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商      号：株式会社 OKUTA（オクタ） /OKUTA Family一級建築士事務所  
本社所在地 ： 埼玉県さいたま市大宮区宮町３－２５「OKUTA Family Building」 
資 本 金  ： 67,000千円  
売 上 高  ： 45億4,633万円  
創     業 ： 1991年4月 設立 1992年1月  
代 表 者   ：代表取締役会長：奥田 勇 
         代表取締役社長：山本拓己 
従業員数  ：230名 
 
首都圏 直営  LOHAS Studio １２店舗（2011.12月現在）  
 

LOHAS GROUP事業部 （ビジネスパートナー） 
Handyman.jp事業部（メンテナンスFC） 
耐震事業部 
不動産事業部 
グリーン事業部 
外装事業部 
OK－DEPOT事業部（材工分離制度：資材流通） 

OKUTAサスティナブル建築研究室 



長期優良住宅先導事業 考案実績 

平成２１年 第一回 長期優良住宅先導的モデル事業 
 既存住宅の改修・戸建て 

 「IT管理を活用した構造変更と意匠設計の整合性を判断した長寿命化 
 高性能リフォーム」 

平成２１年 第二回 長期優良住宅先導的モデル事業 
 既存住宅の改修・集合住宅 

 「ロハス価値向上プログラム」：L－VIP」 

平成２２年 第一回 長期優良住宅先導的モデル事業 
 既存住宅の改修・戸建て 

 「ジェルコインスペクションリフォーム」 

平成２２年 第一回 長期優良住宅先導的モデル事業 
 既存住宅の改修・戸建て 

 「次世代継承住宅リフォーム」 



基本概念 ～３つのベクトル～ 

基本性能を満たす 
「住宅」としての役割 

空間を演出できる 
デザイン性の役割 

次世代に向けての 
遺産的な役割 

安全性 

メンテンス性 

耐久性 

安心性 

長期優良住宅仕様をベース 

先進性 

継承性 

環境性 

文化性 

街並み・景観をベース 

機能性 

経済性 

利便性 

快適性 

生活スタイルをベース 

利用軸 
（使い手の視点） 

時間軸 
（時代の視点） 

次世代継承住宅リフォーム 

性能軸 
（造り手の視点） 

2WAY DESIRN 

3C 
 カーボンニュートラル 
 コスト 
 コンフォータブル 



性能  基本概念 

耐 久 性 

性 能 

温度差が小さい 

地震や    
台風に強い 

空気がきれい 

省エネルギー 
（燃費） 

音が静か 
（防音） 

計画換気システム 
高気密・高断熱 
高耐震構造 

冷暖房 

『高品質・高性能住宅』 



ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 



ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 

 ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ とは・・・ 

一般的なインスペクション 

売買を目的とした住宅性能評価にかかわる不動産鑑定 

ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 
インスペクション フィールド 

大規模改修（スケルトンリフォーム）を前提とした建物の調査 



 一般的なインスペクションとの比較 

一般的なインスペクション ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 

目的 
建物が健全であることを大前提として 
修復(復旧)することを目的とする調査 

住まいの寿命を延ばし、性能を向
上させて、新たなライフスタイル
を提案するための調査 

対処療法のための点検調査 原因を究明し改善提案するための調査 

視点 売買を目的とした不動産業者 住宅性能のバリューＵＰを希望する消費者 

不動産業者が行う リフォーム会社・工務店が行う 

建売型のリフォーム 消費者が選択できるリフォーム 

ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 



 経年劣化とインスペクション 

▼５年後 ▼１０年後 ▼２０年後 

性
能
評
価 

大規模改修検討ライン 

標準的なインスペクション 

ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 

標準的なインスペクション 

修 繕 

リフォーム 

性能向上リフォーム 

▼設備耐用年数（給湯器等） 

住宅の経年劣化に対するリフォームとインスペクションの関係 

※ここでいう『標準的なインスペクション』とは、前述の『一般的なインスペクション』と調査の内容は 
同一であるが不動産業者が行うものではなく、リフォーム業者・工務店が行うものを表す 
   

ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 



 性能向上の内容 

『ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ』における性能向上の内容 

１．構造の安定・・・・・耐震性能の向上 

２．火災時の安全・・・・耐火性能の向上 

３．劣化の軽減・・・・・耐久性能の向上 

４．温熱環境・・・・・・断熱性能の向上  

５．室内空気環境・・・・シックハウス対策 

６．高齢者への配慮・・・バリアフリー対策 

お客様はこれらの性能向上に関する項目の中から、必要性や予算等に応じて自由
に選択することが可能である 

財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター ＨＰより 

ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 



 調査時のＰＯＩＮＴ 

調査を行う部位やポイント 

１．構造耐力上主要な部分 
  （基礎、土台・床組、床、柱、横架材、耐力壁外壁・軒裏、バルコニー、内壁、天井、 

   小屋組・下屋） 

２．雨水の浸入を防止する部分 
  （外壁・開口部、小屋裏、軒裏、バルコニー、内壁、天井、屋根） 

３．省エネ・断熱に関する部分 
  （外部に面する開口部、断熱材、熱源機）  

４．バリアフリーに関する部分 
  （各所の段差部分、階段や浴室・トイレ等の手摺） 

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 ＨＰより 

ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＦＩＥＬＤ 



 
建物調査 
 
『OKUTAインスペクション
フィールド』による精度の高 
いリミテッド診断 

 
 
高性能・高品質リフォーム 
 
長期優良住宅の基本性能を基準
とした高品質・高性能かつデザ
イン性の高いリフォーム 

 

 
瑕疵保険 
 
住宅リフォーム瑕疵担保責任
保険を適用 
 

 
 
住宅履歴 
 
リフォーム工事後も定期点検
や小規模改修工事の履歴を保
存・管理 

 

 
不動産仲介 
 
大規模修繕リフォームを前提
とした中古住宅の物件探しを
サポート 

 

 
アフターサービス 
 
会員制のＬＯＨＡＳクラブに
加入していただくことにより
安心できるサポートを提供 

 

中古住宅の売買を安心して簡単に行えるよう、物件の売買、リフォームの設計・施工、保証・保険、アフターメンテナンス、住宅履歴
に至るすべてのサービスが１企業の事業内容で完結できるワンストップサービスモデルとして構築。 

これにより、中古住宅を取り巻く各種情報、住宅品質、保険等の一元管理が可能となり、信頼性の向上に大いに寄与することがで
きるとともに、中古住宅の長期利用・資産価値の向上を行うことによって、安全で高付加価値の中古住宅の流通促進を図る。 

ＯＫＵＴＡ 
One Stop Renovation Service Model 

 
融資 
 
中古住宅購入時に購入費用と
リフォーム工事費用を含めて
一本化 

 



住宅取得 プラン契約 契約・着工 リフォーム工事完了 

不動産仲介・建物調査・リフォーム工事・瑕疵保険・住宅履歴・アフターサービス 

すべてのサービスを一元化してＯＫＵＴＡが提供するワンストップサービス 

瑕疵保険 検査機関 

住宅履歴サービス 『目視録』 

顧客 

株式会社 OKUTA 

仲介 

建物調査 

トータルサポート 

ロハスクラブ 

ＯＫＵＴＡ 
インスペクションフィールド アフターサービス 

・契約書 
・見積書
・竣工図 他 

・点検履歴 
・修繕履歴 他 

建物調査 

認定 

・検査書類 他 

性能向上 
リフォーム 



Architects  Consultants 



構造躯体の耐久性 

コンクリートひび割れ 漏水状況確認 ジャンカ確認 躯体制度確認 



耐震性 

壁の桟(さん)と家具の芯材が確実に入って
いる位置に、長めの木ねじを使用して取り付
ける。 



維持管理の容易性 



変化に対応できる良質な空間 

工場により管理されプレファブ化されたNEXT-INFILL工法の下地パネルを採用し、 
職能レベルに左右されることなく、精度の高い下地を構築。 
  
先行して住戸境の躯体六面に沿ってベースインフィルを施工し、 
躯体と下地の間に、調湿機能があるセルロースファイバー断熱材を 
充填することで、住戸内に結露がおきにくく、温熱・音環境の性能が向上し、 
間仕切り変更時にもその性能変化が起きにくい仕組み。 
 



変化に対応できる良質な空間 

■省エネルギー性、防耐火性能 

住戸境となる躯体六面に沿って「セルロースファイ
バー」断熱材の充填とインナーサッシによる2重サッシ

化で、住戸内の温熱・音環境および気密の性能が向
上。 
CO2排出年間削減を見込めるLOHASマテリアルの自

然素材建材とエコセレクション機器を標準採用。また、
仕上げ材として採用しているEM珪藻土（左官材）は稚

内珪藻頁岩を主成分として開発し、調湿・吸臭効果が
高く、湿度を40～60％を維持するため全熱温度に効
果があり、空調機器運転時間を短縮。 
 



維持管理 メンテナンス性 



LOHAS CLUB 
（有料会員制ユーザーサポートサービス） 





リフォーム事例（集合住宅） 

平成２１年 第２回 長期優良住宅先導的モデル事業 既存住宅等の改修に関する提案 
提案名：ロハス価値向上プログラム：Ｌ－Ｖ．Ｉ．Ｐ（Ｖａｌｕｅ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ Ｐｒｏｇｒａｍ） 

H邸 

２０１１ジェルコリフォームデザインコンテスト 全国優秀賞 

概要 築後年数：２０年 
   延床面積：６８㎡ 
   改修費用：約１,２００万円（スケルトンリフォーム） 

第２８回住まいのリフォームコンクール 
                 住宅金融支援機構理事長賞 



リフォーム事例（集合住宅） 

平成２１年 第２回 長期優良住宅先導的モデル事業 既存住宅等の改修に関する提案 
提案名：ロハス価値向上プログラム：Ｌ－Ｖ．Ｉ．Ｐ（Ｖａｌｕｅ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ Ｐｒｏｇｒａｍ） 

H邸 
概要 築後年数：２０年 
   延床面積：６８㎡ 
   改修費用：約１,２００万円（スケルトンリフォーム） 

２０１１ジェルコリフォームデザインコンテスト 全国優秀賞 

第２８回住まいのリフォームコンクール 
                 住宅金融支援機構理事長賞 



リフォーム事例（集合住宅） 

H邸 
概要 築後年数：１５年 
   延床面積：９３㎡ 
   改修費用：約１,０００万円（スケルトンリフォーム） 

２００９ジェルコリフォームデザインコンテスト 全国優秀賞 

第２５回住まいのリフォームコンクール 
                               優秀賞 



リフォーム事例（集合住宅） 

H邸 
概要 築後年数：１５年 
   延床面積：９３㎡ 
   改修費用：約１,０００万円（スケルトンリフォーム） 

２００９ジェルコリフォームデザインコンテスト 全国優秀賞 

第２５回住まいのリフォームコンクール 
                               優秀賞 



リフォーム事例（集合住宅） 

S邸 
概要 築後年数：１５年 
   延床面積：５１㎡ 
   改修費用：約５００万円 

２０１１ジェルコリフォームデザインコンテスト 全国優秀賞 

第２８回住まいのリフォームコンクール 
                              優秀賞 



リフォーム事例（集合住宅） 

S邸 
概要 築後年数：１５年 
   延床面積：５１㎡ 
   改修費用：約５００万円 

２０１１ジェルコリフォームデザインコンテスト 全国優秀賞 

第２８回住まいのリフォームコンクール 
                              優秀賞 



リフォーム事例（集合住宅） 

T邸 
概要 築後年数：２５年 
   延床面積：５１㎡ 
   改修費用：約１,１００万円 

２０１１ジェルコリフォームデザインコンテスト 関東甲信越 最優秀賞 



リフォーム事例（集合住宅） 

T邸 
概要 築後年数：２５年 
   延床面積：５１㎡ 
   改修費用：約１,１００万円 

２０１１ジェルコリフォームデザインコンテスト 関東甲信越 最優秀賞 



大切に住んだ想い出いっぱいの家 

価値のある 「モノ」 と、「コ ト」 を提案していますか？ 

住み継ぐ時代へ 

手を入れなければならない技術と、 
            手を入れてはいけない伝統 


