
夢のツリーハウスを建てましょう！

1. 予算・設計・日程は柔軟に対応します（OP：バイオトイレ、ウッドデッキ）

2. ツリーハウスの経験豊富な一級建築設計士が、お客様のこだわりを具現化します

3. 建てた後の運営・活用企画もお任せください（休日イベント企画・運営など）

標準工期は 3 ～ 4 ヶ月、標準予算は 250 ～ 280 万円。
頼んでつくる、みんなでつくる、材木伐採から始める。
色々なパターンで実現可能です。

ご相談 候補地視察 設計プラン 資材発注 施工 完成契約

自然を大切に想う企業イメージの具体化に、地域社会貢献に、ターゲットを絞った集客に、

ツリーハウスは今、大変注目を集めているツールです。子どもから大人まで幅広く楽しめます。

「8角形ツリーハウス・岩泉」と

「休憩デッキ・岩泉」

敷　　地：岩手県岩泉町

竣　　工：2012.10.1

設計期間：2ヶ月

施工期間：1.5 ヶ月

選定樹木：イタヤカエデ

構造：木造軸組、ロフト付き

床材：ヒノキ、壁：スギ

屋根材：防水シートの上荒板張り

トップライト：ポリカ板

床面積：6.36 ㎡ +ロフト 3.18 ㎡

+バルコニー 2.94 ㎡ =12.48 ㎡

床レベル：地上より 3.5m

ご相談・お問い合せは
〒102-0093 千代田区平河町 1-3-7 アルタ平河町ビル 2階

電話 03-5226-3305
Mail info@mori-mori.org
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ツリーハウスオーダーメニュー例
8 角形ツリーハウス

16角形サークルハウス
16 角形を基本として森のなかに違和感のないシルエットを構築、ロフト付き

5 角形バイオトイレ
おがくずの中の好気性微生物が、排泄物を分解します

キャンプ場のシンボルとして子ども達と一緒に制作、滑り台付き

構造：木造軸組平屋建、ロフト付き
基礎：カラマツ丸太打込み
柱材：スギ丸太 180Φ
床材・壁材：スギ
屋根材：防水シート+荒板張り
床面積：7.7 ㎡（約 4.6 帖）
バイトトイレ：1.7 ㎡（約 1.0 帖）
休憩デッキ：15.36 ㎡（約 9.3 帖）
床レベル：地上より 2.7m
設計期間：3ヶ月
施工期間：2.5 ヶ月
価格：504 万円（税抜き）

構造：木造軸組、すべり台付き
選定樹木：ケヤキ 400Φ
床材：ヒノキ
床材：ヒノキ
屋根材：カゴ編みの細割竹　　　
床面積：2.83 ㎡（1.7 帖）
床レベル：地上より 2.4m
設計期間：1ヶ月
施工期間：10 日
価格：108 万円（税抜き）

選定樹木：アカマツ 400Φ
構造：木造軸組
床材：ヒノキ
壁：スギ
屋根材：ポリカーボネード
床面積：1.3 ㎡（0.8 帖）
+バルコニー 0.5 ㎡（0.3 帖）
床レベル：地上より 1.2m
設計期間：1.5 ヶ月
施工期間：2週間
価格：148 万円（税抜き）

ウッドデッキ
休憩や飲食の時間を、青空の下で過ごせます

構造：木造軸組
基礎：丸太添え金属パイプ打込み
支柱・手すり・根太・大引：スギ
床板：ヒノキ
家具：渓流テーブル
（中央に渓流の水を引き込む）
床面積：12.15 ㎡（約 7.4 帖）
設計期間：10 日
施工期間：10 日
価格：76.8 万円（税抜き）

ホームページ：http://mori-mori.org　電話：03-5226-3305　Mail ：info@mori-mori.org
NPO法人 MORIMORI ネットワーク　〒102-0093 千代田区平河町 1-3-7 アルタ平河町ビル 2階
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ツリーハウス・レイアウト図 1:100 
grid:900×900 

配羅郷ツリーハウス
主催：NPO法人MORIMORIネットワーク、小屋敷町内会

協力：一般社団法人グリーンカッレジ岩泉、シェイドツリー・ユニット

N

清水川

■担当
企画：長井八美、佐々木保美
総括：佐々木利明
設計：小島洋児
工事：小笠原俊明、山崎政行
補佐：小澤功、佐伯博人、篠田勇三
写真：前川健彦

■ツリーハウス概要
敷地：岩手県下閉伊郡岩泉町配羅
樹種：イタヤカエデ
広さ：6.6㎡（約4帖）、ロフト3.3㎡（約2帖）
　　 　バルコニー3.44㎡（約2帖）、テラス16.94㎡（約10帖）
高さ：地上4.2m。
竣工：2012年10月13日

haira no sato

2012.10.13



冬の間だけ、ツリーハウスにイルミネーションが装飾される

左が2013年工事のバイオトイレ棟、右が2012年竣工のツリーハウス

photo.by T.Maekawa   design by Y.Kojima

ツリーハウス
配羅郷

NPO法人MORIMORIネットワーク

一般社団法人グリーンカッレジ岩泉

haira no sato

シェイドツリー・ユニット

2013.9.1

主催

小屋敷町内会

設計・製作

協力

2



セラピ-ランド

埼玉県飯能市 
    

みんなの

森林

2013

学生たちと一緒に

セラピロード

渓流がいつも流れる“水のテーブル”がある休憩デッキ休憩デッキでミーティング

生きたスギとヒノキを利用して建てた 5角形のバイオトイレ 天井はトーメイなポリカ板 バイオトイレの軸組

photo.by T.Maekawa + Y.K



2013

セラピ-ランド
山梨県小菅村 
    東部森林公園
ツリーハウス

2013.8

企画 
    

デザイン 
    小島洋児 
    

NPO ほうれん坊の森 
    

　 夏休みなどに、多くの
子どもたちで賑やかにな
るキャンプ場のシンボル
として“すべり台”つき
ツリーハウスを、子ども
たちと一緒になってつく
りました。



ウッドペッカー  
木づくりの家、広さ6帖、ロフト、広いテラス、高床式、オガクズトイレ、雨水浄化システム・ソーラーシステム

森には丸い家が似合う サークルハウス14角形+7角形

■企画設計：小島洋児　 一級建築士事務所 小島洋児設計室

〒161-0033 東京都新宿区下落合3-15-21第2正明ビル7F
TEL：03-5982-1948　FAX：03-5982-5784
E-mail: yohji@mva.biglobe.ne.jp

内部（トップライトを見上げる）
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■ウッドペッカー 平面図 1：100

●ウッドペッカーの概要
敷� �地：上山市柏木森林オーナー林
広�� さ：建築面積合計9.4㎡（5.7帖）、 デッキ面積：約35㎡（10.5帖）
構� �造：木造軸組構造平家建   柱：杉丸太120~160φ  杭：カラ松丸太
屋� �根：杉板厚さ15㎜平葺き（下地：板厚さ27㎜+防水シート）
壁�  � �：杉板張り厚さ27㎜
床�  � �：杉板二重張り 厚さ45㎜+27㎜（テラス床は厚さ45㎜一重張り）
トイレ ：おがくずトイレ
電�� 源：ソーラーシステム（12V 134w出力）                                        
暖�� 房： マキストーブ



サークルハウス
 ツリーハウス    
  休憩デッキ
 バイオトイレ

森の基地づくり

企画：NPO MORMORIネットワーク

設計・工事：シェイドツリー・ユニット

管理：栗原知司、慶子

埼玉県飯能市 
  since 2006

サークルハウス（12角形）サークルハウス内部

バイオトイレの仕組み

ツリーハウス 春を迎えた森の基地

バイオトイレ室内

休憩デッキでの語らい

自然エネルギー



セラピロード

セラピ-ランド

埼玉県飯能市	 
	 	 	 	 

創る・育てる
みんなの森林

2014

企画

設計・制作
NPO MORIMORI ネットワーク

シェイドツリーユニット

product:T.Saitou

photo:T.Maekawa



2013

山梨県小菅村	 
	 	 	 	 
東部森林公園
ツリーハウス
2014.4〜8

企画	 
	 	 	 	 

デザイン	 
	 	 	 	 小島洋児	 
	 	 	 	 

NPO	 ほうれん坊の森	 
	 	 	 	 

　 夏休みキャンプにきた
小学1年から4年までの子
どもたち40人と、大きな
遊具のようなツリーハウ
スをつくりました。
　子どもたちは大喜びで
いろいろな遊び方を見つ
け出していました。
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