SANYO
ECO HOUSE

この街に受け継がれる住 まいづくりの技と心。
昭和 25 年、西尾市に誕生した山旺建設は創業以来、総合建設業として
公共施設、企業・店舗から個人住宅まで幅広い施工実績を築いてまいりました。
「地元を知り尽くし、地元に貢献する」その姿勢は次世代へも受け継がれています。

Since 1950
いつの時代も、
どんなご家族からも
支持され続ける住まいを目指して
時代とともに移り変わるご家族のライフスタイルやデザインのトレンド。
そして環境への配慮、なにより長きにわたって安全・快適に住めること。
その願いを形にしたのが、弊社のオリジナルブランド「山旺エコハウス」です。
創業以来、地元の皆様から「建てるならやっぱり山旺」とご支持いただくとともに
一邸一邸、最善を尽くした設計施工・サービスで、その信頼にお応えしています。

1

2

こだわりを形にする自由設 計の家
シンプルなデザインの中に多彩な意匠を凝らした洋の住まい

河川敷の桜が眺められる立地を最大限に生かし、リビングには大開口のサッシを設けた明るいリビング。外観に合わせたモノトーンのインテリアは、空間にメリハリを与え
るとともに、シンプルですがすがしい印象に。

家族全員の個室として、2 階に 5 室を配置。それぞれに収納スペースを備えた、すっきりとした空間設計で独立性と居住性を高めています。
斬新な印象の玄関。アプローチも建物の一部とし
て設計し、雨にぬれない空間を自転車置場として
も活用できるようにしました。

山旺建設が提供する住まいは、どれも世界に一つ
だけのもの。モダンな洋風スタイルの住まいも数
多く手掛けています。お客様の要望、生活スタイ
ルやライフプランを十分考慮し、外観イメージか
外観はモノトーンを基調に、屋根の角度や建物の輪郭をシャープに際立た
せました。窓の大きさや配置もバランスを考慮しています。道路に面する
エントランスは、プライバシーを確保しながらも外部空間とのつながりを
ゆるやかに演出できるよう、格子を効果的に取り入れています。
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らインテリアの細部に至るまで、洗練されたデザ
インと高い機能性を兼ね備えた住空間をご提案い
たします。

アイランドキッチンを採用し、キッチンまわりの回遊性を創りだすとともに、リビング・ダイニングとの一体感のある広がりを実現しました。また、キッチンから浴室、
洗面化粧室、トイレなどの水回りへの動線にも配慮し、家事効率を高めました。
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陽光あふれる、家族思い の美邸
団らんの空間も、プライベート空間も、
さりげない主張と個性が光る住まい

オール電化を取り入れたアイランド型キッチンは 3 列の IH ヒーターをビルトイン。収納もカウンター手前と向こう
側にあり大容量を確保しています。料理をしながらリビングや階段、子ども部屋への出入り口などが見渡せる奥様
のとっておきの場所。お友達やお子さま達とお菓子作りを楽しむなど、いつも笑い声が絶えません。
吹き抜け階段にはシーリングファンと
大きなスリット窓を設け、爽やかな光
と風を演出。夜になるとダウンライト
に照らし出されるモザイクタイルがま
た違った印象を与えます。

32 帖のワイドな LDK の照明にもダウン
ライトを採用し、シーンに合わせて光
量をコントロール。床材には木目が入っ
以前のお住まいは底冷えがひどく、採光も不十分で光熱費に苦労されていたとのこと。そ

た白いボードを使用し、取り込んだ外

こで、仕切りのない大空間を確保するためにリビング・ダイニング、キッチンを 2 階に設計。

光を反射させて室内を明るくする工夫

一日中陽の光にあふれた贅沢な時間は、家族のコミュニケーションをより豊かにします。

も。写真右側のサッシを折りたためば
大開口のデッキテラスが現れ、開放感
は抜群です。

「エコハウス」と一口に言っても、山旺建
設は一邸一邸がオーダーメイド。この住宅
では光をふんだんに取り入れた開放空間を
コンセプトに、心地よくご家族が集える暮
らしをご提案。これと同時にそれぞれのプ
計画段階からのご希望で、外観はネイビーのガルバリウム鋼板にブラック
の静音シャッターでアクセントを利かせ、シンプルモダンな印象に。等間
隔に配置したスリット窓に合わせて部屋の間取りを考えるなど、オーナー
様のこだわりを設計に反映させています。
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ライベートな空間設計にもさまざまな工夫
を凝らし、オンリーワンの住まいを実現し
ました。

お子さまの寝室は目の行き届く 2 階に、主寝室は独立性を高めるために 1 階に設計。

ご主人がいつも愛車を眺められるよう、ガレージを建物内に設計。上下開閉式のシャッターを

間接照明を使ったシックな空間が、おだやかな眠りを導いてくれます。

設け、家族に気兼ねなく車いじりや友達との談笑もできる、
「男の秘密基地」を完成させました。
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強度と自由設計を同時に叶 えるパワービルド工法を採用
山旺建設では構造信頼性の高い次世代型の工法としてオリジナル金物で柱や梁を堅結する「パワービルド工法」を採用。
全棟構造計算システムによって安全性を正確に検証しています。

全棟構造計算で安全性を正確にチェック
パワービルド工法では施工前に独自
のシステムによって立体解析と許容応
力度計算を行い、
「耐震」
「耐風」
「耐雪」
など、さまざまな状況下での安全性を
確認。建物の躯体はもちろん基礎部分
の設計もチェックし品確法の各等級に
対応しています。また、解析されたデー
タは木材のカットなどの工程にもリン
クしているため、構造設計と現場での
施工のくい違いも起こりません。

高性能・高精度の専用金具を使用
パワービルド工法で使用されているのは、ドリフトピンだけで木材を接合する専用金
物。従来のボルト・ナットに比べて接合部のゆるみ・ゆがみが解消され、新築時の性能
を長期間にわたって維持できます。また、柱や梁を太くして強度を高める在来工法に比
べ、大空間設計や間取り変更なども実現可能となりました。
専用金物に使われている鋼材は、車両部品などにも使用されている JIS 規格相当の材
質。表面が滑らかで精度も均一、耐久性にも優れています。またすべての専用金物には
ジオメットと呼ばれる防錆処理を施しています。

建物全体の強度を
高めるモノコック構造

実験で実証した
高い耐震性能

構造用パネルで壁、床、
屋根をすっぽり囲み、躯体
と一体化させて箱状にする
この構造は、地震や台風な
どに強いのが特徴。建物に
加わる力を一点に集中させ
ず、バランスよく分散させる
ことで従来工法の数倍の耐
久力を維持します。
また、在来工法の筋交入
りの壁に比べて、構造用パ
ネルは片側で 2.5 倍、両面
で 5.0 倍の強さになります。

財団法人が主催する「木質構造建築物の振動研究会」にお
いて、工学院大学建築学科・宮澤健二教授の指導のもと、パワー
ビルド工法の実大振動実験が行われました。その結果、阪神・
淡路大震災の 1.25 倍（※）の振動を与えても倒壊しない十分
な耐震性能を発揮することが実証されました。
（※）神戸海洋気象台波の 125％加振実験による。

高い安全性を実証したパワービルド工法による建物

振動を与えている実験中の建物

ベタ基礎・高強度配筋を採用し地盤改良を標準工事で実施
柱と梁の接合（S-2A） 梁と梁の接合（S-2B）

柱と横架材の接合（HD-H） 柱と土台の接合
（HD-L）
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日本の住宅地の 35％は地盤改良が必要
な軟弱地盤と言われています。また地盤
強度にばらつきがあると不同沈下を起こ
し、建物にダメージを与えます。そこで
山旺建設では標準工事で地盤改良を実施
します。
また、基礎には地震に強い「ベタ基礎」
を採用。基礎に組みこまれる鉄筋は、通
常より細かいピッチで配筋することでよ
り強度を高めています。

☆免震システム装置をご希望のお客様には、オプションで対応いたします。お気軽にご相談ください。
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水、
空気、
気候風土に配慮 した自然志向の住まい。
自然界の叡智に学ぶ浄活水システムを採用
腐葉土を通って自然の湧き水がつくられるように、マイナス

高断熱性の発泡ウレタン工法

ナチュライザー煌のメカニズム

イオンセラミックや磁鉄鉱など 6 層のフィルターをとおるこ

SPG サンド

とでアルカリイオンを安定させたおいしさとやわらかさ、ミ

SPG サンドは有効ミネラルを含み、まろやかなおいしい水にします。
また 1g につき 6.16m2 もの表面積を持っているため高度なろ過能力
を発揮し、高純度な水を作ります。長期使用にも十分耐えます。

ネラルを含んだ湧き水のような健康水をつくり出すことがで
きます。

椰子殻粒状活性炭
水道水独特のカルキ臭などのイヤな臭い、衛生基準を保つために投
与されている化学物質、それらの身体に有害な物質を取り除きます。

伏流水のメカニズム
腐葉土

泰澄石
霊峰白山の開祖・泰澄大師が発見したとされる火成天然石です。農
薬などの還元分解・無害化・有害菌の不活性化作用、水分子の構造
化を促し、人体に吸収しやすい安全な水を作る働きがあります。

花崗岩
磁鉄
鉱層
基岩

山旺建設では外壁に発泡ウレタンを充填
する断熱工法を採用しています。現場で壁

麦飯石

の間に注入するパテ状のウレタン剤は乾燥

火成天然石のひとつで、おいしい水を作るろ過材といわれています。
pH を弱アルカリ性に調整し、溶存酵素を増大させ、遠赤効果・有害
物質の吸着・分解効果が認められています。

フィット。これまでの断熱パネルやグラス

磁鉄鉱石＋マグネット（残留磁束密度 4,500 ガウス以上）

ウールなどの断熱材を挟み込む工法に比べ

するとスポンジ状にふくらみ、ぴったりと

て継ぎ目や隙間がなく、気密性・断熱性能

磁鉄鉱石とマグネットは、容器に磁場をつくり、その中を流れる水に
含まれている重金属を除く働きをしています。また静菌性を持ち、水
の分子を構造型に整え、人体内の水に近い水を作り出します。

天然銘水に近い水

が高く、内部結露の予防にも効果を発揮し
ます。

マイナスイオンセラミック
1,200℃の高温で処理されたセラミックで ELS サンドを特殊処理させ
て作られたニューセラミックです。これと磁鉄鉱石の働きが一緒に
なってピュアな水を作ります。溜まり水にも細菌は繁殖しません。

独自の 6 種類のろ過材により、山の湧き水と同じような安全で、
おいしい活きた水が家庭に蘇ります。

炭の持つパワーで
快適な空気を
炭は湿気を吸い取り、乾燥時には適度な水分を放出する
天然の調湿剤。いやなにおいや有害化学物質も吸着してく
れます。さらには、遠赤外線効果による保温性、身体によ
いとされるマイナスイオンの発生も期待されています。山

私達の身体は 65 〜 80％のお水で作られているといわれて
います。アルカリイオンを含んだお水は細胞の酸化を防ぐフ

健康

まろやかでおいしいお茶、
お料理に最高の水を。

リーラジカル、バクテリア、酸化還元電位が安定しています。 ヒトは 1.5L/day の水を飲むと細胞がイキイキ
この浄活水システムは電気を使わないでマイナスイオンを発 となり、おやすみ前の 1 杯の水は「命の宝水」
といわれ血液もサラサラに。
生させ、PH を 7.2 に安定させます。

美肌 ナチュラルな水になります。

温水で使っても塩素を除去して

成人
65％
子供
80％

プションで全面敷炭のご要望にも応じております。

安心

赤ちゃんのミルクや入浴用に、
自信をもっておすすめします。

■四隅置炭の施工例

省エネ効果を高めるペアガラス
冬

お肌の内側と外側からリラックスさせ
うまれたてのお肌へと導きます。

私達の体内の水は日々かわり、4 日で血液と水
は入れかわります。
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旺建設ではこうした特徴を持つ炭を床下の要所に配置。オ

夏

室外

48

室内

太陽エネルギー
陽射しに
よる熱を

熱の逃げを

21

％減少

（1 枚ガラスを
100 とした場合）

室外

％カット

室内

（1 枚ガラスを
100 とした場合）

ペアガラス構造図

窓にはガラスを二重に入れた「ペアガラスサッシ」を採用。ガラスの間の空気層が熱を伝わりにくくするため、断熱性能もほぼ 2 倍に
高まります。冬は窓際の放射冷気をおさえ、夏は冷房効果をアップし、省エネに大きく貢献。光熱費の節約にもつながります。また、結
露防止、防音効果にも有効です。
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お客様とプランをじ っくり練り、
作業や手続きを丁寧にご案内。
さあ、理想の家づくり をご一緒に始めましょう。
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本設計・見積り

ご契約

周辺環境や法的な規制など、

プランの
ご提示・決定

お客様のご要望を形にしたプ

電気設備等の細部の設計や

本設計図面・見積もりをご確

具体的な工事に入ります。

ロ、一級建築士がお客様のご

敷地とその周りを専門家が

ランをご提案。概算見積りを

具 体 的 な 工 事 計 画 を 立 て、

認いただきます。その後正式

弊社の丁寧な施工とともに、

客様の立会いのもと、竣工検

応で、末永く快適にお住まい

要望をじっくり伺い、家づく

チェックします。

作成し、建物にかかる費用を

建築確認申請を行います。

にご契約となります。

理想の住まいが形になって

査を実施。鍵・保証書をお渡

いただけるよう万全のサポー

いきます。

しして引き渡しが完了します。

トを行います。

ご相談

現地調査

経験豊富な住まいづくりのプ

りのヒントや方向性をご提案

説明いたします。

工事着工

完成・
お引渡し

日

弊社での総合検査ののち、お

いたします。

アフター
サービス

完成後もきめ細かく迅速な対

（20 年保証・定期点検制度に
ついては次ページをご覧くだ
さい）

Point

Point

ご家族で十分に話し合ったうえ
で、ご要望や現状の問題など
をお聞かせください。
ご要望に応じ弊社物件の現場
見学等にも対応いたします。

・ライフプラン（将来的な
家族の人数や住まい方、
バリアフリー対策など）
・デザイン（洋風か和風か、
外観やインテリアの好み）
・資金（希望予算、融資の
めどなど）
・敷地の確認（規模・形状
や向きなどの特徴）
・入居希望時期

プランは納得のいくまで、弊
社担当者にご相談ください。
見積金額についても実現可
能な金額かどうか、マネー
プランをチェック。
疑問点や不安なこともお気
軽にお尋ねください。

Point
建物の詳細設計を行います。
（建築設備、電気、給排水、空調）
また、必要な届出等を行って
いきます。

Point

Point

工事着工までの日程や工事期 地鎮祭や上棟式に加え、お客
間の確認をいたします。
様のチェックの機会も増えま
す。日程の打合せ・確認をお
忘れなく。
・旧家屋の解体時期
・地鎮祭の日

など

Point
リフォーム・増改築のご相談
も承ります。

・地鎮祭 ・基礎工事
・上棟式 ・内装工事
・法的検査 ・竣工検査

完成 ・ お引渡し

敷地調査
解体

プランご提示

基礎工事

地鎮祭
定期点検など
上棟式

打合せ Memo

0％
11

30％

50％

100％

120％
12

誠心誠意のサポートを末永く。
完成後のアフターサービスやメンテナンス体制の充実
一生に一度の高価な買い物だからこそ、納得して末永くお住まいいただける
ように、山旺建設では引き渡し後もオーナー様とのパートナーシップを大切に
しています。定期的な点検はもちろん、オーナー様からのご要望に迅速に対応。
年月とともに変化するライフスタイルや環境に合わせて、あるときは「かかり
つけの医者」、あるときは「頼れるアドバイザー」として、プロの技術とサービ
ス力で大切な住まいをお守りします。

山旺建設 20 年保証制度
お引き
渡し

10 年目有料点検を行い、当社が必要と認めた有償メンテナンス工事を当社で 実施された場合のみ対象となります。

5年目

10年目

あらゆる新築住宅に義務付られた
瑕疵担保責任期間 ( 品確法 )

山旺建設のアフターサービス

15年目

20年目

10 年間の保証延長

有料点検・有料補修

20 年保証制度
※

3ヶ月
点検

1年
点検

2年
点検

5年
点検

10年
点検

15年
点検

20年
点検

山旺建設では、建物お引渡し時に保証書をお渡ししています。これは構造躯体の 10 年保証をはじめ、各部位について期間内の保証を約束するものです。アフターサービスの責任期間終了後には、有料による点検・補修で
さらに 10 年間の再保証を継続することができます。オーナー様が長期間に渡って安全・安心・快適に住み続けられるように住まいの長寿命化を進め、社会ストックとしての住宅の価値を高めることで、持続可能な社会の
実現に貢献しています。※アフターサービスの最長年限は引き渡し日起算で 20 年となります。(20 年目点検は有料です )

「山旺の家づくりの輪」がどんどん広がっています。
弊社ではオーナー様との懇親パーティー、バスツアーなどを開催。肩の凝らない楽しいコミュニケーションの機会をご提供し、
どんなことでも気軽に相談できる雰囲気づくりや、オーナー様同士の情報交換の場をはぐくんでいます。共に「理想の家づくり」
「よりよい住まい」への思いを語り、かたちにしていく「山旺の家づくりの輪」は、オーナー様とのかけがえのない財産であり、
地域に根差した信頼の証です。
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住まいは丈夫
家族も元気

心のゆとり、時代のゆとりを創っています。

エ

コ

は

●建設業許可／国土交通大臣（特 ̶14）
第1896号 ●一級建築士事務所／愛知県知事（い）第326号
●宅地建物取引業／愛知県知事
（10）
第5928号

山旺建設 建築部／愛知県西尾市花ノ木 町 1 丁目 8 番地 TEL.0563-56-3193（代）FAX.0563-54-0902
名古屋支店／名古屋市天白区井の森町29 番地ルネッサンスワン 1 階 TEL.052-891-5518（代）FAX.052-891-5520
豊明支店／豊明市西川町笹原 15 番地 1 TEL.0562-92-2835（代）FAX.0562-93-8539

山旺建設のホームページ

http://www.sanyo-kensetu.co.jp

さん

よ

う

