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壁：ポリッシュコンクリート

天井：構造あらわし+木製ルーバー

壁：モルタルの上、塗装仕上

壁：モルタルの上、塗装仕上 上仕装塗、上のルタルモ：壁上仕装塗、上のルタルモ：壁

壁：モルタルの上、塗装仕上壁：モルタルの上、塗装仕上

1 FL

2 FL

3 FL

軒高

最高高さ

瓦葺
垂木 40x40
母屋 45x110
合掌 120x220

瓦葺
垂木 40x40
母屋 45x110
合掌 120x220

書架

ピット

コンクリート階段
木製踏板 t=24

貯水タンク

浴槽

ピット

コンクリート独立基礎 1350ｘ1350ｘ800

束: 90x90
梁: 120x220

現場コンクリート杭 260Φ

天井：構造あらわし+木製ルーバー

塗装仕上げ

床：木製フローリング床：木製フローリング

床：木製フローリング

床：木製フローリング

束: 90x90
梁: 120x220

浴室 読書室
屋上庭園

ラウンジ洗面 ゲスト寝室 ゲスト寝室

庭園ポーチ

テラスリビング納戸 アルコーブ

屋上庭園
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名古屋S邸 / Nagoya, Japan





At the last station of one of the subway lines in a metropolis. In the 
evening crowds of people pour out the ticket gates. Some people 
transfer to buses, others hop on their bicycle or head back to their 
homes on foot. The mass of people gradually thins out as people 
move further from the station, at every branch in the path, until one 
reaches home, most often alone. There may be a family waiting at 
home, but this branching of paths still continues within the home. 
The residents of a home have separate rooms where once activities 
such as eating or bathing are undertaken, they may finally go to the 
room at the end of their path and reach the place where they will go 
to sleep. Rooms are temporary end-points in time throughout the day 
as well as being arranged spatially on the fringe of the home.
In contrast to the complexity of functions in a city centre, bed-towns 
take on a clear tree-like structure. The slight uncomfortable feeling 
that can be associated with this type of ordered surburban cityscape, 
may be a result of this structure. In this type of area, the design of a 
home was at risk of accommodating the idea of being the “end-point” 
of the branches of a huge tree structure. However, by not allowing 
this house to become a “dead-end”, we were able to try and introduce 
a small resistance to the branching tree idea. 
Metal is hard and heavy. It is intrinsically not an easy material for 
humans to relate to. However, this same material can moulded and 
formed into a necklace and be folded so as to be placed in a jewellery 
box, or can follow the lines of the body when worn. All the pieces are 
simply linked together, so their movement is highly flexible and it is 
this flexibility through the connections that gives the necklace its 
delicate nature. In the same way, by connecting these rectangular 
“dead-end” rooms into a ring, then by folding or bending this ring 
where necessary, we considered it might be possible to create an 
architecture that followed the resident’s lifestyle, giving delicacy to a 
building that could have not otherwise escaped its own rigidity and 
heaviness. 
The carefully folded chain of rooms may look from the outside like a 
gathering of volumes huddled together, but on the inside the interior 
spaces are linked in a smooth ring. Each room is subtly differentiated 
from the one next to it, by slight changes in floor level or the rotation 
of the room. As if a chain were suddenly broken, the rooms spread 
randomly along the ring. The central courtyard, to which every room 
has a view and the exposed joists, parallel throughout the whole 
house, give the home its unity.





福井T邸 / Fukui, Japan







三島コミュニティ・テラスバウンダリー・オフィス（共有エリア‐2） 大階段

コミュニティ・ホール 来客エリア・執務エリアKAWATA道カフェ(仮称)（飲食施設）

KAWATA道カフェ(仮称)(5階)：従業員にはキ
ャンティーンやリラックススペースとして利
用できる。従業員以外の方はコーワーキン
グスペースとして利用できる。社内外のあら
たな出会いの場となり、あらたなプロジェク
トがここから生まれる。

バウンダリー・オフィス（3階-4階）： 社内と
社外の中間的な領域。社外とのプロジェ
クトオフィスや加和太建設との化学反応
でイノベーションが起きそうなスタート
アップに提供したり、コミュニティビジネ
ス推進に利用できるなど、既存の枠組み
を越えた活動が可能なワーク・プレイス。

三島コミュニティ・テラス： あたらしい加
和太オフィスに関わるすべてのひとたち
が行き来する場所。三島の街、世界とつ
ながる道。 「市」のようなものができたり、
井戸端があったり、三島特有の湧水が感
じられたり、いろんな出来事を許容できる
動線空間。

大階段：三島駅からの徒歩での来客や
自転車で訪れる地域住民の入口。既存
の三島の地域道路がそのまま引き込
まれている。

コミュニティ・ホール（5階）：大会議な
どの社内インベントはもちろん、社外も
巻き込こんだ展示会や市民による集会
、市場など、多目的に利用できる。休日
はオフィスとは別動線が用意されてい
るオープンなホール。

来客エリア、執務エリア（3階-4階）：従来
の業務の核となる部分。フレキシブルに
するため大きな1つのスペース、かつ多
様な空間を計画した。ワークスタイルあ
わせて、従業員とのワークショップにより
具体的なレイアウトを決定していく。

井戸端

井戸端

井戸端

井戸端

井戸端

井戸端

コミュニティ・ホールへ

KAWATA道カフェへ

オフィ
スとア

クセ
ス

三島の「道」との接続

来客エントランスへ

三島の「道」
三島のまちにはきれいな湧水が流れる。そ
の湧水が流れる川には、川の中やそのそば
に小さな道があり、そこにはひとびとが憩
うためのベンチが置かれている。
三島の道の延長であるこの三島コミュニテ
ィ・テラスでも5か所の湧水井戸と周囲に
憩うことのできるスペースを用意した。
従業員の仕事の間のリラックスのスペース
としてももちろん、まちの住人の休憩の場
所にもなる。
井戸のまわりでは自然と井戸端会議がはじ
まり、地域のこと、加和太建設の仕事のこ
と、ほかの仕事のこと、学生との語らい、
などあたらしい未来がはじまるにちがいな













Type: Interior / Renovation / Art Gallery

Area: 500sqm

Photo: Judy Zhou 

Completion : 2008












