
ＬＶＬを用いた

木造建築物





＊概要

１）建築主　ミニストップ株式会社

２）設計　株式会社玉野建築設計事務所

３）製造　株式会社キーテック

４）施工　株式会社きたじま

５）延床面積　１７６．４ｍ２

６）木材使用量　構造用LVL（キーラム）１１．０ｍ３ 樹種　：　山梨県産　カラマツ

＊木造にした理由

１） 環境配慮型店舗

使用されている木材は全て国内産FSC認証材（主に間伐材）
　 FSC認証材の使用による工法の導入により、地球環境の　保全に貢献します。

２） 工法

在来軸組工法｛金物接合：テックワンP３㈱タツミ社製｝
　 積雪　５０ｃｍまで建築可能。
　 キーラム耐震開口フレーム２セット使用。

　 ３） コスト

価格変動の激しい鉄骨と比較し、比較的価格の安定している木材を　　
使用することにより建築コストの削減、安定を目指します。
また、建物の軽量化による基礎工事の簡素化（鉄骨造と比較し約２５％削減）

４） 減価償却費

鉄骨と比較し減価償却費が軽減（鉄骨約３４年・木造約２２年）

５） リユース

金物接合の為、建屋を分解、再建築が可能。

６） 工期　

工期は３５日（在来鉄骨工法４５日）。

７） 品質

主要構造材の工場生産により品質の安定化が図れる。

８） 廃材

工場生産により、現場工事に伴う廃材を大幅削減できる。

木造のコンビニエンスストアー
(越谷レイクタウン東店)
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11111111

2011/082011/082011/082011/08 東大阪衣摺店東大阪衣摺店東大阪衣摺店東大阪衣摺店

省CO2・FSC認証省CO2・FSC認証省CO2・FSC認証省CO2・FSC認証 大阪府東大阪市大阪府東大阪市大阪府東大阪市大阪府東大阪市

12121212

2011/092011/092011/092011/09 豊明新栄町店豊明新栄町店豊明新栄町店豊明新栄町店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 愛知県豊明市愛知県豊明市愛知県豊明市愛知県豊明市

13131313

2011/092011/092011/092011/09 茨城長岡店茨城長岡店茨城長岡店茨城長岡店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 東茨城郡茨城町東茨城郡茨城町東茨城郡茨城町東茨城郡茨城町

14141414

1111 2009/042009/042009/042009/04 春日部 藤の花店春日部 藤の花店春日部 藤の花店春日部 藤の花店 2011/102011/102011/102011/10 豊橋神ﾉ輪店豊橋神ﾉ輪店豊橋神ﾉ輪店豊橋神ﾉ輪店

埼玉県春日部市埼玉県春日部市埼玉県春日部市埼玉県春日部市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 愛知県豊橋市愛知県豊橋市愛知県豊橋市愛知県豊橋市

15151515

2222 2009/102009/102009/102009/10 越谷 レイクタウン東店越谷 レイクタウン東店越谷 レイクタウン東店越谷 レイクタウン東店 2011/112011/112011/112011/11 竜ヶ崎大徳田店竜ヶ崎大徳田店竜ヶ崎大徳田店竜ヶ崎大徳田店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 埼玉県越谷市埼玉県越谷市埼玉県越谷市埼玉県越谷市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 茨城県竜ケ崎市茨城県竜ケ崎市茨城県竜ケ崎市茨城県竜ケ崎市

3333 2009/122009/122009/122009/12 仙台 泉将監店仙台 泉将監店仙台 泉将監店仙台 泉将監店 16161616 2011/112011/112011/112011/11 名古屋幸心店名古屋幸心店名古屋幸心店名古屋幸心店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 宮城県仙台市宮城県仙台市宮城県仙台市宮城県仙台市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 愛知県名古屋市愛知県名古屋市愛知県名古屋市愛知県名古屋市

4444 2009/122009/122009/122009/12 高崎 大八木店高崎 大八木店高崎 大八木店高崎 大八木店 17171717 2011/112011/112011/112011/11 大垣林店大垣林店大垣林店大垣林店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 群馬県高崎市群馬県高崎市群馬県高崎市群馬県高崎市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 岐阜県大垣市岐阜県大垣市岐阜県大垣市岐阜県大垣市

5555 2010/042010/042010/042010/04 下野 小金井店下野 小金井店下野 小金井店下野 小金井店 18181818 2011/122011/122011/122011/12 鉾田店鉾田店鉾田店鉾田店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 栃木県下野市栃木県下野市栃木県下野市栃木県下野市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 茨城県鉾田市茨城県鉾田市茨城県鉾田市茨城県鉾田市

木造のコンビニエンスストアー

6666 2010/052010/052010/052010/05 前橋 上泉町店前橋 上泉町店前橋 上泉町店前橋 上泉町店 19191919 2011/122011/122011/122011/12 可児土田渡店可児土田渡店可児土田渡店可児土田渡店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 群馬県前橋市群馬県前橋市群馬県前橋市群馬県前橋市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 岐阜県可児市岐阜県可児市岐阜県可児市岐阜県可児市

7777 2010/112010/112010/112010/11 牛久ひたち野店牛久ひたち野店牛久ひたち野店牛久ひたち野店 20202020 2011/122011/122011/122011/12 筑西直井店筑西直井店筑西直井店筑西直井店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 茨城県牛久市茨城県牛久市茨城県牛久市茨城県牛久市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 茨城県筑西市茨城県筑西市茨城県筑西市茨城県筑西市

8888 2010/112010/112010/112010/11 浜松豊保店浜松豊保店浜松豊保店浜松豊保店 21212121 2011/122011/122011/122011/12 羽島福寿店羽島福寿店羽島福寿店羽島福寿店

省CO2・FSC認証省CO2・FSC認証省CO2・FSC認証省CO2・FSC認証 静岡県浜松市静岡県浜松市静岡県浜松市静岡県浜松市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 岐阜県羽島市岐阜県羽島市岐阜県羽島市岐阜県羽島市

9999 2011/072011/072011/072011/07 石巻南境店石巻南境店石巻南境店石巻南境店 22222222 2011/122011/122011/122011/12 八幡竹下町店八幡竹下町店八幡竹下町店八幡竹下町店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 宮城県石巻市宮城県石巻市宮城県石巻市宮城県石巻市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市

10101010 2011/072011/072011/072011/07 いわき玉川店いわき玉川店いわき玉川店いわき玉川店 23232323 2011/122011/122011/122011/12 川口中青木店川口中青木店川口中青木店川口中青木店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 福島県いわき市福島県いわき市福島県いわき市福島県いわき市 FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市

24242424 2011/122011/122011/122011/12 伊丹昆陽東１丁目店伊丹昆陽東１丁目店伊丹昆陽東１丁目店伊丹昆陽東１丁目店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 兵庫県伊丹市兵庫県伊丹市兵庫県伊丹市兵庫県伊丹市

25252525 2011/122011/122011/122011/12 富里両国店富里両国店富里両国店富里両国店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 千葉県富里市千葉県富里市千葉県富里市千葉県富里市

26262626 2011/122011/122011/122011/12 伊勢崎境上渕名店伊勢崎境上渕名店伊勢崎境上渕名店伊勢崎境上渕名店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 群馬県伊勢崎市群馬県伊勢崎市群馬県伊勢崎市群馬県伊勢崎市

27272727 2012/12012/12012/12012/1 徳島城南店徳島城南店徳島城南店徳島城南店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 徳島県徳島市徳島県徳島市徳島県徳島市徳島県徳島市

28282828 2012/12012/12012/12012/1 鶴瀬西店鶴瀬西店鶴瀬西店鶴瀬西店

FSC認証FSC認証FSC認証FSC認証 埼玉県鶴瀬市埼玉県鶴瀬市埼玉県鶴瀬市埼玉県鶴瀬市
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(ミニストップ越谷東店　2009.10)

現場納品LVL 現場納品LVL 現場納品LVL

床面 土台 土台と金物

柱が建ちました 柱が建ちました 開口フレーム取りつけ位置

梁　組み 梁　組み 南側　門型フレーム

梁をセット 梁をセット 西側・南側　門型フレーム脚部

構造用ＬＶＬキーラムの建築   コンビニ　
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(ミニストップ越谷東店)

梁　部材 梁をセット 梁をセット

大　　梁　　１４０Ｅ　特級　　 １２０　Ｘ　６００　Ｘ１１,０００㎜

つなぎ梁　１２０Ｅ　 1級　　 １２０　Ｘ　２４０　Ｘ４,０００㎜

土　　台　防腐防蟻　Ｋ３ １２０　Ｘ　１２０　Ｘ４,０００㎜

　　門型開口フレーム Ｗ-３,４１２　Ｘ　Ｈ-２,５８５㎜

Ｗ-２,２７５　Ｘ　Ｈ-２,５８５㎜

ＦＳＣ認証材

樹種　：　山梨県産　カラマツ

面積　（仙台） 面積　（春日部、越谷、高崎、下野、前橋、牛久）

8,000㎜ 10,000㎜

23,000㎜ 18,000㎜

構造用ＬＶＬキーラムの建築   コンビニ　

＜　主 な 部 材　＞　
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FSC認証材とは
FSC(森林管理協議会)は、森林環境保全に配慮し地域社会の利益にもかない、　

　 経済的にも継続可能な形で　生産された木材を認証する国際的な会員制の非営利　　
組織です。この世界的に認証されたFSCマークが　入った製品を使用することにより、
世界の森が健全に保たれ地球環境を守ることにつながります。　　　　　

FSC認証材の採用　－　使用する木材は国内産FSC認証材を１００％使用
・原木　－　山梨県（認証番号SA-FM/COC-001842）
・伐採・輸送　－　山梨中央林材株式会社（SA-COC-002294）
・単板加工　－　JK工業株式会社(SGS-COC-002680)
・製造・輸送　－　株式会社キーテック（SGS-COC-002675）
                       プレカット（委託加工）　－　株式会社サンクレテック
・販売　－　ジャパン建材株式会社（CU-COC-813260）
・施工　－　株式会社きたじま（CU-COC-813139）

FM認証（Forest Manaqement）

森林を対象とした認証制度で、森林管理が環境に配慮し社会的利益にかない、　
持続的な経営が可能かを審査する。

COC認証（Chain of Custody）

製造・加工・流通における認証制度で、これらの全ての工程で非認証材と
混在しないよう適切な管理が行われているかを審査する。

国内商業施設初

FSC認証材を１００％使用するのはCVSチェーンで初。

CO2削減

使用する木材のCO2固着量は、１店舗当り10.0ｔとなります。
資源採取から資材生産の過程で発生するCO2は鉄骨造と比較し、３３％削減となります。
（鉄骨造105.5kg →木造72.5kg）

適切な森林管理　

伐採によって整備された森林は、残された樹木の生長を促進させ、たくさんのCO2を吸収し
地球温暖化の防止に貢献します。また、山崩れなどの山地災害から住民の命・財産を守り、
森林が持つ水源のかん養機能を高めたり、多様な生態系を育み、さらには緑豊かな
生活環境の保全・形成等を目指す治山事業にも貢献しております。

FSC（Forest　Stewardship　Council）について
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東部地域振興ふれあい拠点施設
LVLを耐震パネルとして使用したハイブリッド構造建築物
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所在地：埼玉県春日部市南１－１－７ 

延べ面積：1万 534.56 ㎡

構造：耐火木造（上層部）+Ｓ造（低層部）

階数：６階

発注：埼玉県

設計・管理：山下設計

施工：銭高組

ＬＶＬ製造：株式会社キーテック

東部地域振興ふれあい拠点施設
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ＬＶＬを用いた耐震フレームが採用されました。

一松状に配置されたＬＶＬ耐震パネル
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表しで使用されたＬＶＬパネル（廊下側）

表しで使用されたＬＶＬパネル（会議室）
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表しで使用されたＬＶＬパネル（お手洗い）

表しで使用されたＬＶＬパネル（中庭）
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佐倉市立馬渡保育園
構造用 LVL を用いた木造建築
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所在地：千葉県佐倉市馬渡字入 818-2

発注：佐倉市

設計：パシフィックコンサルタンツ株式会社

施工：阿部建設株式会社

ＬＶＬ製造：株式会社キーテック

ＬＶＬ使用量：柱・梁　約 61 ㎥

樹種 : 千葉県産材杉　強度：60E 特級 35V-30H

佐倉市立馬渡保育園

延べ面積：1076.01 ㎡



あらわし仕様のＬＶＬを梁材として用いた大ホール
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2011.11.19
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【多目的ホール】 【調理実習室】 【和室】

【創作スタジオ】 【会議室】 【交流ゾーン】

【音楽スタジオ】 【親子プレールーム】 【テラス】

埼玉県 男衾地区生涯学習施設

北側より多目的ホール スギの腰壁が和風を強調

南側より多目的ホール（高基礎ＲＣは防火壁） 太陽光発電でエコも万全
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あらわし仕様　多目的ホール スギの綺麗な仕上がりのＬＶＬ梁

あらわし仕様　多目的ホール 完成　多目的ホール

東側より　駐輪場 駐輪場より向かいの和室

あらわし仕様　ＬＶＬスギ梁 天井　スギ板
20



和室方向 北東側より多目的ホール

金物工法　柱　ＬＶＬ 屋根付き通路　あらわし使用　

屋根付き通路　あらわし仕様ＬＶＬ 屋根付き通路　あらわし仕様製材品柱

スギ　ＬＶＬ梁 廊下　腰壁・天井　スギ無垢板
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山梨県産　アカマツＬＶＬ　　　　７．０５ｍ3

山梨県韮崎市　穂坂ふれあいセンター　新築工事

山梨県産材　地産地消

自然豊かな穂坂町地区 建物　東側

山梨県産　カラマツＬＶＬ　　　　１４．６７ｍ3

交流ふれあいゾーンより建ちあがり 中央部　柱　120ｘ360ｘ5500 ｘ 2（ダブル）
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　　　　LVLが表示板にもデザイン
　　　　　　　されました

南アルプスを望む自然豊かな地区 壁にカラマツ合板を使用いたしまた

豊かな自然に「地産地消」で戻りました 内装も「地産地消」で完成

野地にアカマツ合板を使用しました 　　　　　　　　　　　　　　玄関わきにデザインされました
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敷地　12,070㎡に建設

素晴らしい環境 ２Ｘ４工法

２Ｘ４材のトラス 構造用ＬＶＬキーラム　梁　１４０E

構造用ＬＶＬキーラム　梁 １４０E 構造用ＬＶＬキーラム　梁 １４０E　２Ｘ４材トラス

山形県　ケアヴィレッジ

ソーレケアヴィレッジ東根
山形県　東根市

特別養護老人ホーム

２Ｘ４工法
耐火構造２階建て　4,318.34㎡
準耐火構造２階建て　1,613.84㎡

構造用ＬＶＬ　キーラム　120Ｅ　140Ｅ
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構造用ＬＶＬキーラム　梁 １４０E 構造用ＬＶＬキーラム　梁 １４０E

構造用ＬＶＬキーラム　梁１４０Ｅ　マグサ １２０E 構造用ＬＶＬキーラム　マグサ １２０E

構造用ＬＶＬキーラム　大梁 と小梁１４０E 大梁 １４０E 1級　最大 250 ｘ 600 Ｘ 7,700

構造用ＬＶＬキーラム 構造用ＬＶＬキーラム
27



千葉県長生郡白子町

特別養護老人ホーム

　施工：（株）ナカノブドー建設

　施主：社会福祉法人　優愛会

　140Ｅ特級　・　120Ｅ１級

柱　　梁　　防腐・防蟻土台
総ｍ3 / ９４ｍ3

木造　平屋建て　建坪　３３０坪　　

西側 南側

玄関　車寄せ 玄関　ポーチ柱

玄関　ポーチ柱 居室　大引き　鋼製束施工

特別養護老人ホーム　はなゆう　新築工事
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ＮＯ２

中心部　ホール 廊下　～　居室

配管設備 北側より中庭を望む大開口　梁

玄関脇　北側　　キーラム耐震開口フレーム　ＢＯＸ型 北側

ホール　梁　柱 南側より中庭を望む大開口　梁
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設計　：　（株）山本 ・ 堀アーキテクツ

施工　：　（株）銭高組　　　　　　　　　　

材料　：　構造用ＬＶＬ　キーラム

１４０Ｅ－特級　　ダフリカカラマツ

東北大学 青葉山東キャンパス　パビリオン棟　新築工事

１４０Ｅ－特級　　ダフリカカラマツ 梁背　：　３６０㎜　　厚み　：　９０㎜

センタースクエア　ブックカフェ棟

センタースクエア　ブックカフェ棟

東北大学 青葉山東キャンパス

延べ床面積　　９３８㎡

44.24ｍ3

大 型 木 造 施 設

工事現場全景 地組　風景

30



完成内部

内部施工状況 梁あらわしデザン

組み上がり 鉄骨とのコラボ
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大　型　木　造　施　設

保育園新園舎改築工事

施工　：　(株)藤木工務店

キーラム　140E １級　　１４㎥

東京都多摩市

デザインの素敵な保育園 木のぬくもり一杯の保育室

素敵な保育園です

階段　桁とケ込み　重量感たっぷり梁　構造用LVLキーラム

木質感たっぷり構造用LVLが他の木質と調和
32



設計・監理　：　(有)造研工房・北

施工　：　安藤建設(株)

構造用LVL　キーラム　120E　　　0.52㎥
I型ジョイスト　キーラムジョイスト53-302　　680.8m

木 造 大 型　　医 療 施 設

２　Ｘ　４　工　法

宮城県仙台市

たんぽぽレディース・クリニック

電気配線穴加工 梁　無垢　と　キーラムジョイストW使い

１階が建ちあがりました キーラムジョイスト　53-302

梁　LVL キーラム　　キーラムジョイスト53-302キーラムジョイスト ダブル使い　　ころび止め
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http://www.key‐ｔｅｃ.co.ｊｐ
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