
1 

 

 

地域型復興住宅の名称 対象となる地域 

地域型復興住宅「王子の家」 県中 

 

グループの特徴とメッセージ 

チーム「人・住まいに思いやり」代表の王子建設は、昭和 46 年(1971 年)の創業

以来、「技術と信用が基本。」を経営理念とし、公共・文教施設工事はもとより個人

住宅からアパート・マンション、医療・福祉施設、商業・流通・生産施設等の建築

を中心に、地域の工務店として、一期一会の出逢いに感謝し、目配り・気配り・思

いやりの心で、皆様の貴重な財産づくりに意欲的に取り組んでおります。 
郡山市を中心に活動しているグループとして一日も早い被災地の復興を目指す

と共に、より安心して暮らしていただける地震に強い耐震住宅を開発・建設してい

くことをグループ一同お誓い申し上げます。地震に強く、多彩なバリエーションの

ある「王子の家」をぜひ一度ご検討ください。 

 

 

連絡窓口 

担当者名 石川 直哉 メール nao@oji-k.co.jp 

電話番号 ０２４－９３３－４１５３ ＦＡＸ ０２４－９３８－９８５３ 

ホームページ http://www.oji-k.co.jp 

自由記入欄 チーム「人・住まいに思いやり」（代表：王子建設株式会社） 
 
 

地域住宅生産者グループの基本情報

地域住宅生産者グループ 

グループの基本情報 

グループ名称 
チーム 

「人・住まいに思いやり」 

所在地 
福島県郡山市並木五丁目 

５番地３８ 

結成年月 2012 年 2 月 

グループ形態 任意団体 

主たる業態 施工 

グループ構成 

※各事業者名

は別紙 

合計１０社 

原木供給 ：１社 

製材 ：１社 

建材流通 ：１社 

プレカット ：１社 

設計 ：２社 

施工 ：３社 

その他 ：１社 

代表者名 
王子建設株式会社        

代表取締役 石川 勝久 

主な受賞歴・

活動内容 等 

(※グループ構

成員受賞歴) 

平成 19・21 年度 

郡山市優良建設工事受賞 

 

平成 19～現在  

地域ボランティア活動 
 

地域型復興住宅の主な工法・価格帯 

主な構造・工法 木造軸組工法 

価格帯 1700 万円（税込） 

価格の基準面積 施工面積 138 ㎡（41.81 坪）

価格に含まない

項目 

屋外付帯設備費、外構工事

費、設計費、諸手続費 
＊価格は、地域・プラン、仕様によって異なります。 

詳しくはお問い合わせください。 

グループ全体の施工実績（年間） 

建設戸数※（木造戸建） 10 戸

うち地域材活用の住宅 10 戸

うち長期優良住宅 ０戸

グループとしての 

施工実績 
あり 10 戸

グループとしての地域

型住宅の受注可能戸数
30 戸

自由記入欄 

（上記以外の実績等）

500 万円以上の大～

中規模ﾘﾌｫｰﾑ工事

を 5 戸受注 

（年間） 
※参画する施工業者の建設戸数の合計 

チーム「人・住まいに思いやり」 
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地域型復興住宅のイメージと特徴 

 

 

代表的事例の概要 

構造 木造軸組工法 床面積 126 ㎡（38.18 坪） 

設計 ㈱香設計・帆刈建築設計事務所 施 工 王子建設株式会社 

施工費 1,700 万円（設計費等は除く。前項参照） 備 考 施工面積 138 ㎡（41.81 坪） 
 

地域型復興住宅の空間・プラン等のイメージ

地域型復興住宅 

７つの外観デザインから 

わが家らしいスタイルを 

５つのインテリアスタイル 

 

 
②

④ 

③ 

 

室外物干し 

スペース 

１階床面積：66.00 ㎡（20 坪） 

家事・育児に忙しいママをサポートする、

センターキッチン。全体が見渡せます。 

■忙しい毎日をサポートする住まい 

①「家事ラク動線」 センターキッチンから洗面室、

屋内物干、屋外物干の洗濯動線をスムーズにし、

毎日の家事の負担を和らげます。 

②「シューズクローク」 ゴルフバックやベビーカ

ーなど、かさばるモノもスッキリ収納。玄関が綺

麗に片付きます。 

③「室内物干＋ユーティリティー」 

洗濯する→干す→取り入れる→たたむ→収納す

るが一部屋でできる便利な家事スペース。雨の日

でも安心して部屋干しできます。 

④「パントリー」週末に買いだめした食品をたっぷ

り保管できます。 

⑤「Ｌ型バルコニー」 

２方向に広がるＬ型バルコニーを採用。家族全員

の洗濯物をたっぷりと干せます。 

「王子の家」～人と人、家族の絆を結ぶ住まい～ 

 

２階床面積：60.00 ㎡（18.18 坪） 

 主寝室にはデスクスペースを用意。 

 子ども室はフリーウォール（可変壁）。



3 

 

設計方法や地域材活用に関する特徴 

 

性能・仕様および施工方法等に関する特徴 

 

 

■耐震等級３（最高等級）相当の「地震に強い家」です。 

①設計段階で、一棟一棟ごとに、３８８項目の構造計算を実施します。 

②長期優良住宅に対応し、下記住宅性能表示の最高等級相当を確保できます。 

 （耐震等級３・省エネルギー等級４・維持管理対策等級３・劣化対策等級３） 

  ※長期優良住宅認定取得には別途手続きと申請費用等が必要です。 

③家計にやさしく環境に配慮した、オール電化設備住宅です。（太陽光＝オプション）

（断熱サッシ・おそうじトイレ・保温浴槽・IH ｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ・LED 照明） 

④７つの外観デザインと、５つの内観インテリアスタイルをご用意。 

ご家族のイメージに合ったスタイルを見つけてください。 

⑤施工品質は、国際規格 ISO9001 品質マニュアルに基づき、各工程で検査を 

実施し、次工程に進む、施工品質体制を整備しています。（標準工期：２ケ月程度）

 

■自由設計だからできる    

わが家らしい住まい 

・家族の数だけ住まいのかたちがある。

だから「王子の家」は自由設計の住まい

です。 

「ひろびろとしたリビングにしたい」 

「料理をしながら、家族と会話できる 

キッチンにしたい」 

「家事動線のラクな間取りにしたい」 

など、ご希望に合わせたプランで、オー

ダーメイド住宅をご提案いたします。

地域型復興住宅の設計、性能・仕様等の特徴

主に活用している地域材について 

地域材の名称 福島県産材 

樹種 杉、松 

産地 福島県県南地域 

認証制度等 FIPC（木材表示推進協議会） 

主に取扱う材種 集成材 

主に取扱う部材 柱材、梁材、羽柄材、内装

材 

自由記入欄 地域型復興住宅「王子の

家」では、福島県産材を活

用した住宅を供給し、地域

社会・地域経済に貢献して

まいります。 

毎月一度放射線量測定を

実施しております。 
 

     

「お掃除ラクラク」設備        ３８８項目の構造計算で実現する 

「家計にやさしい」設備        家族を守る「地震に強い家」。一棟 

「地球環境に配慮した」設備      一棟ごとに計算し、安心をお届け。
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地域型復興住宅の生産供給や流通資材の調達に関する体制 

 

施主からの相談体制および維持管理（アフターサービス）の体制・取組み 

 

 

 

チーム「人・住まいに思いやり」の体制 

 

 

 

地域住宅生産者グループの生産供給・流通、維持管理等に関する体制

森林管理・原木供給～製材

～集成材加工 

（協和木材株式会社） 

  

窓 口 （ 王 子 建 設 ）

ロブノオルサラエボ郡山店

の北隣です。 

「王子の家」 

For family’s smile 

■福島県産材を最大限に活用 

①長期優良住宅に対応した建材流通業者の岡田電気産

業㈱をコーディネーターとし、プレカット業者の中井

住宅木販㈱と共に、原木供給並びに製材業者の協和木

材㈱と連携を図り、福島県産材を最大限に活用します。

②材木はもとより、砕石等の流通建材は、放射線測定を

実施し確認しておりますので、ご安心ください。 

全自動プレカット工場 

（中井住宅木販株式会社） 

工務店グループ

王子建設 

直営大工 

…
設計者グループ

香設計 

帆刈建築設計

森林管理・ 

原木供給 

製材 

集成材加工 

プレカット 

建
材
流
通
（
岡
田
電
気
産
業
）

消
費
者 

■相談体制 

①専任の対応窓口（２～３名）をチーム「人・住まいに

思いやり」代表の王子建設内に設置しております。 

②ご相談～住まいのお引渡しまで、４ヶ月程度。 

■維持管理（アフターサービス） 
①１０年間保証（構造部分）⇒まもりすまい保険登録 

②１年次・２年次の点検・調整を無料で実施します。 

③「住まいの履歴管理サービス」として、図面や修理履

歴などを管理し、将来のリフォームに対応します。

④「緊急トラブル対応サービス」として、水が止まらな

い、お風呂のお湯が出ないなどの緊急対策が必要な

トラブルの応急処置・点検をいたします。 

   
水のトラブル   給湯器のトラブル 

地域住宅生産者グループ 

チーム「人・住まいに思いやり」 

 


