄȭɂɁȳăķ

ૢɁĂĸݟඩࠫɬਗɩȵɥĹȭɂɬ୭ȯɦɀȞɥᆅᄻɉĉ

āĶȭɈޏଜɉĸယȦȧɄȭɂɬ౺ ĪࣞɄɤɩȞīɅ

ȱɀȞɥĹɂȞȠȭɂȦࡊႨɅȜȽɀĂʑʗʛʭɅɜ

ȭɈૢȦĂယɈ़ɩɥૢȦȧȺɂȞȠȭɂ

ȦĂȭȭɁລȩȹɛɈฝ௸ॣȺɂȽɀȞɘȳăȧ

ɁȜɦɊ௫ɅɄɥȱĂȧɄȭɂɄɣंᇯɬंᇯɂ

ૃɩȴĂߖȱȩૢȦɁȧɥɁȱɡȠĉ

āĸૃɉࣸാᇾڝĂଌოɉാᇾधචĂଌɉʍʛʃĜ

ʑʗɼ˃ĹȦᆯɈ੭ɤၫȺɂૃȽɀȞɘȳăࢼฆɈ

ᄆૄȳɜɈĂᄆ࿈ȦȜɦɊێɅᆵɬਗɩȵɥȭɂȦɁ

ȧɘȳăȷȭɅȞɧɭɄఱȦȞɀۅȽȹ༑ᆵɬ૩Ȼࡍɦ

ɊێɅᆵɬਗɩȵɣɦɘȳăၫ౯Ă৽ȢၫȦĸࣸാᇾ

โ࠰ĹɁȜɦɊĂଌოɉĸാᇾधචĹɈȷɦȸɦȦڝ

ɅယɁඣȱɀʯ˄ɼȳɥĸʍʛʃĜʑʗɼ˃ĹɁȞ

ȞɭɁȳăȷɦȸɦȦಗɬ૩ȽɀĂߖȱəɄȦɣૢ

ɬȳɦɊȞȞăķ

ૢɉɣ౺əȳɜɈ

ᅇȢɣɦȹૢɬȳȺȫɁɉఱɂȱɀ

౺ȧɥࡈɍɉɄȞă

ૢɬȳɥĂɂɉ

ඪषɬȱĂɬȭɣȱɀ

āā૫Ɉૢɬ

āā౺əȳȭɂă

ɌɂȾɈૢɬȞȹȺȞɀ

ȷȭȥɣĂɏȹȾɈૢɬ౺əȳ!ɂĂ

ૢɉɃɭɃɭߖȱȩɄɥă

āā૫Ɉૢɬ

āā౺əȳȭɂȦૢă

ȷɦȦސȽɀລȫɊ

āāఱ౺ɉဿɩɥă

ĶɃȭȥɣಜȽɀɜʏˋʉˋķ

ȹɂȢɊࣸാᇾڝɉĂɃȭȥɣಜȽɀɜྼȴዛęȱȞɘ

ɠȬɈࣸാᇾɈࡃȦএɦɘȳăষɧɞ݁ɬȞȹɤĂᄆɬ

ဲȲȹࡃɉȜɤɘȵɭăଜۙɈૃĆ੭ɤၫɜວᅕɁȳă

ૐȹȻɉ௵Ʌ೨ఉɈۙێɂȱɀĶᆅķĶ੭ɥɓȧઽķɬణ

ᗥɅাɤਗȞĂɠɥȨɄȞێႨɈనɬࢼᄵȱȜȠȭɂȦ

ಜɁȳă

āȷɦɉĂड़ȱɀێᆍɞێᅕĂێކɂȞȠڷჍɁɉȜɤɘ

ȵɭă೨ఉɈၫ౯ĆᄆૄȳಪɬޣȦȧȻɭɂॽȢĂ

ȞɅૻڷɬࡧࠇȱɄȦɣĂɄȤȥȾ୨Ʌ૪ᆔɬȢɥ

ȭɂȦྼᅟɁȳăȾɘɤĂĶɃȭɬಜȽɀɜɌȹȳɣɅʏ

ˋʉˋķɁȜɥȭɂȦĂ܊റโɄ೨ఉɈཽ܉ɅɂȽɀɈᅟ

ĪึɢȠɀȞğࠨఘȥɄɛɈ๘īɄɈɁȳă

ĶȧɍȺɭȮɢɤಜɄɜɈķ

೨ఉȦĶᆅɈ੭ɤၫķɬᄆૄȳȹɛɅɉĂȳɓɀɈଜۙ

Ȧඋێఱɂȱɀज़ȥȳȭɂɈɁȧɄȞĶఱੰķɁȜɥȭ

ɂȦɛɣɦɘȳă

ɂɄȽɀɌɂȾ࠷ێȥȱĂߤఱɌɂɤȦখ౯ɞູ౯ɬێ

ɈᆅɬᄆૄȳઽɉĂʍ˃ĂʅʐĂॶɂȞȽȹස࠰ɂɂɜ

Ʌਲɬ௮ɤܛȢȹാᇾधචȷɈɜɈăȷɦȸɦȦຶ

ɂȳɥࣅəɬ૩ȻࡍɤĂശယɅཡࡒȱĂȫਗȞĂၒȞ

ਗȠȭɂɅɢȽɀĂɢɤێࣅঙɁශଌɄێၐɬຝə

ȳȭɂȦɁȧɘȳă

āɘȹĂૢɈ࠙ɍɉĂ౺ȧɥܙɍăęɈఊოɬฆȱɀ

ఱɈ౺ȧᅕȷɈɜɈȦၹȥɅɄɥɂȧĂȧȽɂĂȤࣸ߂

ɞȧɍȺɭȮɂȞȽȹवȜɥဘĪȷȱɀȞȾȥɉɄȩɄ

ɥဘīɅɉൣȢɣɦɄȞĂణɈݟඩȦɜȹɣȯɦɘȳă

ȷȱɀĂଌɉʍʛʃĜʑʗɼ Ć˃ĆĆ

ෂɈழණɁɜఆɬ༯ȳɥȭɂɁĂ

ȦߖȱɛɥɢȠɅ༯ᆞȱɀȞɥă

ʏˋʉˋॸୌᆧɢɤĪཋଜෳුī

ʏˋʉˋॸୌᆧɢɤĪཋଜෳුī

ૃɉࣸാᇾڝĂଌოɉാᇾधචă

02

ʏˋʉˋɈݦɉ˅ʉĜʏʿˋɈ

ȥȱၫȦȺăණඑȱȥɣߤ

อڨȳɥ੫ɉȷɈණɅไȱȹ

ȯɘɈʯˁˋɬɘȴăȤݦ

ɅୣɘȞɈɼʹĜʐɬ๙ȢɀȞɥă

วɅɉȧɄᄄɬఆȢɥă௵ᆶୃ

ɉʯˁɼʨʏĜɬߊ။ȱĂᅶᅝୃ

ɉݤɈੇȱɬଡɤĂɅɉੇ

ȱɬɂɤɦɥɈɅɜไȱɀȞɥă



ɢɤᆯȞఱ౺ɂɉĂ
āāāāɢɤࣅȩĸྼᅟɂȯɦɥȭɂĹ

഼ఱɅĸྼᅟɂȯɦɥȭɂĹȷɦɉఱȦ౺ȧɥ௫ɁɜಜɄૢ

ɈɌɂȾɁȳăඋȥɣɜྼᅟɂȯɦɄȩɄȽȹɂࠐȲɄȦɣĂ

ఱɉ౺ȧɥᆵɬ૩ȻറȫɣɦɥɁȱɡȠȥă

ఱ౺ɬɢɤᆯȩ౺ȧɥĂɂɉ!ಪȴ!ස࠰ĂݦരĂ೨ఉĂȷȱɀ

ଜޏɅൎȱɀĸྼᅟɂȯɦɥယĹɬභȩȭɂɁȳă

ɌɂɤɌɂɤȦāယబɈݟඩĪ༸ɤဘīɉݝȥɬȱȽȥɤॽ࣡ɛ

ȷɦɬॸȧĂɛĂȷɈॸᷗȱ௫ȳɥݿาɬā౺ȧȦȞɞ

ȲĂ഼ࠐɍɂܙ ɈඋɅɜൖȢȦȹȞĂߙൖȢɈɄȞݟඩɬబɅȫ

ɀɜɣȞȹȞɜɈɁȳă

ȷɈ!ݟඩĪ༸ɤဘīȦଜޏɞ೨ఉĂݦരɞස࠰Ʌྼᅟɂȯɦɥ

ਗȞȭȷȦĂȷɦȸɦɈ౺ȧɥāܙɍɞၹȥȯɅय़ȱɀȞɥ

ᅕɅૃȞɘȳă

ĸྼᅟɂȯɦɥယĹɅॸȧɬȥȫɥĊ

ᅇȢɣɦȹ૪࠰ɬɃɈɢȠɅȠȥĂȷɦɉĂ

ȷɦȸɦɅڳɇɣɦɀȞɘȳă

3131༃ڬਏɈఱঌவɬ৽Ȣɀ

ᄲᄲɂჴჴɂ੭ɥȹɛɅ¦¦¦

ষɈૢࣞ๐ާɂɉĉ

āĶޏଜɈࡤჹɅɓɀĂڗโɅഽȩɈ

੭মɬ૩ȾȭɂĂȾɘɤʏˋʉˋʭɹˋɬ

ঔɤჟȩഝɞȳȭɂɅಮ༄ȱɘȳă

āݦɉޑݝɜ༷ȠɜɈɁɉɄȩĂɕɂɭɃɈ

ఱɉێ౺ɅޑێȺȫ༷ȞɘȳăȺȥɣഊຎఙ

୭ɅɄȽɀĂɜȽɀ௶ၡɬຶɢȠɂȳɥă

ඪɣɄȞ࠰ɅɼˋʯʛʠȯɦɥɜɈɜȜɤ

ɘȳɢɇăັ ɬၐȞɀȞɥɂĸࠐȲɈȞȞఱ

ȹȻȦȾȩȽɀȞɥݦȺɄĹɂȥĸ೧เɄݦ

ȦȜɥɄĂȭɭɄݦɅୣəȹȞɄĹɂȥăȷȠ

ȞȠૃȞɬȞȽɋȞၨȞɀȞɥɂĂɜȱ८ɀ

ɥ૪ɉȭȭɅȱɢȠɂૃȞɘȳăණັɅယ

ൿɈȧɄݦɬȾȩɤറȫɀȞȩɂĂȷɦȦ

ᆯȞɂૃȠఱĂ੭মɜഝȢɀȞȩăൌ

ɈఱȦঌȽɀɜĂʏˋʉˋɈʭɹˋɉഝɞ

ȱɀȞȧȹȞɁȳɇăງౘɬࢻȠɈɁɉɄ

ȩĂȞȞૢɬȱɀĂ܊ȩറȫɣɦɥૢȦ

ȱȹȞɁȳɇăķ

āĶȤȥȬȯɘɁĂૹɞဏ݊ެڬɁɜʏ

ˋʉˋɈݦɬ८ɀȹȞɂȽɀȞȹȺȫɥ

ȤᅕȦவȱȴȾɁȳȦഝȢɀȧɀȞɘ

ȳăڤఘȱɀȞȞݦɬ༷Ƚɀ૩Ȼɢȩୣ

əȹȞɂ৽ȢɀȞɥȤᅕɉਡɅȹȩȯ

ɭȞɣȽȱɝɥă

āɜȱĂᆅ༄ɞݟඩࠫȦວȲఱȦୠɘȽɀĂ

ȷɭɄਡɈʭɹˋɅܾȢɣɦɥʥʛʠ

ˇĜʇȦ೯ɦȹɣĂɈၫɁȤሇȱȱȹ

ɢȠɄĂહࡠɈھɧȞɬߖȱəĂઢɬߖȱ

əȹȩɄɥĂȷɭɄஉȞɈȜɥူəȿȩ

ɤɁĂఘණɢȞୣࠞࣃɅటɥܙɍɬĂȷȱɀ

ၙɣȱɬߖȱɚၹȥɄୣɘȞɈ੭ɤၫɬ
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イケダコーポレーションでは、スイ
ス漆喰カルクウォールの魅力を体
感し、正しい知識を身につけて頂く
セミナーを定期的に開催しています。
2013年12月10日（火）に開催し
たセミナーでは、イケダコーポ
レーション×東京都葛飾区の左官
屋さん「八幡工業」。とても濃い内
容なので参加者も１０名様に限定
して開催しています。八幡工業様の
事務所をお借りして、「歴史から学
ぶスイス漆喰の特徴」、「プロが教
える正しい漆喰下地の作り方」を
学んで頂きました。最後にはスイス
漆喰・日本の漆喰・珪藻土を塗り
比べる塗り壁体験も行いましたよ。

ǈǽȗǬƳಳۥƜضƈƗŵƯƊª

外国の家みたいなキッチンや、モロッコ風のパーテーション、サニタ
リーはギリシャ風の漆喰壁、どれも大好きな海外のインテリアを
モチーフにしたお家が紹介されています。

主人と旅した海外でみたインテリア
開放的で工夫がいっぱいの
住まいを実現！

Dpnf!ipnf"wpm/45
  （主婦と生活社）

ˁɼʭʑʗɼ˃

22ॢ31
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ʋˋʭʁ˃ʠ
  （建築資料研究社）

【設計・施工】
エフリッジホーム株式会社　茨城県鉾田市柏熊457-4
TEL：0291-32-3139　http://www.tomine.co.jp

授賞作品の紹介や、コンテストのイベント内容が紹介されました。

スイス漆喰で自由な発想の空間を
第4回塗り壁のある風景コンテスト

スイス漆喰アートフェスタ
Swiss-Wall Art Festa2013

ɼˋʞ˂ɺ
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ఛ८ʧɾʐˋʈ
  （新建新聞社）

欧州エコ建築の最先端
スイス・ドイツ
エコバウツアー視察記
 ＜連載中＞
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2013年ドイツ・スイスの新築で義務化されたパッシブハウス基準は、
日本の住宅の変化のスタートでもあります。原発問題を発端として
エネルギー問題は日本社会で避けられない重大な問題になりました。
大きな影響を持つ省エネテーマは2020年に向けて日本の住宅を激
変させることは間違いありません。残り7年、地域工務店の家づくり
は今どう変わるべきか？
そんな2014年、地域工務店にとって今すぐ役立つ家づくりのヒント
を得る絶好の機会です。

ǝǈǝঘޙƟਛƻǴǝǨǆ¼
2013年11月19日（火）に千葉
県のＳＵＤＯホーム（須藤建設 株
式会社）様にご協力頂き「スイス
漆喰の家巡りツアー」を開催し
ました。このバスツアーはスイス漆
喰の現場に案内し、スイス漆喰の
質感や仕上げを見てもらうほか、
既製品に頼らない良質な自然素
材にこだわった家づくりや、その考
え方を地場の工務店様が同士と
して親睦を深めて頂こうという人
気の企画です！
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消費税増税後、選ばれる家づくりのヒントがここにある。
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