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第16回
第

金属サイディング

施工例写真コンテスト
（主催：日本金属サイディング工業会

後援：一般社団法人 日本鉄鋼連盟）

日本金属サイディング工業会が一般社団法人 日本鉄鋼連盟の後援により、
平成29年7月1日〜10月31日を応募期間として実施した「第16回金属サイディング施工例写真コンテスト」
について、受賞された施工例の写真を中心にご紹介します。

新築部門

最優秀賞

相川工務店株式会社（長崎県）

本物件は、閑静な低層住宅街に位置し、
ひときわ存在感の
ある大黒柱（8寸）
と、
スタイリィシュな金属サイディングが正
面玄関にどっしりと構えた設計にしました。長期的な建物価
値を考慮すれば、維持管理の上でも金属サイディングと伝
統構法は、相性がよく建築後のメリットも大きいと思います。
室内環境も外壁3層構造で断熱性、遮音性など良い効果
が得られ、更に無垢材と漆喰仕上げで湿度を調整し、特に
相川 透さん
（代表取締役） 冬場快適な住み心地の家にしました。

●江口特別審査委員のコメント

年々力作が増える中でも、
この作品は、
まさに異彩を放っておりました。
まず、
シンメトリーの美しいバランス、
しっぽりと佇む色合いとデザイン。
日本の伝統
美を金属サイディングでここまで表現できるということに、正直驚きました。
中央の大黒柱、伝統工法に溶け込む金属サイディング。異素材がそれぞれ
のメリットを発揮しながら仲良く協働している様は、
これからの日本の住宅に新
しい風を吹き込む、貴重な第一歩の作品といえましょう。場所も長崎とのこと、
異文化を融合し開花してきた風土がこの作品の根底に脈々と流れていると
感じました。懐の深さを感じるこの作品によって、金属サイディングの新たな
魅力も引き出されました。本コンテストの最優秀にふさわしい作品です。
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●杉田特別審査委員のコメント

建物の背景から分かるように、閑静な高台の新興住宅地（？）に建設さ
れた住宅ですね。
まず、
目を引いたのがシンメトリーでシンプルなファサード
（妻面）
と、
そして和の様相を醸し出す、木と金属サイディングとの組み合
わせによる柔らかな質感です。
さらに、建物の中心に、玄関アルコーブの
大柱とその延長上に植栽された樹木とが呼応し、
シンボリックな印象を
与えています。2階部分の格子状の木も、
とても良いアクセントになって
いると思います。和の印象と、
どっしりとした力強さを感じます。今回の施
工例コンテストの新築部門は、住宅の力作が目立ったように思いますが、
その中で、本作品を最優秀とさせていただきました。

金属サイディング施工例写真コンテストは、日本金属サイディング工業会加盟８社が、全国の設計事務所・工務店・金物店・板金
店の協力を得て、金属サイディング普及活動の事業として実施しているもので、第 16 回は全国から 2,571 作品の応募がありました。
新築及びリフォームで建物の外装に金属サイディングを使用したものを対象とし、新築では建物の意匠性・高級感・コーディネート
感覚など、トータルでバランスのとれた作品、リフォームでは『施工前⇒施工後』で優れたイメージアップの見られる作品を審査委
員会で選考しました。その結果、最優秀賞 2 作品（新築・リフォーム各 1 作品）、優秀賞 6 作品（新築 3 作品・リフォーム 3 作品）、
入選賞 40 作品（新築 19 作品・リフォーム 21 作品）が選ばれました。
また、東日本大震災発生以来実施している被災地の義援金寄付は前年に引き続き今回も東日本大震災及び熊本地震の両被災地に
対して総額 257,100 円（応募作品件数に応じた額）を日本赤十字社を通じ寄付いたしました。

［審査委員会］
・特別審査委員 江口惠津子（株式会社ヴェルディシモ代表取締役、日本フリーランスインテリアコーディネーター協会会長）
・特別審査委員 杉田宣生（一級建築事務所 ＨＡＲＵハル建築研究所）
・当会審査委員（理事・幹事・技術委員・事務局）

リフォーム部門

最優秀賞

ALC販売株式会社 四国中央本部店（徳島県）
家や店舗の色が内部に与える影響は大きく、毎日暮らす自分の家が素敵な色になれば、
気持ちが明るくなったり元気になったり毎日が楽しくなったなど、前向きな気持ちになるものです。
斬新かつ和と言うテーマでこの店舗にこだわった事は、素敵な店舗に見える色です。
評価されてとても嬉しい事です。
施工前

施工後

小西 将治さん
（すまいる工房 社長）

●江口特別審査委員のコメント

●杉田特別審査委員のコメント

なまこ壁が印象的な、
目を惹く作品です。
リフォームの特性
として、既存を活かしながら変わっていくパフォーマンスを、
最もよく表現した作品です。
なにより、綺麗になりました。
そして、
デザインもシンプルでありながら、
しっかり主張して
います。
なまこ壁の腰壁があるので、
白の金属サイディング
が漆喰のように感じられます。
メンテナンス、断熱のメリット
を活かしながら、徳島の風土に溶け込み、観光的にも力を
発揮してくれそうです。地域のテーマパークになりますね。

古びれた作業所から、
明るいショウルームに一変、
という感じでしょうか。廻り
に住まわれている方達も、町が明るくなったと喜んでいらっしゃるでしょうね。
手前の1階下屋根もきれいないぶし瓦に吹き替えられ、広くとられた玄関に
は大きな屋根庇が取り付けられました。
いぶし瓦と腰壁のなまこ壁（風？）
と、
和の装いの中でホワイトの金属サイディングがたいへん映えています。奥の
２階建て部分の妻面をうまく使って店舗名を大きく出していますが、奥だから
良いのですね。
これが手前にあったらたいへんうっとうしい。
ぜひ、
これからも
明るいリフォームを推進していっていただければと思います。
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新築部門

優秀賞

戸建住宅優秀賞

㈱白木建設
（鹿児島県）

新築部門

優秀賞

ポーラスターデザイン
一級建築士事務所
（埼玉県）

新築部門

優秀賞

㈱ルポハウス
一級建築士事務所
（滋賀県）
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施工後

リフォーム部門

優秀賞

店舗優秀賞

㈲羽鳥製材所（群馬県）
施工前

施工後

リフォーム部門

優秀賞

㈱タイレックス（北海道）
施工前

施工後

リフォーム部門

優秀賞

ダイエイ・ワークス㈱（石川県）
施工前

FineSteel 04

特集

2

「全国ファインスチール流通協議会」展示会出展報告

宮城・仙台 住宅リフォームフェア2018
主旨 ： リフォームに関して様々な悩みや不安を抱える一般消費者の方と、住宅設備・建材メー
カー、工事を請ける住宅会社との 出会いの場 となることを目的として開催
会期 ： 2018年1月20日（土）
・21日（日）
会場 ： 夢メッセみやぎ
主催 ： 株式会社リフォーム産業新聞社（共催：宮城テレビ放送）
会場外観

耐震性能比較模型と遮熱塗料効果体感模型を展示し、集客力アップを図る

●新たに、電動式小型体感模型も出展
全国ファインスチール流通協議会は、一般社団法人日本鉄鋼連盟 建材
薄板技術・普及委員会の協賛のもと2017年度に引続き、ファインス
チール普及活動の一環として、宮城・仙台 住宅リフォームフェアに出
展。前年度同様、屋根・壁のモックアップや耐震模型の展示、
「空き缶釣
り」のイベントを行いました。さらに今回から「電動式耐震性能比較模
型」
と
「遮熱塗料効果体感模型」を新たに展示。小型で、自分で操作・体
感できたことで、来場者の理解度向上に大きな効果がありました。
金属サイディングには具体的・専門的な質問が多数あり
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揺れの違いを見た後、重い屋根と軽い屋根を実際に持って体感

現物の屋根を間近に見て熱心に質問

空き缶釣りは子供たちに人気が絶大で常に行列が発生

遮熱塗料の効果に多くの来場者が驚いた

●ブースの場所にも恵まれて大盛況のうちに終了
「あいち住まいるフェア」同様、新築やリフォームに関心のあるお客様のご来場
が多数を占め、更には寒冷地のためファインスチールが身近な事もあり、熱心で
専門的な質問が多くありました。年配の方のなかには、約３０分もブースを離れず
に熱心にご覧になる方もおられました。
ブース配置が、各種イベント会場への通り道と重なり、来場者がひっきりなく通る

イベントショーの後、
子供に大人気の握手会

絶好のポジションでした。通り際に動く模型をみて、何かと思って足を止められ、
更に、自分でも操作・体感ができたことで、そこから話しの広がりができたり、
子供も楽しんだり驚いたりと
「空き缶釣り」イベントも併せて、来場者が途切れ
ない展示会となりました。
フラダンスショー

開催結果
●来場者数報告
1月20日
（土）
・21日
（日）
、2日間で14,160名
：主催者発表
●当協議会ブースでの配布物
ファインスチール読本、
ハンドタオル
2日間合計

各700ケ配布
（昨年は600ケ配布）
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ファインスチール
を使った

建築 325
設計例

大屋根の小さな家
地域とつながる切妻屋根

―

設計：塚越 智之 ＋ 宮下 淳平／ツ＋ミ 塚越宮下設計

（撮影：P7、
P8、P9は新建築社写真部撮影

表紙、
P10は宮下淳平氏撮影

移住者のための
小さな住宅

）

所である。お祭りなどもあって、近所

敷地いっぱいに寄せて南側に庭を

の人はだいたい知り合いだと言う。

設けていて、桐生川との関係は意

敷地は10 0坪ほどで東側が一級

識されていない。

「大屋根の小さな家」は夫婦と子

河川である桐生川支流の土手に面

土地のもつ豊かさを顕在化させ

ども2人のための移住者住宅であ

し、元々畑だったこともあって塀も

ること、そして東京都内から移住す

る。東京都から群馬県桐生市へ移

なく、遠くまで抜けのある風景が印

る家族と地域との関わりにいかに

り住む施主がこの土地を気に入り

象的だった。川の向こう側に時折、

貢献できるかを主題とした。

購入。要望はその場所の良さを活か

散 歩している人が遠くに見える程

すこと、切妻屋根にしてほしいとい

度 で 視 線 が 気になるほど ではな

うことのみで 、基 本 的にはお任 せ

い。そんな土地のポテンシャルに地

だった。

元の人々は無自覚だと、2人は語る。

多様な居場所と
豊かな風景

住宅の建つ地域は住宅密度が低

実際に近隣の住宅を見てみると、多

元々が畑だった敷地は周囲と比

く人通りは少ないが、昔から住んで

くが周囲をブロック塀で囲んでし

べて広いこともあり、建物を中心に

いる人が多くコミュニティの強い場

まっている。さらに、建物を北側に

配し、多様な外部空間をつくり出す
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桐生川に面したバルコニー。切妻屋根によって周囲の自然が切り取られる。

し、家の内と外のコミュニケーション

室内のダイニング・キッチンは、天井

の場になる。

高を抑えて横長の大きな開口を設け

桐生川に面した東側には大きな
バルコニーがある。切妻屋根によっ

ることでおのずと意識が外の豊か
な自然に向くよう工夫している。

て桐生川を含む周囲の自然を切り
取る。子どもたちが遊んだり、お風
呂上りに夕涼みをしながらビールを
飲んだり、時には新しくできた知人
を招くこともあるかもしれない。知
人を招いた場合も、玄関からバルコ
ニーへ直接行ける、プライバシーを
考慮した計画になっている。一方、

2階平面図

ことができた。
北側の軒下は土間にキッチンを
備え、地域の人々も招くことができ
る屋外のリビングとなっている。深
い軒下の空間は、夏にも適度に日影
をつくり、風通しもよく心地が良い。
室外機をキッチンカウンターの下に
収め、給湯器を壁に内包するなど、
北側でありながら裏っぽくならない
よう工夫している。納戸にも面して
いるので、趣味の車を手入れするこ
ともできる。
南側の軒下は大きな窓台がリビン
グと庭にまたがるベンチとして機能

１階平面図
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吹き抜けのリビング。銀色に塗装された天井により、1つの大屋根の軒下にいるように感じられる。

ガルバリウム鋼板の
軽やかな大屋根
茅葺き屋根のような民家らしい分

鋼を使っていることである。コの字

味になる。こうすることでいかにも

の鉄骨内部に電灯を挿入し、照明器

均質な真新しい建物ではなく、瓦屋

具とすることで構造材としての存在

根の多い周辺環境に少し寄り添っ

感を消している。

た景観となる。設計の中では、この

厚い個性的な大屋根。周囲の豊かな

素材はガルバリウム鋼板以外の

ようにして塗装ガルバリウム鋼板が

自然が移りこんだ銀色の屋根がどこ

選択肢は特になかった。重々しくな

効果的に使われている。しかし、可

からでも見え、どこにいても1つの大

らないように色はシルバーにした。

能であればもっと多様な色表現、例

屋根の軒下にいるように感じられ

ただし、大きな面 積に均一な色を

えばわざと色ムラを出したような商

る。ひとつづきの大屋根を実現する

使ってしまうと、いかにも真新しい

品があると望ましいという。今回の

ために、2つの構造的な工夫がなさ

変わった建物が住宅地にできてし

ように屋根の面積が大きい場合、単

れている。1つ目は屋根をキャンチレ

まった、という印象を近隣住民に抱

一の色では無機質な印象になって

バーで支え、バルコニーと南北の軒

かれてしまうかもしれない。そこで、

しまう。意図的に色にムラを持たせ

下をつなぐこと。2つ目は北側の屋根

一つ一つのパターンが小さくなる平

ることで、意識された工業製品の均

を支える方杖に、断面が大きくなら

葺きで施工されている。人間が施工

質性を和らげ、より人間に寄り添っ

ないよう木ではなく50×100の溝形

をするタイミングで、ムラが生まれて

た建物になるではないだろうか。

展開立面図
FineSteel 09

して、少しずつ自己紹介をしていく、
そうして理解をしてもらうのが地域
に溶け込むには良い方法かもしれ
ない。
こうして地域に馴染んでくると、
時には屋外リビングに、時にはバル
コニーに地域住民を招くこともある
だろう。
外に置かれたキッチンは直感
的に居場所だと理解できるアイコン
としても機能する。大屋根は家族だ
けでなく地域住民も含んだコミュニ
ティを包み込むことのできる大らか
な素地を持っている。そして、大屋
土間。北側の屋根を支える溝形鋼の方杖内部に電灯を挿入し照明器具として使用。

根の下で生まれる交流を通して、こ
の地域の緑豊かな自然環境の価値

地域との関わりにいかに
貢献するか

根の下、屋外リビングやバルコニー

が、地域住民にも改めて共有されて

で行われる家族の振る舞いが西側

いくかもしれない。

の道路から、そして桐生川向かいの

施主は昨年の12月から住み始め

このような地域では、一つの住居

土手から垣間見え、
「 こんな人が移

ている。これから暖かくなるにした

で生活が完結することはなく地域

り住んできたのか」と少しずつ理解

がって、軒下やバルコニーでの活動

住民と関わりを持ちながら生活が

も広がっていくことを意図している。

も増えていくことだろう。

展開していくのではないか、と2人は

コミュニティが 密な地 域において

大屋根の小さな家は地域への自己

語る。そこで、地域住民も巻き込ん

は、家の中に閉じこもっていてはど

紹介、地域住民を招き入れる素地、

だ空間を大屋根の下に計画した。

んな人が住んでいるのか想像でき

地域の魅力を伝える場として移住者

まず、個性的な大屋根は地域住

ないため、住まい手を地域から孤立

と地域を少しずつ、
つないでいく。

民に対しての自己紹介になる。大屋

させてしまいかねない。大屋根を通

断面詳細図

設計：ツ＋ミ 塚越宮下設計／塚越 智之 ＋ 宮下 淳平
ツ＋ミ 塚越宮下設計／〒162-0806 東京都新宿区榎木町39-3 神楽坂法曹ビル602
［e-mail］info@tgmssk.com ［URL］http://tgmssk.com/

レポーター：東京大学 大月研究室

足立 壮太（M2） 植竹 遊歩
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ウォートルス伝●

日本初？の
機械式製氷工場
：ジャパン・アイス・カンパニー
藤森研究室
も と こ

担当

丸山 雅子

本連載の主人公ウォートルスは、兄弟三人が1874年から
翌年にかけて日本に揃っていた（前号参照）。その後それぞ
れ日本での雇用が終了し、1877年までに一旦イングランドの
家族の元に戻った。
最近出版されたウォートルスの伝記本によると、
トーマスは、
日本には自分の働く場所はもうないと感じていたようである。
だがアルバートにはチャンスがあると見ていた。
アルバートは
日本語が話せ、
日本人を使うことができるので、
日本に戻るべ
きだと考えていた。そして自分の未来は上海にあると考えて
いた
（文献1）。
トーマスは1878年上海に赴き、上海と日本を頻繁に往復し
た。1878年の終りにはアルバートに手紙を書き、至急来日する
よう促した
（文献1）。
アルバートは兄の指示に従い、1879年2月
15日に横浜に到着した。少し遅れて3月1日にトーマスも横浜に
舞い戻り、
しばらくしてまた上海に去っていった
（文献2）。残さ
れたアルバートは、横浜で製氷業に携わることになる。
ウォートルス兄弟の海外活動第二幕の始まりである。兄トー
マスは上海で、弟アルバートは横浜で製氷業に携わり、末弟
アーネストは米国コロラドで鉱山技師として名を上げつつあっ
た。
さらに、兄弟と仲の良い姉のルーシーがニュージーランドに
いた。太平洋を囲んで、兄弟達は互いを気遣いながら、それ
ぞれの道を歩んでいた。
さて、
アルバートが携わった製氷業とはどのようなものだった
のだろうか。

図1 ロンドン万国博覧会（1862）に出品された圧縮式製氷機
出典：
『The Illustrated London News』1862年8月16日

時は遡って1862年、
ロンドンで二度目の万国博覧会が開
催された。
イングランドとウェールズの人口の約三分の一が訪
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れたというから、
ロンドンで働いていたトーマス・ウォートルスも
当然訪れたことだろう。そこでは、
「Ice and Soda Water（氷
と炭酸水）」
と題する小さな区画が設けられ、エーテルを冷媒
とする圧縮式製氷機と、
アンモニアを使用した吸収式製氷機
の、二つのタイプの冷凍技術が展示されていた。前者は蒸気
機関を用いたパワフルなもので、一日最大10トンの氷を製造で
きると説明されていた
（文献3、図1）。対照的に後者の吸収式
は、音が静かで、家庭用を狙って小ぶりな装置が展示されて
いた
（文献4）。
1862年のロンドン万国博覧会は、開会式に日本人のグルー
プが賓客として招待されたことが知られている。文久遣欧使
節の一行である。その一人福沢諭吉は1862年5月14日に会
場を再訪し、
「薬品を以て夏時氷を作」
る機械があったことを
記している
（文献5）。
三年後の1865年6月8日には、五代友厚ら薩摩藩の侍たち
が、中東のスエズで製氷機を目撃している。
イギリス人が建て
た「製氷所」で、
「蒸気を以って氷を製」
した（文献6）
というか
ら、圧縮式製氷機である。
そして日本で初めて製氷機が用いられたのは、1870年旧
暦5月、福沢諭吉が熱病にかかり、氷を求めたところ、夏日の
ため手に入らず、
たまたま松平春嶽が外国から購入した製氷
機が使われないままだったので、それを拝借して氷を作った
のが始まりだという。
それは普通の化学書に見られる簡単なも
ので、
アンモニアを蒸発させて氷結させる方式だったという。
（文献7）

図2 ジャパン・アイス・カンパニーの広告
『The Japan Gazette』1880年5月12日

では、
そのような個人使用ではなく、業務として機械製氷が
日本で始まったのはいつのことだろうか。1870年に、横浜で機
械製氷が始まったという記事（文献8）や、横浜のバージェス
＆バーディックが天然氷だけでなく、人造氷も扱うようになった
という記事（文献9）が新聞で確認できるが、詳細はわからぬ
まま続報もない。
それからずいぶん経った1879年3月には、外国から製氷機
を取り寄せ人造氷を製造し、東京と横浜で販売して、天然氷
を圧する計画があることが新聞で報じられている
（文献10）。
それは、
アルバートが横浜で製氷業に着手した時期と一致
する。
その年、東京と横浜の氷販売業者は、蒸気機関で動く製
氷工場の出現を警戒して、天然氷の仕入れを控えたため、夏
には氷が品薄となり問題となる。氷の製造をいつから始める
のか、
アイス・カンパニーが発表してくれれば大いに役立つだ
ろう
（文献11）、
アイス・カンパニーでは機械の修理が終わり、
翌週初め
（7月28日〜30日ごろ）
に氷の製造を始めるだろう
（文
献12）、8月11日に新工場の製氷機がまた故障した（文献
13）、8月13日にアイス・カンパニーが人造氷の製造に初めて

成功したが、
また機械が故障した（文献14）、
などの記事が、
横浜の新聞に立て続けに出ている。
1880年前後に発行された住所録を調べると、横浜に アイ
ス・カンパニー が名につく会社は二つ存在する。
（横浜）
アイ
ス・カンパニーは1880年版まで登場し、住所は158番（1872-80
年版）で、それとは別に88番（1872-78年版）、86番（1879年
版）
にも事務所があった。そしてもう一つ、
ジャパン・アイス・カ
ンパニーは1880年版と81年版に登場し、山手184番にあっ
た。後者がアルバート・ウォートルスの関係した製氷工場であ
る。不思議なことに、
（横浜）
アイス・カンパニーのマネージャー
（1872年版）で化学者（1874年版）のT・L・ブラウア
（T. L.
Brower）
なる人物が、1878年版と79年版では山手184番に
いることである
（文献15）。
ジャパン・アイス・カンパニーは、
（横
浜）
アイス・カンパニーの新工場だったのかもしれない。

を変えて製氷事業が再開された（文献18）。
「 横浜アイス・
ワークス」になってからの姿は、複数の古写真で確認できる
（図4）。
そこには立派な煙突が写っている。一日4〜5トンという
性能と、機械技師アルバート・ウォートルスの存在からも、蒸気
機関を動力とする圧縮式製氷機があったことに間違いない。
以上から、
ジャパン・アイス・カンパニーが、所有者あるいは
出資者は不明なままではあるが、
アルバート・ウォートルスを技
師として、横浜山手184番で、1880年5月12日から、蒸気機関
を動力とする圧縮式製氷機で、一日4〜5トンの氷を製造して
いたことがわかる。
これが資料で確認することのできる日本で
最初の機械式製氷工場、
のようである。
ジャパン・アイス・カンパニーがなぜ一年もたなかったのか、
目を広く東アジアに転ずると、中国福州では1875年から77年
までアイス・カンパニーが存在したが、三年間で資産の全てが
（文献19）。上海では、1880年にアイス・カンパ
失われたという
ニー設立を目的とする組織が活動している
（文献20）。香港で
は、1880年にジャーディン・マセソン商会によって香港アイス・
カンパニーが設立されている
（文献1）。機械式製氷工場は、
良質な氷の安定した供給のために各地で必要とされたもの
の、1880年前後では、決して容易に興せる事業ではなく、
リス
クを伴う事業だったのである。

図4 横浜アイス・ワークス
1880年5月に人造氷の製造販売を開始したジャパン・アイス・カンパニーは、1881年6月横浜
アイス・ワークスに引き継がれた。横浜開港資料館所蔵

［前号の訂正］
前号でアルバートについて、東京府の雇用期間は半年に満たず、
その後1874年に
工部省製作寮に雇用されたと述べたが、訂正する。
アルバートが従事した銀座煉瓦
街事業は、1872年8月20日に東京府から大蔵省建築局の所管に移り、同年10月
4日に建築局は大蔵省土木寮に隷属し、1874年1月には内務省土木寮建築局と
なり、同年2月2日に工部省製作寮の所管となっている。
つまり、銀座煉瓦街事業の
所管が東京府から工部省製作寮に遷ったのであって、
アルバートの雇用は、東京府
から工部省製作寮まで雇い継がれたと考えられる。
図3 ジャパン・アイス・カンパニーの競売の告知
『The Japan Gazette』1881年4月19日

ジャパン・アイス・カンパニーは新聞に二度登場する。1880
年5月12日の氷の売り出し広告（図2、文献16）
と、1881年4月の
会社の競売広告（図3、文献17）
である。
ジャパン・アイス・カン
パニーは氷の製造販売開始から一年もたなかったのである。
皮肉なことに、売り出し広告以上に、競売広告の方が情報
に富んでいる。そこには競売対象は、
ジャパン・アイス・カンパ
ニーの機械全体で、機械は一日4〜5トンの透明な氷塊を製
造する能力があり、
あらゆる点で完全な状態であること。そし
て機械が撤去された後の、山手184番地という貴重な敷地
216坪（地代25.92ドル）が、そこに建っている蔵、氷室と複数
の建物と共に競売に供されることが記されていた。
競売の結果、
ジャパン・アイス・カンパニーの機械も土地・建
物も同じ人物に売却され、6月に
「横浜アイス・ワークス」
と名前
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7 石井研堂
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8『The North China Herald』1870年6月30日．
9『The Far East』
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11『The Japan Gazette』1879年7月26日．
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15 立脇和夫監修
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19『The North China Herald』1879年5月7日．
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街でみかける
ファインスチールの施工例

1 道の駅 ふじおやま
「道の駅 ふじおやま」は、静岡県の北東端（駿東郡小山
町）
に、緑豊かな公園と田園風景に囲まれ清涼な空気を
満喫できる、国道２４６号沿い唯一の道の駅である。
目の前
には富士山があり、四季折々の富士山の眺望が楽しめる。
塗装ガルバリウム鋼板の屋根に覆われた施設内には、小
山町の土産物や富士山関連商品などを販売する物産品
販売所や地元農家の方々がその日の朝収穫した新鮮な

地場産品直売所

野菜やつきたてのお餅・お弁当などを販売する農産物直
売所やレストランなどがある。
また、小山町観光協会の観
光案内所が設けられ、
さまざまな情報を発信する観光の
拠点となっている。
なお、
「レストランふじおやま」が2018年4月にリニューアル
オープン。
レストランフロアを大幅に拡張し、店内は木のぬく
もりあふれるモダンの開放的な空間となっている。大きな窓
からは富士山を望むことができ、食事を取りながら景色を
楽しむことができる。
レストランふじおやま
FineSteel 13
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tvkマネジメントハウス

tvkハウジングプラザ横浜（全景）

2 tvk（テレビ神奈川）マネジメントハウス
横浜駅から１駅、そして徒歩５分で到着と至極便利なtvk
ハウジングプラザ横浜は、総面積が約２万坪！ 1974年に
オープンし、
現在ではモデルハウス数が60棟注）を超える、
国内
最大級の住宅展示場である。
バラエティーに富んだ住宅の
群れは、
それでいてまるで１つのコミュニティーを形成してい
るかの錯覚に陥る。見学来場された方々は一日をあっという
間に過ごすのでは、
と想像させる場だ。
その中に、ノボリ等
が一切ない 不思議な建物がある。
それがtvkマネジメント
ハウスだ。
テレビ神奈川開局45周年を機に建てられ、屋根に

tvkマネジメントハウス

はフッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板（0.4mm厚）
が横葺に成
形・施工されている。
tvkマネジメントハウスは、
１階のミーティン
グルームで各種イベント・セミナーが 開催され、併設されて
いるキッズルームで子供さんが楽しんでいる間に、来場者は
安心して場内を見学できる。2階にはスタッフ控室やオフィス
を備え、
当住宅展示場には欠かせない存在となっている。
敷地内には他にも、
リフォーム・リノベーションと暮らしに関わ
る最新設備が集まっているヨコハマくらし館、約1,800品種の
薔薇や季節の草花を観賞いただける横浜イングリッシュ
ガーデンがあり、観たり楽しんだりする材料には事欠かない。

横浜イングリッシュガーデン

■ tvkハウジングプラザ横浜の概要
［住所］
神奈川県横浜市西区西平沼6-1
注）
出展37社
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第六十二巻 一号
平成三十年四月二十五日発行

ボクらは
「自在に変化」

鉄！

進化した鉄！

全国ファインスチール流通協議会
ファインスチールイメージキャラクター

ファイン君

発行所

ファインスチールは、鉄の長所を最大限に活か

しながら、これからの家と暮らしにふさわしい

一般社団法人 日本鉄鋼連盟

ボクらの

自
「
は
ら
ボク

変
に
在

進
」
化

た
し
化

特長を合わせ持つ、現代建築の最適な素材とし
て注目を集めています。新しい住まいで始まる
暮らしをより良いものに。
ファインスチールが理想のカタチを実現します。

地震 につよい

表面がきれい

建材薄板技術・普及委員会

特長

環境にやさしい

〒１０３ ︱００２５ 東京都中央区日本橋茅場町3 ︱2 ︱ 鉄鋼会館
︵3669︶4815 FAX ︵3667︶0245

屋根材・壁材には
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全国ファインスチール流通協議会

http://www.zenkoku-fs.com
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