
       

工事着工前           

 全 景            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

工事着工前           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 根切り・掘削         

 全 景            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

基礎工事            

 根切り・掘削         

 深さ確認           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 根切り・掘削         

 外周部 砕石敷き込み     

 転圧状況           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 根切り・掘削         

 内部 砕石敷き込み      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

基礎工事            

 内部 砕石敷き込み      

 敷き込み厚確認        

  120ｍｍ           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 内部 砕石敷き込み      

 砕石転圧状況         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 砕石敷き込み         

 全 景            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

基礎工事            

 砕石敷き込み         

 防湿シート敷き込み      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 基礎配筋 深基礎部      

 主筋  Ｄ13         

 横筋  Ｄ10 ＠150      

 縦筋  Ｄ10 ＠200     

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 基礎配筋 深基礎部      

 主筋  Ｄ13         

 横筋  Ｄ10 ＠150      

 縦筋  Ｄ10 ＠200     

 スラブ筋 Ｄ13＠150クロス  

                

                

                

                

                

                

 



       

基礎工事            

 基礎配筋           

 主筋  Ｄ13         

 横筋  Ｄ10 ＠150      

 縦筋  Ｄ10 ＠200     

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 基礎配筋           

 主筋  Ｄ13         

 横筋  Ｄ10 ＠150      

 縦筋  Ｄ10 ＠200     

 スラブ筋 Ｄ13＠150クロス  

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 基礎配筋  内部       

 スラブ筋 Ｄ13＠150クロス  

 スペーサーブロック 60ｍｍ  

        ＠2000ｍｍ   

                

                

                

                

                

                

                

 



       

基礎工事            

 基礎配筋  内部       

 耐圧盤底部          

 コンクリートかぶり厚確認   

  75ｍｍ           

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 基礎配筋           

 ホールダウン金物       

 20ｋＮ・15ｋＮ        

  埋め込み深さ確認       

                 

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 基礎配筋           

 全 景            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

基礎工事            

 耐圧盤            

 コンクリート打設       

 給排水 スリーブ用パイプ   

 スラブ水抜き用パイプ     

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 耐圧盤            

 コンクリート打設       

 厚確認 150ｍｍ        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 耐圧盤            

 コンクリート打設       

 厚確認 150mm        

                    

                

                

                

                

                

                

                

                



       

基礎工事            

 耐圧盤            

 コンクリート打設       

 全 景            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 布部 (立上り)         

 コンクリート打設       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 出来形 深基礎部       

 基礎底盤より高さ 1,080ｍｍ  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

基礎工事            

 出来形 深基礎部       

 布部 幅 150ｍｍ       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 出来形            

 基礎底盤より高さ 680ｍｍ   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 出来形            

 布部 幅 150ｍｍ       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

基礎工事            

 出来形            

 ホールダウンアンカーボルト  

   20ｋＮ          

   埋め込み深さ確認     

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 出来形            

 ホールダウンアンカーボルト  

   30ｋＮ          

   埋め込み深さ確認     

                

                

                

                

                

                

                

                

       

基礎工事            

 脱 枠            

 全 景            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

木工事             

 軸組み            

 土台敷き込み         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 建方 クレーン設置      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 １階 柱組み         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

木工事             

 軸組み            

 通し柱 梁受け金物      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 １階 梁組み         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 ２階 床下地         

 構造用合板敷き込み      

      厚 24ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                



       

木工事             

 軸組み            

 ２階 梁組み         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 小屋組み           

 ２階屋根下地         

 母屋・垂木掛け        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 小屋組み           

 ２階屋根下地         

 野地板 構造用合板張り    

      厚 12ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                



       

屋根工事            

 屋根下地           

 防水シート張り        

  遮熱ルーフエアテック    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

屋根工事            

 屋根下地           

 防水シート張り        

  遮熱ルーフエアテック    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み ２階         

 構造用金物取付        

  火打ち金物         

  羽子板金物         

  短冊金物          

                

                

                

                

                

                

                



       

木工事             

 軸組み ２階         

 構造用金物取付        

  火打ち金物         

  羽子板金物         

  ホールダウン金物      

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み ２階         

 構造用金物取付        

  火打ち金物         

  ひねり金物         

  柱接合金物         

  ホールダウン金物      

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み ２階         

 構造用金物取付        

  ホールダウン金物      

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

木工事             

 軸組み １階         

 構造用金物取付        

  ホールダウン金物      

  火打ち金物         

  羽子板金物         

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み １階下屋部      

 構造用金物取付        

  ホールダウン金物      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 ２階小屋裏          

 水平耐力箇所         

 構造用合板張り        

       厚 12ｍｍ     

                

                

                

                

                

                



       

木工事             

 軸組み            

 ２階小屋裏          

 水平耐力箇所         

 構造用合板張り        

       厚 12ｍｍ     

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 ２階小屋組み         

  小屋束・母屋・垂木     

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 内部耐力壁          

 耐力面材張り         

       厚 12.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

                

 



       

木工事             

 軸組み            

 内部耐力壁          

 耐力面材張り         

       厚 12.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 内部耐力壁          

 耐力面材張り         

       厚 12.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 軸組み            

 内部耐力壁          

 筋違い            

                

                

                

                

                

                

                

                



       

外壁工事            

 外壁下地           

 外部耐力壁 壁倍率 2.9     

 耐力面材張り         

      厚 9ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

       

外壁工事            

 外壁下地           

 外部耐力壁 壁倍率 2.9     

 耐力面材張り         

      厚 9ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

       

外壁工事            

 外壁下地           

 外部耐力壁 壁倍率 5.0     

 耐力面材張り         

      厚 9ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                



       

外壁工事            

 外壁下地           

 外部耐力壁 壁倍率 5.0     

 耐力面材張り         

      厚 9ｍｍ      

 釘打ちピッチ確認       

                

                

                

                

                

                

       

外壁工事            

 外壁下地           

 外部耐力壁 壁倍率 5.0     

 耐力面材張り         

      厚 9ｍｍ      

 釘打ちピッチ確認       

                

                

                

                

                

                

                               

       

外壁工事            

 外壁下地           

 外部耐力壁 壁倍率 4.4     

 耐力面材張り         

      厚 9ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 １階床断熱          

 ポリスチレンフォーム ３種  

 スーパーＥⅢ         

      厚 95ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 １階床断熱          

 断熱材施工前         

                

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 １階床断熱          

 断熱材施工後         

  床上状況          

                

                

                

                

                

                

                

                

                               



       

断熱工事            

 １階床断熱          

 断熱材施工後         

  床下状況          

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 １階床下地材         

 構造用合板          

      厚 24ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

木工事             

 １階床下地材         

 構造用合板 敷き込み     

      厚 24ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

防水工事            

 窓サッシ廻り         

 防水シート貼り        

 防水テープ貼り        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

防水工事            

 窓サッシ廻り         

 防水シート貼り        

 防水テープ貼り        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

防水工事            

 窓サッシ廻り         

 防水シート貼り        

 防水テープ貼り        

 サッシ本体取付        

                

                

                

                

                

                

                

                



       

防水工事            

 窓サッシ廻り         

 防水シート貼り        

 防水テープ貼り        

 サッシ本体取付        

                

                

                

                

                

                

                

                

       

防水工事            

 窓サッシ廻り         

 防水シート貼り        

 防水テープ貼り        

 サッシ本体取付        

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱施工前        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 屋根断熱施工前        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱施工前        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱下地材 本体     

 通気スペーサー        

 遮熱タイプ          

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 屋根断熱下地材 取付     

 通気スペーサー        

 遮熱タイプ          

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱下地材 取付     

 通気スペーサー        

 遮熱タイプ          

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱下地材 取付     

 通気スペーサー        

 遮熱タイプ          

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 屋根断熱下地材 取付     

 通気スペーサー        

 遮熱タイプ          

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱材          

 吹付硬質ウレタンフォーム   

      Ａ種３号      

 現場吹付用機材車両      

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱材          

 吹付硬質ウレタンフォーム   

      Ａ種３号      

 現場吹付           

                

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 屋根断熱材          

 吹付硬質ウレタンフォーム   

      Ａ種３号      

 現場吹付           

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱材          

 吹付硬質ウレタンフォーム   

      Ａ種３号      

 現場吹付           

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱材          

 吹付硬質ウレタンフォーム   

      Ａ種３号      

 現場吹付 厚 225ｍｍ     

                

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 屋根断熱材          

 吹付硬質ウレタンフォーム   

      Ａ種３号      

 現場吹付           

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 屋根断熱材          

 吹付硬質ウレタンフォーム   

      Ａ種３号      

 現場吹付           

                

                

                

                

                

                

                

                

       

防水工事            

 ベランダ防水         

 ＦＲＰ防水 ２層       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

防水工事            

 ベランダ防水         

 ＦＲＰ防水 ２層       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

屋根工事            

 屋根下地           

 防水シート張り        

 瓦桟取付           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

屋根工事            

 屋根下地           

 防水シート張り        

 瓦桟取付           

                

                

                

                

                

                

                

                



                

       

屋根工事            

 屋根下地           

 防水シート張り        

 瓦桟取付           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

屋根工事            

 瓦葺き            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

屋根工事            

 瓦葺き            

 棟換気部材用開口       

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

       

屋根工事            

 瓦葺き            

 棟換気部材 取付       

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

屋根工事            

 瓦葺き            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

屋根工事            

 瓦葺き            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

屋根工事            

 瓦葺き            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

                

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

 透湿・遮熱シート張り     

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

 透湿・遮熱シート張り     

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

 透湿・遮熱シート張り     

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

 透湿・遮熱シート張り     

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 壁 付加断熱(外周部)      

 断熱材本体 ボード状     

 撥水処理済          

 32ＫＨＧ 厚 45ｍｍ      

  充填            

 透湿・遮熱シート張り     

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 断熱 (内周部)       

 断熱材本体 マット状     

 高性能グラスウール      

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 断熱 (内周部)       

 断熱材本体 マット状     

 高性能グラスウール      

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

                

                

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 壁 断熱 (内周部)       

 断熱材本体 マット状     

 高性能グラスウール      

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 ベランダ下断熱         

 断熱材本体 ボード状     

 ポリスチレンフォーム 3種   

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

                

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 断熱 (内周部)       

 断熱材本体 マット状     

 高性能グラスウール      

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

 気密シート張り 厚 0.2mm   

                

                

                

                

                



       

断熱工事            

 壁 断熱 (内周部)       

 断熱材本体 マット状     

 高性能グラスウール      

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

 気密シート張り 厚 0.2mm   

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 断熱 (内周部)       

 断熱材本体 マット状     

 高性能グラスウール      

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

 気密シート張り 厚 0.2mm   

                

                

                

                

                

                

       

断熱工事            

 壁 断熱 (内周部)       

 断熱材本体 マット状     

 高性能グラスウール      

 16Ｋ 厚 120ｍｍ       

  充填            

 気密シート張り 厚 0.2mm   

 窓・換気ダクト廻り      

   気密テープ貼り      

                

                

                

                



       

内部工事            

 ２階床下地          

 サウンドカット塗布      

       厚 0.5ｍｍ     

 SHボード敷き込み       

       厚 12.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

       

内部工事            

 天井・壁入隅下地       

 Ｌ型ガルバリウム鋼板補強   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

内部工事            

 天井・壁入隅下地       

 Ｌ型ガルバリウム鋼板補強   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

外壁工事            

 タイル張り工事        

 下地 ベースサイディング張り  

       厚 16.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

外壁工事            

 タイル張り工事        

 下地 ベースサイディング張り  

       厚 16.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

外壁工事            

 タイル張り工事        

 下地 ベースサイディング張り  

       厚 16.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

                



       

外壁工事            

 タイル張り工事        

 下地 ベースサイディング張り  

       厚 16.5ｍｍ    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

外壁工事            

 タイル張り工事        

 乾式タイル張り工法      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

       

外壁工事            

 タイル張り工事        

 乾式タイル張り工法      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



       

内部工事            

 クロス下地          

 石膏ボード張り        

  天井 厚 9.5ｍｍ       

  壁  厚 12.5ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

       

内部工事            

 クロス下地          

 石膏ボード張り        

  天井 厚 9.5ｍｍ       

  壁  厚 12.5ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                

       

内部工事            

 クロス下地          

 石膏ボード張り        

  天井 厚 9.5ｍｍ       

  壁  厚 12.5ｍｍ      

                

                

                

                

                

                

                

                



       

 完成内部           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

       

 完成内部           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 



       

 完成内部           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

       

 完成内部           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 



       

 完成内部           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

       

 完成内部           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

       

 完成外観           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

       

 完成外観           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 


