
//////主な仕上げ・仕様：

//////コンテナ規格を流用して工場でつくる建築

エクスコンテナは、工場で内外装まで仕上げたうえで輸送するプレファ

ブ建築です。敷地に到着してからの作業は最小限で済み、設置は最

短数時間で完了します。網の目のように張り巡らされた物流のフォー

マットである ISOコンテナ規格に準ずることで、世界各地での製造や

設置が可能になりました。

////// 移動も恒久設置もできる建築

エクスコンテナは、移動が簡単なだけでなく、恒久設置に耐える性

能を備えています。重量鉄骨による構造体に、断熱材を充填した木

質パネルを嵌め込むことで十分な断熱性能を獲得し、また、基礎を

打設することで確認申請の取得も可能な仕様になっています。必要な

場所に、必要な期間だけ設置することができる建物です。

//////ユニットを組み替えて成長する建築

エクスコンテナは、汎用性の高いラーメン構造（※）を採用している

ため、ユニットを組み替えてプランの変更や増築に対応することがで

きます。また２階建てにすることも可能で、多種多様な利用方法が見

込まれます。

※１：柱と梁だけでできた筋交のない構造。

※２：オプション対応。あらかじめ２階建てに対応した基礎を打設する必要が

あります。積雪荷重を見込む必要がない場合は３階建てにすることも可能です。
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EX-CONTAINER
////// By using the size of 20ft shipping containers, the EX-CONTAINER 
can be delivered to anywhere. It provides various spaces by connecting 
several units and it works not only as temporal but also permanent. 
It is a project by Yasutaka Yoshimura Architects with Nowhere resort and 
with many supports from all over the world.

//////スタンダードタイプ概要：

面積　　　　　：約 27 ㎡

天井高　　　　：約 2.25m

建築構造　　　：重量鉄骨造

基礎　　　　　：仮設／常設により異なります

主な内部仕上げ：合板顕し

耐雪性能　　　：積雪 1.5ｍまで

< 主な電気設備 >

一部照明器具 ,TEL 端子 ,TV 端子 , 火災報知機

< 主な給排水衛生設備 >

キッチン , 洗濯機用排水パン ,３点式ユニットバス

< 本体価格 >

税別 360 万円～（税込 378 万円～）

※価格・仕様は予告なく変更することがあります。

　詳細は添付の一覧をご参照ください。

//////お問い合わせ先：

吉村靖孝建築設計事務所

151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-3-7-2F
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: 03-3402-4311

: 03-3402-4312

: http://exc.ysmr.com

: excontainer@ysmr.com
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※家具・カーテンは含みません。
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壁は断熱材を挟み込んだ木質パネルに

よって、十分な断熱性能を確保しなが

らも、容易に取り外し・設置が可能な

仕様としています。

内部は合板仕上げです。表面を自分好

みにカスタマイズするための下地材で

すが、ラフな風合いは、そのまま仕上

げ材としても魅力的です。

ユニットバスは３点式です。ゆったり

としたホテル用 1418 タイプを採用し

ています。

長手の外壁は鋼板の波板です。メンテ

ナンス性に優れるだけでなく、光の加

減で美しい表情を見せます。

キッチンのカウンターや背板はステン

レス鋼板製です。丈夫でかつメンテナ

ンスが容易です。

※キッチン製作はオプションです。

短手の壁は半透明のポリカーボネート

波板と断熱材を組み合わせており、ほ

のかに光を透過させます。

※オプション

2011 年 3月11日、東日本を襲った未曾有の災害から

わたしたちはさまざまなことを学びました。

地震、津波、原発が甚大な被害をもたらしただけでなく、

日本人の意識に大きく作用して

今や消費社会の根幹を揺るがすような激震になりつつあります。

エクスコンテナは、

コンテナ規格を流用した建築のプラットフォームとして

これからの時代にふさわしい、

暮らしや環境の重荷にならない建築を目指します。

安価で移動も恒久設置も可能なユニットにより、

経済的にも環境的にも成熟した

次世代への道を開きます。

   ECOLOGY X ECONOMY

EX-CONTAINER



//////価格表 (2011.07.31)

品番

本体価格

消費税

トップライト

複層化対応

製作キッチン 標準仕様

ミニキッチン クラシコ / サンワカンパニー

IHクッキングヒーター (1 口 )、

シングルレバー混合水栓、換気扇、

照明器具、収納棚

セット内容：

IHクッキングヒーター (2 口 )、

シングルレバー混合水栓、

換気扇、照明器具

セット内容：

複層化対応フレーム、階段用開口

セット内容：

片引サッシ W920×H2140、シリンダー錠

片引サッシ

セット内容：

引違サッシ窓 W1770×H2226

ラーチ合板OS塗装仕上ラワン合板OS塗装仕上

※片引サッシ窓に対応

※メゾネットとして設置する際に必要になる

サッシ・壁などの価格は含まれておりません。

※3連の価格は開口の数により異なります。

標準仕様

透光壁

内装ラワン合板

※価格・仕様は予告なく変更することがあります。最新価格はネット上でご確認下さい。

標準仕様

25 万円 /1 ヶ所

フレーム数により
異なる

10 万円

8万円 /1 ヶ所

7万円 /1 ヶ所

フレーム数により
異なる

オプション 備考価格 (税別 ) 品番

STD

360 万円

STD-T

STD-M

STD-K

STD-nD

STD-nW

STD-L

MEZ

440 万円

MEZ-T

―

MEZ-K

MEZ-nD

MEZ-nW

MEZ-L

TRI

ユニットタイプ スタンダード メゾネット 3連

510 万円

18 万円 22 万円 25.5 万円

税込価格 378 万円 462 万円 535.5 万円

TRI-T

TRI-M

40 万円～30 万円

TRI-K

TRI-nD

TRI-nW

TRI-L

15 万円10 万円10 万円

プラスオプション

プラスオプション

玄関庇 6万円 /1 ヶ所 STD-E MEZ-E TRI-Eプラスオプション

網戸 1万円 /1 ヶ所 STD-nS MEZ-nS TRI-nSプラスオプション

プラスオプション

チェンジオプション

チェンジオプション

チェンジオプション

※本設として設置する場合、基礎や設備つなぎ込

みなどの費用が別途発生します。

※価格は 10 棟受注した場合の値です。詳細はお

問合せ下さい。

※受注生産となるため納期はお問合せ下さい。


