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地震につよい 表面がきれい 環境にやさしい

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
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。

ファイン君
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

http://www.zenkoku-fs.com
全国ファインスチール流通協議会
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熊久のいえ
設計：佐野 健太／佐野健太建築設計事務所
サロンという地域交流の空間 ―

ファインスチールを使った建築設計例
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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、
2019年7月1日～10月31日を応募期間として実施した「第18回金属サイディング施工例フォトコンテスト」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。

第18回　金属サイディング

（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）

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18回は全国から2,595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8作品（新築4作品・リフォーム4作品）、
入選賞41作品（新築21作品・リフォーム20作品）が選ばれました。
また、被災地への義援金寄付として熊本地震の被災地に対して総額259,500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、一般社団法人日本フリーランスインテリアコーディネーター協会顧問）
・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

施工例フォトコンテスト
第

新築部門 最優秀賞

異素材の組み合わせの妙を見事に表現されています。凹凸のあ
る母屋建物はシンプルにグレーでまとめ陰影が目立つデザイン。
横張りデザインもシルエットの美しさを強調しています。
車寄せ部分は内部と天井にも気を配ることにより映し出される光
があり、かつ抜けた先の景色が絵になっています。間を繋ぐ木の縦
格子も美しく、自然と一体化した美しい作品となりました。
異素材の組み合わせによってそれぞれの個性を際立たせ、結果、
落ち着いた飽きの来ないサスティナブルな住まいになりました。外
構が整い緑が成長していくのがとても楽しみです。かなり玄人受け
する作品ですね。

金属と窯業と木の３つの材料を組み合わせ、すっきりとした形態の住宅に
なっているかと思います。
特に印象に残るのが、エントランス部分？（駐車スペースでしょうか？ある意味
では形状の変わった門のようですね。）の抜けた空間ですね。ぜひ、訪問させ
ていただいて、その空間を体験してみたいと思いました。
その空間と住居部分とを木で繋いだ格好ですが、その繋いだ空間はどのよう
な使われ方をされているのか、これも見てみたいですね。開放感のある半戸外
の空間だったら私の予想通りです。
ほかにも力作がありましたが、今回のこの最優秀は、江口先生と私の２人で
強く推させていただきました。

●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

ゼブラ柄の木目が大変目を引く作品です。リフォームの素材には
このデザインは使われにくいと思いますが、よく選んでくれました。
上下を分けるボーダーをなくしテラス部分を大きく見せることにより
一層インパクトが強いものになりました。
瓦の色が若干気になりますが、少しづつ手を加えて家が成長する
のを楽しむのもリフォームの楽しみかもしれません。アウトドアには
植栽もデザインして配置、ライトアップなどされれば地域のランド
マーク的な存在になるでしょう。可能性は無限大ですね。
家族の成長とともに家も成長して、長く愛着をもって暮らし続けて
いただきたいと思います。

木目の美しい外装に目を引かれました。
リフォーム前は窯業系サイディングでしょうか。飾りの胴差しが却って重たいイメージ
となってしまっていましたが、リフォーム後はすっきりした外観になったと思います。
張り替えによるリフォームの成功例として推薦させていただきました。
なお、今回の応募作品で、ほかに目を引くものの中に２階建てを平屋にリフォームした、
いわゆる減築の作品がありました。少子高齢化の中で、従来の「リフォーム＝増改築」
から、今後は減築も一般的になって「増減改築」になっていくのかもしれません。
このコンテストで躯体が大きく変わってしまった作品を選ぶことはどうなのかとは思
いますが、今後の扱いを検討して、様々なリフォーム作品が応募されやすくなるよ
うに期待したいです。

●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

株式会社総建装（北海道）

リフォーム部門 最優秀賞

今回で2度目のリフォーム部門での最優秀賞の受賞させて頂きました。
今までも外観の意匠及びお施主様へのランニングコスト・メリットを意識して提案をさせて頂きましたが、この2度目の受賞で
外観への意匠提案が認められたと思います。この提案を今後も継続して行い、再度お施主様へランニングコスト・メリットの兼ね
合いを説明を行い、誠実に金属外壁への認知度を高めて、日本国内の住宅を綺麗にして行きたいと思います。

施工後

施工前

特集

1

株式会社高正工務店（三重県） 浜口 大樹さん（社長） 川上 吉幸さん（社長）

金属サイディングは、よく倉庫っぽく見えるとか、冷たい雰囲気があるとかお聞
きしますが、それもデザイン次第であり、自然環境に対する防御や外気温の遮
断、さらに火災の延焼防止など、とても優れた建築資材です。この住宅では、
金属サイディングを横張りにしました。外壁材は横張りにするとコーキングの縦
ラインが沢山入ってしまうのですが、コーナーで見切ることにより、継ぎ目も無く
しています。そして金属サイディングと、光沢のある窯業系サイディングのクール
な組合せの間に自然素材の杉格子を使うことにより、落ち着きを演出。実はこ
の格子の裏まで黒い塗装を施すことにより、より落ち着き感を演出しました。
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新築部門 優秀賞

㈱丸茂組
（秋田県）

新築部門 優秀賞

㈱ルポハウス
（滋賀県）

新築部門 優秀賞

㈱アルティ
（滋賀県）

新築部門 優秀賞

㈱サンクリエーション
（和歌山県）

リフォーム部門 優秀賞

リフォーム部門 優秀賞

リフォーム部門 優秀賞

㈱サカモト（埼玉県）

㈱住居空間（愛知県）

㈱杉建（京都府）

施工前

施工後

施工前

施工後

施工前

施工後

リフォーム部門 優秀賞

㈲舘建築設計事務所（徳島県）
施工前

施工後
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特集

ブース全景

宮城・仙台 住宅リフォームフェア2020

「全国ファインスチール流通協議会」展示会出展報告

2

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、ファインスチール普及活
動の一環として、2019年度に引き続き、 宮城・仙台住宅リフォーム
フェアに出展。より多くの種類の外壁サンプルを『さわって』『見て』
もらえるように金属サイディングのモックアップをリニューアル。他、
ご自分で操作できる小型模型（3台）も展示する等で、来場者がファ
インスチールを、より理解し『学べる』展示に進化できました。

●『さわって』『見て』『学べる』展示を展開 開催結果
●来場者数報告
2月15日（土）・16日（日）、2日間で11,129名
： 主催者発表

今年は新型コロナウィルスの影響で開催が心配されまし
たが何とか無事に開催。来場者も多数で大盛況のうちに
終了しました。
また今年は、東日本大震災から10年の節目とあって、
あらためて耐震性について関心のある方々が多数来場
されていた印象でした。
リニューアルした金属サイディングモックアップや耐震
性能比較模型を使い丁寧に説明することで、ファイン
スチールは「軽さが揺れを軽減させる耐震性も兼ね
備えた」製品であることをご理解いただけました。

●新型コロナ影響も来場者多数

リニューアルした金属サイディングのモックアップで解説

（サンプル提供：日本金属サイディング工業界、協賛：建材薄板技術・普及委員会）（サンプル提供：日本金属サイディング工業界、協賛：建材薄板技術・普及委員会）（サンプル提供：日本金属サイディング工業界、協賛：建材薄板技術・普及委員会）

体験型の模型は子供たちも興味津々　

興味を持つ女性も年々増加 瓦形状のファインスチール屋根に驚き

やっぱり今年も「空き缶釣り」は子供たちに大人気！！

来場者が続 と々並ぶ受付

主旨

会期
会場
主催

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
2020年2月15日（土）・16日（日）
夢メッセみやぎ
株式会社リフォーム産業新聞社（共催：宮城テレビ放送）

：

：
：
：

●当協議会ブース来場者数および配布物
ファインスチール読本、ハンドタオル
2日間合計　各500ケ配布
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東側全景。西側以外の壁面は小波板でシルバーの塗装ガルバリウム鋼板でくるまれている。

断面詳細図

「熊久のいえ」は美容室併用住宅
の改築である。現在この美容室の主
な経営を担う施主は佐野健太建築
事務所の設計主任である梯氏の親
族にあたる。梯氏から佐野氏が相談
を受け、設計に至った。かつての木
造住宅には施主夫妻が住み、美容
室が併設されていた。ここは荒川の
支流が側を流れる豊かな自然を感じ
る地域の居場所であった。

築40年を超え、子供は巣立ち、高
齢の夫婦の住む家に美容師として娘
1人が通う住宅は建物が微妙に傾い
てしまっているという構造上の問題を
抱えていた。そこで佐野氏は改修で
はなく改築を選択する。また、この住宅
は夏場の猛暑の厳しい熊谷にあり、
道路が接する側からの夕方の西日が
強いという環境的な課題もあった。
改築に際して、この住宅の外見上

特徴的な屏風状外壁の西側は不透
明な素材、南側は透明な素材を採用

することで、西側からの強烈な熱を遮
りつつも南側からの光を通すようにし
た。さらに屋根の高低差によって設け
た高窓から北東の安定した自然光を
美容室に届けるため、できる限り欄間
を誂えた。また自然な重力換気を促す
ため天井は上方に反った形状として
いる。その天井に素直に呼応するよう
に屋根の形状が決まった。正面のファ
サードの縦のラインと屋根の縦はぜ葺
の線が重なり、店舗の顔としてふさわし
い魅力的な意匠になり、樋を付けない
屋根の雨水処理は合理的といえよう。
このような設計上の工夫に対して、
施主から「外からの熱が抑えられ風
がよく通り過ごしやすい」との感想が
得られている。

建て替えにあたっての施主からプ
ランの要望はほとんどなく、佐野氏の
深い観察力により、かつての美容室
の姿が多く反映されたものとなった。
この美容室は約50年前に施主が
開いた。当時から近隣の住民が持参
した農作物が美容室内に置かれ、美
容室の一角に近所の人が作った手
芸品を販売するコーナーを設置する
など髪を切るだけではないアクテビ
ティがもたらされ、地域の人たちの居
場所になっていた。現在、70歳を迎え
た施主は日中のほとんどの時間を美
容室で過ごし、まるで彼女のリビング

ファインスチール
を使った

建築
設計例

333
熊久のいえ

設計：佐野 健太／佐野健太建築設計事務所

サロンという地域交流の空間 ―

（撮影：写真はすべて、高木康広氏撮影　）

強く、過ごしやすい美容室

まちの居場所としての
美容室
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ダイニングから見る。左手に美容室につながる通り土間、右手が居間と寝室となる。

美容室のカット面。ガラスと壁で屏風状に組まれた西側にカット椅子が設置されている。

配置平面図

スペースでお客さんの髪を切っている
ようであった。佐野氏はこのような地
域へ開かれた美容室の雰囲気を継
承しつつ、店舗については現代的な
エッセンスも付加したいと考えていた。
また、美容室のエントランスは住宅の
玄関と共用で、住居部分に対しても
高低差はなく扉を介さずにつながって
いる。また美容室の待合ベンチと住宅
部分のベンチが一連になるよう設置
され、エントランスは一体感のある広
いロビー空間になっている。

敷地は熊谷駅から徒歩20分程に
位置し、駅前の喧騒から少し離れた
自然豊かな場所だ。水道は井戸を引
き、ガスは通さず、外部からのインフラ
は電気と灯油だけである。施主の家
業を受け継ぐ娘はかつての美容室の
ように「自然の光の中でお客様と触れ
合いたい」という希望があった。また、
佐野氏はなるべく人工物を排除した

素材を使用することや、美容室とは頭
を預け、髪や肌に触れるため不安の
ないリラックスした空間でなければな
らないと考えていた。こうした両者の
思いが呼応し、改築後の住宅には自
然素材が多く使われた。木造の躯体
のうち表出できるものはなるべく見せ
るようにし、仕上げ材にも木材をふん
だんに使った。但し、冗長になってしま
うのを避けるため、複数の素材を組み
合わせるよう留意し、屋根と西側以外
のファサードには鉱物という自然由来
のガルバリウム鋼板を使用した。また、
多目的に使われている着付け室は素
足であがり、直接肌に触れるため、ザ
イザル麻のカーペットを採用するなど、
細部にわたってオーガニックなものを
積極的に使用した。

現在の日本の住宅業界ではその価
格や施工性の良さから多く採用され、

一般に普及している素材である。また
屋根には、合金めっきの結晶粒による
花柄のような模様が綺麗な“素地”を
採用して自然由来を表した。実は今回
は、美容室ということから個性のある
建築デザインを目指していたため、ガ
ルバリウム鋼板を外壁全体に使うこと
への躊躇があった。しかし、コストをは
じめとする様々な要因から西側以外
の外壁全体に小波板でシルバーの塗
装ガルバリウム鋼板を採用した。結果
として、屋根や外壁は晴れている日に
は空の青さを反射し青く色付き、曇り
の日にはシルバーに輝くデザインとなっ
た。周りの住宅との調和を取りつつ、
環境や自然の風景がうまく建築に取り
組まれ、佐野氏と施主が目指していた
自然を連想させる建築に近づいた。

現在、美容室は施主とその娘の
二人三脚で経営されている。昔から

の客の多くは高齢になり通うことが難
しくなった人も少なくない。そのような
客に対して車の送迎サービスをする
など積極的な行動力を見せる娘も、
地域になくてはならない存在の美容
師になった。
このような地域に根付いた美容室
の姿にまちのコミュニティについて多
くのことを学ぶと同時に、これから世
代交代を経ていく中で、この地域の
人の居場所である美容室がどのよう
に継承されていくのが楽しみである。

オーガニックな美容室

“ガルバリウム鋼板”が
もたらした効果

まちのコミュニティ
美容室の継承

設計：佐野健太建築設計事務所／佐野 健太

レポーター：東京大学 大月研究室　小林 史佳（M1） 小山 晴也（M1）
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　T・J・ウォートルスは、離日後の1885年から1891年6月
までニュージーランドで、主にウェストポート石炭会社
（Westport Coal Company、以下WCC社と略す）の技
師として働いた。前回はWCC社の主力坑があったデニス
トンを取り上げた。デニストンはウェストポート北東の山
の上にあり、採れた石炭はインクライン（斜面に敷設され
た軌道）で麓に下ろされ、鉄道でウェストポートの港まで
運ばれた。（以上、前回参照）

A2 ウェストポート
　ウェストポートはニュージーランド南島の西側、タスマン
海側にある。「西の港」という名前をもつ港町であるが、
海に面しているわけではない。川に面している（図1）。
ウォートルスが訪れた頃の、ニュージーランドのガイド
ブックには次のように書かれている。少し長いが、当時の
ウェストポートと、ウェストポートにとってのWCC社の重
要性がよくわかるので引用する。

Westport is situated at the mouth of the Buller, the 
second largest river in New Zealand, and the best 
sheltered and most easily navigable of all the 
numerous streams on the West Coast. It is here 
that the Westport Coal Company carries on its 
operations. This Company was formed for the 
purpose of amalgamating and working the different 
coal leases in the district, and its operations have 
given a great impetus to trade in the neighbourhood. 
The coal is one of the best for steaming purposes in 
the world, and the supply is almost limitless.  The 
works of the Company are well worth inspecting, 
and the visitor will be struck by the remarkable 
incline, a mile long, down which trucks each 
carrying seven tons of coal rush at lightning speed, 
the gradient being in some places one in one and 
a-quarter.（ウェストポートは、ニュージーランドで二番目
に大きく、西海岸に数多くある川のなかで最も穏やかで
最も航行しやすいブラー川の河口に位置している。ウェス
トポート石炭会社が事業を展開しているのがここであ
る。同社は地域の複数の炭坑を統合し操業する目的で
設立され、その事業は近隣の商業に多大な影響を与え
ている。その石炭は蒸気用としては世界最高水準のもの
で、供給量はほぼ無尽蔵である。同社の施設は見学する
に充分値する。見学者は、7トンの石炭を運ぶ鉱車が稲妻
の速さで、最大1/1.25の勾配で1マイルの距離を駆け降り
る驚くべきインクラインに圧倒されるだろう。）（注1）
　ウェストポートの主力産業は炭砿業で、その代表的な
企業がWCC社であり、しかもその石炭は高品質で埋蔵量
も多く非常に有望視されていたのである。そのWCC社の
技師として現れたのがウォートルスであった。彼が現地で

どれほど注目される存在であったか、想像できるだろう。
　ウォートルスは1885年8月からWCC社のために働き始
め、1886年2月までに正社員になった（前回）。当初ウォー
トルスは単身赴任だったらしい。というのも、1885年9月
27日、ウェストポートから船で2、3日かかるクライスト
チャーチで、ウォートルス家の双子が生まれているので
ある（前々回）。ウォートルス家には他に、1883年7月に上
海で生まれた長女がいた。身重の妻と幼子を、地方の炭
砿の町に帯同したとは考えにくい。ましてやウォートルス
には、数年前に高島炭砿で働いていたときに、高島で未
熟児で生まれた長男を亡くした辛い過去がある。おそら
くウォートルスは妻子をクライストチャーチに残したまま
だったのだろう。そのため彼は双子が生まれたときに妻
のそばにいてやれなかったし（注2）、生まれてからもしば
らくは、妻子を移動させることはできなかっただろう。

　その間にウォートルスは、ウェストポートで家族と一緒
に住むための新居を準備した。1886年8月彼は建設費の
一部として会社から200ポンドを前借りしている（注3）。
そして新居は年内にほぼ完成した。
　1886年12月2日、地元紙は入居前のウォートルス邸を
施工業者の案内で取材し、翌日の紙面で「The large and 
handsome dwelling house」（広くて美しい家）を紹介し
た。立地はブラー川に面した、ベンサム・ストリートから何
軒か川下に入った心地よい場所で（図1の○の辺り）、入口
は建物側面にあり、玄関を入ると食堂と居間、バスルーム、
物置があり、それと直交するように廊下が延びて3つの
寝室と子供室、台所と食器洗い場（scullery）、倉庫に通じ
ていた。主な部屋のサイズを下表に示す。

　高圧ボイラーが設備され、台所、バスルーム、食器洗
い場、洗濯場（washhouse）にお湯が供給された。室
内の見どころは食堂と居間で、腰羽目とフリーズと壁
紙がとても美しかったという。この家は全て「a most 
comfortable one」（最も快適なもの）で、「an addition of 
considerable value to the architectural beauties of 
the town」（町の建築美に相当な価値を付加するもの）
だったという（注4）。
　記者が取材した同じ日に、ウォートルスは妻と三人の
子供、二人の使用人を連れて、ウェストポートに帰ってき
ている（注5）。翌日の新聞を見て、彼は新生活に期待で
胸を膨らませたことだろう。振り返れば、奄美大島では
「蘭館」、鹿児島では「異人館」、東京では「英人館」、通称
「ウォートルス館」（2019年春号）に住んだが、いずれも官
舎だった。高島では自分の思うように家を建てたが、社
宅だった（2018年夏号）。ウェストポートの家は正真正銘
ウォートルスの家だった。彼の人生のなかで、この頃が幸
せのピークだったのかもしれない。だが、それからわず
か４年半後に、一家はウェストポートを去ることになる。
　ウェストポートにはWCC社の支店があった。そこで
ウォートルスは指示をだしたり、本社に連絡をしたり、図
面を引いたりした。もちろん周辺のWCC社の炭坑や鉄道
施設を責任者として頻繁に訪れただろう。そして彼には
WCC社の人間として、ウェストポートでもう一つ大事な
仕事があった。（続く）

（注）
1 Union Steam Ship Company of New Zealand編『Maoriland: Illustrated 
Handbook to New Zealand』（George Robertson and Co., 1884年），
128頁．
2 1885年9月21日の新聞に、ウェストポートにいるT・J・ウォートルスの記事があり、
その後の新聞の船の乗客リストに、9月24日にダニーデンに到着した「Waters」
と、9月28日にデニーデンを出発して29日にクライストチャーチに到着した
「T.J.Waters」の名がある。『Grey River Argus』1885年9月21日，2頁．
『Evening Star』1885年9月24日，3頁．同9月28日，3頁．『Star』1885年9月
29日，2頁．
3 Westport Coal Company「Minute Book」1886年8月4日.
4 『Westport Times』1886年12月3日，4頁.
5 『Westport Times』1886年12月7日，2頁.
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ウォートルス伝●

ウェストポート
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図2 ウェストポート（1900年頃）
ウェストポートの目抜き通りパーマストン・ストリートの1900年頃の様子。出典：Palmerston Street, 
Westport. Ref: 1/2-000733-G. Alexander Turnbull Library, Wellington, New Zealand. 
/records/22829254

図3 ウェストポートに残る歴史的建築（2002年撮影）
筆者が2002年に現地を訪ねたときには、1930年代に建てられたアールデコ建築をいくつか見か
けたが、19世紀の建物はほとんど残っていなかった。ウォートルス邸も失われたようだ。

図1 ウォートルスが着任した頃のウェストポート
1893年に雑誌に発表された地図に筆者が加筆・彩色したもので、ウォートルスが着任した頃のウェストポートを示す。方角は右が北で、中央を横切るのがブラー川、右端がタスマン海である。濃い青で彩色したのは、1885年の
干潮時の水面、薄い青は1885年の満潮時の水面である。茶色で強調した線は、ウォートルス着任前にすでに建設され、WCC社の石炭をウェストポートの港に運んでいた鉄道と、ウェストポート西方のケープ・ファウルウィンドの
石切り場から築港工事に使う石を運ぶためにブラー川の西の堤にまで敷設された鉄道（1885年12月完成）である。ウェストポートの築港工事は、ケープ・ファウルウィンドからの鉄道が完成した後の1886年に本格的に始まった。
○は、ウォートルスの家の位置を示す。原図の出典：John Alexander Wilson Jr,「Westport Harbour Works, N. Z.」『Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers』112号，1893年．

室名
玄関ホール
食堂
居間
廊下

寝室

子供室
台所

サイズ
17ft.x8ft.
17ft.x15ft.
15ft.x15ft.
35ft.x5ft.
17ft.x15ft.
12ft.x15ft.
10ft.x15ft.
17ft.x15ft.
12ft.x15ft.

備考（1畳＝17.79ft²で計算）
約7.6畳
約14.3畳
約12.7畳
巾約1.5m、長さ約10.7m
約14.3畳
約10.1畳
約8.4畳
約14.3畳
約10.1畳

ウ

ウ

ウ
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街でみかける
ファインスチールの施工例 その 41

㈱岡山マツダボディーケアセンターは、岡山マツダサービス
部門の中核を担う板金修理工場だ。従来は岡山地区と
倉敷地区で別々に行っていた修理を集約する目的で新築。
2018年10月1日に稼働した。屋根はしろがねいろ、外壁に
はシルバーブラックの塗装ガルバリウム鋼板が採用された。
当社の自動車は「斬新な色合い」、「ち密な設計」と「精密な
組み立て」で各種高性能を発揮とのこと。
メンテナンスや修理で、初期の各種性能を維持することは
大変重要なのだ。
職人の腕と最新設備のベストマッチで、同センターからは
今日も新車相当の自動車が送り出されていく。

Uメゾン荷川取  （宮古島）22

㈱岡山マツダ ボディーケアセンター
宮古島は東京から約2,000km,沖縄本島から南西約
300kmのところに位置する。持続可能な島づくりを目指
す為“エコアイランド宮古島”を宣言し、ゴルフやトライ
アスロン等、スポーツも盛ん。
島の中心である平良字荷川取に、フッ素樹脂塗装ガルバ
リウム鋼板製の定尺縦継立平333屋根が昨年３月に施工
され、超大型台風の直撃を３回も受けたが無事と、施主
様・居住者から極めて高評価。この屋根材は、

1. コンテナに収納でき、輸送がラク

2. 一人でも施工が可能

と施工者からの評価も上々だ。

近くにはパウダー状の白い砂が広がる“砂山ビーチ”がある。

是非、宮古島をご訪問ください。

入口付近

外壁

全景 砂山ビーチ

11

住所：岡山県倉敷市児島宇野津2,030-49
TEL：086-475-0222

に か ど り

ひ らら に か どり


