
Year Volume Interviewee Profession PrefectureDesctiption

2015 Vol.1 ICAデザイン研究室 内装 東京

30年前にOSBと出会い、現在に至るまで愛犬学校、校舎、老

人福祉施設等の内装にOSBを使っているICAデザイン研究室の

石原貞治様にお話を伺いました。

Vol.2 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム戸建 大阪
資材購買から実際に使用している現場の大工さんまでOSBのお

話を伺いました。

Vol.3 兼希工業株式会社 パネル工場 群馬

「難題実行迅速丁寧」をモットーとし、”工場でパネル化され

たOSBを構造用面材として使いたい”という要望に応えてくれ

る群馬県の会社を取り上げます。

Vol.4
医療法人財団天翁会
株式会社ICA
学校法人中村学園

内装
東京
東京
千葉

OSBは、耐震性に優れた構造用面材ですが、Vol.4のニュース

レターでは、内装材としても時間が経つほど価値を高めるOSB

をご紹介します。

Vol.5 株式会社ハセベ 戸建 東京
大臣認定壁倍率3.4倍を持つOSBを使って狭小住宅でも3階建

(プラスワン工法)を実現した会社です。

Vol.6 株式会社藤島建設 戸建 埼玉
阪神・淡路、東日本大震災の教訓を活かして、OSB耐力壁パネ

ルによる耐震住宅で地元に貢献しています。

Vol.7
慶應義塾大学
（大林組工事部）

内装
神奈川
神奈川

OSBを採用し現しの天井やコンクリート壁と調和し、カジュア

ルな雰囲気を演出した理工学部教職員ラウンジの改築を取り上

げました。

Vol.8 株式会社LIXIL 戸建 東京

日本を代表する住宅部材メーカーであり、20年前からOSBを

独自の面材耐力壁として販売していますが、2013年までにそ

の数は4万棟に上りました。

Vol.9 セキスイハイム 戸建

住宅屋根下地、壁下地や天井板の様々なサイズに対応でき、な

おかつ目指す高気密・高断熱・高耐震性を支えるカナダ産の面

材OSBを取り上げました。

Vol.10 KUS一級建築士事務所 集合住宅 東京

木造マンションの可能性を拡げた建築士事務所を取り上げまし

た。日本の木造建築史に残る5階建て(RC+木造4階建て）住宅

に、カナダ産OSBが耐力壁として採用されています。



Vol.11 マルフジ建材株式会社 遮熱面材 埼玉
カナダ産OSBにアルミ箔を貼った遮熱面材「シャネーツ」を開

発した会社を取り上げました

Vol.12 三井ホームコンポーネント株式会社SIP 東京

価格が安定し供給に心配ないOSBと断熱材ESPをプレス接着し

た構造用断熱パネル（SIP）を製造している会社を取り上げま

した。工場で受注製産して完全プレカットされ最長6.0mのス

パンが可能なSIPは、これからの大型建造物の木造化で需要が

増えることが期待されています。

2016 Vol.13 West Coast Design 蒸留所 静岡
SIPの断熱性能と高い施工性を利用した静岡県の自然豊かな土

地に建設が進められている蒸溜所です。

Vol.14 藤木工業株式会社 プレカット 北海道

住宅資材の高騰、職人不足、度重なる大地震への対応など、厳

しい家つくりの環境にOSBを使って立ち向かう、北海道でプレ

カット工場を持つ会社をご紹介します。

Vol.15 株式会社住まいのウチイケ戸建 北海道

自由設計、高性能、低価格をモットーとして家づくりをしてい

る会社に、カナダ産ＯＳＢがどのように貢献しているのかお話

を伺いました。

Vol.16 株式会社アトリエク 内装 北海道

早くからカナダ産OSBに着目し、子供たちの心の安定につなが

る効果があるという木質系の内装材を使用して居心地のいい空

間をクリエイトしている作品を取り上げました。

Vol.17 トヨタウッドユーホーム株式会社戸建 栃木
コスト・供給・品質の安定によるカナダ産OSBを使用し、トヨ

タ生産方式（TPS）で、高品質の住まいづくりをしています。

Vol.18 株式会社せこ住研 戸建 三重

無垢材にこだわっているハウスビルダーが、唯一標準仕様とし

ているカナダ産OSBと成型断熱材を一体化した構造用断熱パネ

ルSIPを使った住宅つくりを取り上げました。化学物質放散量

に問題がないSIPを20年前から取り入れ、SIPと登り梁を使う

ことで断熱性能や強度を保ち、屋根のシンプルで軽量化を図り

ながら、断熱性と気密性を高めています。3年連続で国の住宅

のゼロ・エネルギー化推進事業に採択されており、最新の高性



Vol.19 CASE街づくり研究所 内装 大阪

大阪の「わくわく保育園」を取り上げました。コンクリート型

枠と内装仕上げを兼ねた画期的なOSBの使い方で、工期短縮・

コスト削減といった課題を解決しつつ、保育園らしい温かみの

ある空間を造りだしました。

Vol.20 株式会社北洲 戸建 宮城

寒さの厳しい東北の住文化を豊かにしたいという願いを持った

ハウスメーカーが、どのようにカナダ産OSBを使っているかを

とりあげました。

Vol.21 積水ハウス株式会社 共同住宅 大阪
安定した価格と供給さらに持続可能で安心して使えるカナダ産

OSBを賃貸住宅シャーメゾンの屋根下地に採用しています。

Vol.22 株式会社シェルター
公共施設　壁　内
装

山形

独自の大規模木造建築システムKES構法を持ち、カナダ産OSB

は、9mm厚を耐力壁に使用したり、仕上げ材としての機能を

兼ね備えた壁の材料として意匠的にも注目されています。

Vol.23 株式会社木講堂 中層高齢者福祉施設岐阜

当初、鉄骨造の500m2を超える中層3階建て高齢者福祉施設を

建設予定でしたが、資材高騰のため木造に変更することによっ

てコストを削減しながら実現しました。それを支えたのがカナ

Vol.24 株式会社中垣工務店 戸建 岐阜

短期間での高性能住宅施工を可能にした工務店ですが、ここで

もカナダ産OSBの壁パネルが高気密高断熱の住宅造りに大きく

貢献しています。

2017 Vol.25 有限会社ノアノア空間工房戸建 東京

断熱と構造の二つの機能を併せ持つカナダ産OSBと発泡ポリス

チレン成型断熱材を使った構造用断熱パネルを活用して性能と

デザインを両立させながら、コストを抑えた家づくりに取り組

Vol.26
エスプリ鹿児島姶良
株式会社マキ木材

高齢者施設
パネル工場

鹿児島
宮崎

木造2x4工法で建設中のこの建物の躯体と材料は株式会社マキ

木材商会が担当しています。品質が優れ供給が安定しているカ

ナダ産OSBが床、壁、屋根に大量に採用され、パネル化された

建設のため、コスト面、工期面でも他の材料と比べ高い優位性

Vol.27 株式会社カナダプレイス 戸建 鹿児島

鹿児島県の地域に根付いたビルダーとして創業以来、一貫して

ツーバイフォーの輸入住宅を扱っています。価格・供給ともに

安定し、地震や台風にも強いカナダ産OSBを屋根・壁の下地材

や内装に使用しています。



Vol.28
株式会社ナカムラ
株式会社ジョインウッド

木材販売　　　　設
計

兵庫
全棟で許容応力度計算を行い、構造設計しやすい材料にカナダ

産OSBが使用されています。

Vol.29 パネルハウス株式会社 戸建 高知

在来工法が根強い土地柄ですが、２x４住宅の認知度向上と普

及に挑戦しています。面材であるカナダ産OSBの供給安定性と

コストパフォーマンスの良さも住宅の質向上を支えています。

Vol.30 株式会社共栄木材 パネル工場 愛媛

北米住宅の質の高さに感動した西下社長は、輸入住宅ブームが

去った後も地元のビルダー向けに精度の高いパネル製作を手掛

けてきました。その材料に欠かせないのがカナダ産OSBでし

Vol.31 大利木材株式会社 非住宅 徳島

高齢者施設や幼稚園で木造建築のケースが増える中、開拓の余

地があると考える同社は、非住宅分野の競争力が高い木造建物

の野地、壁、床材にカナダ産OSBを活用しています。

Vol.32 高広木材株式会社 内装 東京
カナダ産OSBを内装用に使用する上で、サンプル送付、具体的

なアドバイス等、様々な情報を発信しています。

Vol.33 株式会社幸建築設計 高齢者施設 長野

長野県で高齢者施設を２x４工法による設計で多くの実績をあ

げています。コストが安く丈夫で長尺物もあるカナダ産OSB

が、建物の強度の一端を担っています。

Vol.34 丸十木材株式会社 パネル工場 北海道

十勝の内陸性気候の厳しい環境にありながら、国内トップレベ

ルの快適な住環境を追求する担い手としての地元のビルダー

に、精度の高いパネルを供給しています。

Vol.35 株式会社アイ建築工房 戸建 北海道

族構成によって住まい方にあった住宅として、また、生活レベ

ルを下げることなく取得できる人生応援住宅を、カナダ産OSB

を使ったパネル化した2x4工法で高品質住宅を取得しやすい価

格で実現しています。

Vol.36 株式会社伊善建設住宅部戸建 北海道

コスト競争力があり、環境に優しい材料であり、品質も安定し

ているカナダ産OSBの3x8サイズを住宅の性能を左右する壁の

面材に使った高性能住宅を提供しています。カナダ産OSBは、

木材資源を有効活用し樹皮や廃材まで工場の燃料として利用で

きる点など、人にも地球にも優しい住宅にうってつけの材料と



2018 Vol.37 株式会社ビルドアップ パネル工場 静岡
床や壁下地にカナダ産OSBを使用して、工期を大幅に短縮する

2x4工法ユニット化を提案する静岡県の会社です。

Vol.38 株式会社林田順平商店 木材・建材販売 大阪

関西圏を中心に木材・建材販売をしカナダ産OSBの販売に力を

入れています。カナダ産OSBの表面にデジタルデーターを印刷

するというOSBの可能性を広げる新技術を開発しました。

Vol.39 プライムトラス株式会社
非住宅（靴工場）
トラス製造

秋田
東京

カナダ産OSBとネイルプレートトラスで工場を建設し、木造で

も同等の強度を確保しつつ、鉄骨造より低コストで高級婦人靴

工場を秋田に建設しました。

Vol.40 株式会社ビルドアート
非住宅（野菜工場）
設計・施工

神奈川

神奈川県で人工光型野菜工場を建設・運営するプロジェクトに

取り組まれ、カナダ産OSBは工場の壁に採用され、高断熱・高

気密、耐火木造建物を実現しました。

Vol.41 いおん株式会社 戸建 鹿児島
顧客目線に立ち、大地震や大型化する台風に備えつつ、日々快

適に過ごせる価値の高い地域密着型の住宅作りをしています。

Vol.42 松本設計ホールディングス株式会社
高齢者施設
（設計）

東京

在来工法で大規模施設の木造化の流れが定着しつつある例とし

て東京都青梅市の高齢者施設を取り上げました。その中で、温

かみがありさらに性能・コストメリットの大きいカナダ産OSB

の利用が注目を集め始めています。

Vol.43 シップス・ジャパン株式会社パネル製造SIP 静岡

カナダ産OSBと高性能断熱材を接着一体化した構造用断熱パネ

ルのR-コントロールパネルを製造・販売し、大型木造も手がけ

ています。長尺サイズでもカナダ産OSB の利点を生かすこと

で安定供給に繋がっています

Vol.44 株式会社梓川設計
高齢者施設
2x4工法構造・耐火
設計

東京

2x4工法の構造設計や耐火構造設計を中心に事業を展開してい

ます。構造設計者として適切な部位に適切な材料を指定する方

針で、建物の耐力にかかわる面材の品質や安定性からカナダ産

OSBを採用することが多くなっています。

Vol.45 田口木材株式会社 パネル製造 秋田

2x4パネルを中心に住宅パネルも製作している会社です。寒冷

地であり過去に大地震に見舞われた経験があるエリアでは、高

性能で快適で耐震性もある住宅作りの壁パネルに供給・価格と

もに安定しているカナダ産OSBを多く採用しています。



Vol.46 株式会社クリエート 戸建 北海道

冬場は降雪地域であり、それ以外の季節もなるべく雨に濡らし

たくないと理由から、建て方が短期間で住む２x４工法を利用

している札幌の会社です。パネル化するのに短期間でしかも高

壁倍率の選択が出来るカナダ産OSBは、資源を有効活用した材

料でもあり、原料が森林認証を取得している持続可能な森林経

営を行っているという安心感がありコストパフォーマンスも高

Vol.47 久末弘信建設株式会社 戸建 北海道

札幌市で戸建住宅の新築、リフォームを中心に事業を展開して

います。木造軸組構法で強固な構造躯体を実現することによ

り、設計の自由度を高めデザイン性が高く住み心地がいい住宅

を提供するのにカナダ産OSBのAPA大臣認定仕様の高倍率耐

力壁を活用しています。

Vol.48 株式会社吉高綜合設計
高齢者施設
（設計）

東京
大分

2x4工法による高齢者福祉施設の提案を得意としています。用

途地域や敷地面積、住宅地内での施工、工期短縮等による建物

の木造化はその解決策の一つとなり、今回壁パネルとして使用

されたカナダ産OSBは安定した入手と施工性の良さ、コストダ

ウンなど、高齢者福祉施設に適した材料として採用されまし

2019 Voｌ.49
株式会社ストライブ
株式会社マキ木材商会

寄宿舎
躯体の木工事
（パネル工場）

沖縄
宮崎

日本最南端の石垣島でのカナダ産OSBの使用例を取り上げま

す。シロアリ、台風や高温多湿といった天候からRC造が支持

されてきた地でいかに2x4工法による木造建築でカナダ産OSB

が受け入れたかを2号にわたりご紹介いたします。

Vol.50
株式会社信用組
株式会社マキ木材商会

宿泊施設　　　　　　　（パネル工場）
沖縄
宮崎

前号の石垣島の大型物件に続き、後編では同島の戸建物件を取

り上げました。近年、建築ラッシュによって生コンを中心とし

た資材価格が高騰し職人の確保も難しい状態の解決策として、

コストパフォーマンスが高く、工期が短縮できる木造住宅とい

う選択肢にカナダ産OSBが貢献しています。

Vol.5１ 株式会社プラスワイド 戸建 北海道

密着型のビルダーである2x4工法を採用しており、建て主様の

要望に可能な限り応え、住み心地に直結する住宅性能。それを

支えているのがカナダ産構造用パネルOSBです



Vol.52 株式会社カントリーヴィレッジ戸建 北海道

自然豊かな北海道の景観にあうカントリースタイルの住宅とモ

ダンでスタイリッシュな住宅といった外観にこだわった住宅づ

くりに力を入れています。施工精度が伴った性能を可能にする

のに作業効率と構造強度、価格面で選ばれたのがカナダ産OSB

Vol.53 高橋産業株式会社 パネル製造 北海道

北海道の札幌から苫小牧は道内でも人口が集中し、様々な特徴

を持ったビルダーがひしめく激戦区です。そういったビルダー

から壁用面材として施工する長尺サイズは価格競争力があり、

供給が安定しているため指定を受けることが多いのがカナダ産

OSBです。また、近年は2x4工法の戸建てだけではなく高齢者

施設にも同社のパネルの採用が定着しつつあります。

Vol.54 ランバーワン株式会社 パネル・プレカット工場宮崎

主に宮崎・鹿児島・沖縄県を中心にカナダ産OSBを主体とした

2x4パネルやプレカット材を供給する新たな2x4コンポーネント

工場の事業を開始した会社です。近年の職人不足と資材価格の

上昇により、木造建設が見直されている中、地震にも強い建物

を普及する目的で会社を起ち上げた同社は2x4工法に取り組む

ビルダーに建て方の指導も行い、普及に尽力する考えです。

Vol.55 コンテナハウスジャパン株式会社コンテナハウス 宮崎

海上輸送で使われるコンテナを改造したコンテナハウスは、低

コストで比較的簡単に設置できる建物として注目されていま

す。コンテナハウスは、建築費を抑えつつ、快適でかっこよく

おしゃれな建物を実現するハウスでありその内装に、下地と仕

上げが一枚で済むカナダ産OSBが活躍しています。

Vol.56 株式会社ビッグハウス パネル工場 宮崎

2018年9月に本格的に稼働を開始したパネル工場は、10年後を

見据えて建設した新工場で、独自のITシステムでぺーバーレス

化を実現、タブレット端末でパネル図面を確認し情報を共有出

来る仕組みを構築しています。この工場で生産される高品質の

壁用、野地用、床用パネルに一役買っているのが、構造用面材



Vol.57 生和コーポレーション株式会社共同住宅 大阪

大都市圏の賃貸マンション供給を事業の軸に据えていて、資産

価値の高い木造3階建ての賃貸住宅にも力を入れています。そ

の耐力壁にカナダ産OSB が採用されています。

Vol.58 株式会社岩崎建設工房 ホスピス 神奈川

神奈川県小田原市で進んでいる2x4工法の木造4階建てのホスピ

ス住宅のプロジェクトを取り上げました。施工を手掛けている

のは地元の建設工房様です。高耐力の壁が必要となる木造４階

建ての耐火建築物を実現する ために選ばれたのが信頼性の高

いカナダ産OSBです。

Vol.59 株式会社ヒラノ 次世代型畜舎 千葉

従来の開放型畜舎とは異なり気密性の高い次世代型ウィンドレ

ス畜舎の計画から施工までを手掛ける専門家集団である会社を

取り上げました。供給や価格が安定し施工性の高いカナダ産

OSBが壁・野地に使われています。

Vol.60 株式会社SAP建築事務所高齢者施設
新潟
栃木

設計施工管理の立場で建設会社を支援する会社です。汎用性
が高い技術や材料を使うことでコスト上昇を抑える設計を提案し
事業主にも建設会社にも利益が上がる体質を目指しています。
その一環として、品質と供給が安定していて、コスト競争力が高
いカナダ産面材耐力壁OSBが使用されています。


