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シンワの鉄骨造ハウスシンワの鉄骨造ハウス

エースタイプ 住宅・施工例

（１）

外壁材にデザイン豊富な窯業系サイディングを採用



シンワの鉄骨造ハウス

住宅・施工例

スッキリとした外観で低コストを実現

（2）

※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。



（３）

自由設計でお好みのライフスタイルを実現

鉄骨造だからシロアリに強い

シンワの鉄骨造ハウス

住宅・施工例

鉄骨造だからシロアリに強い



シンワの鉄骨造ハウス

住宅・施工例

（４）

※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

増築にも対応した鉄骨造



シンワの鉄骨造ハウスシンワの鉄骨造ハウス

エースタイプ

（5）

事務所・店舗

貸店舗

設計事務所

レンタカー事務所

事務所 事務所

ゴルフ場・クラブハウス

設計事務所就労施設



シンワの鉄骨造ハウス

事務所・店舗

（6）

※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

診療所

理髪店

野菜市場

自転車店



シンワの鉄骨造ハウスシンワの鉄骨造ハウス

エースタイプ

（7）

工場・倉庫等

大規模工場・倉庫から小規模作業場・物置まで！



シンワの鉄骨造ハウス

工場・倉庫等

（8）

※外観写真は一部特別仕様が含まれております。※外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

外壁材にガルバリウム角波鋼板（アルミ合金）を採用



（9）

施工例

軒・ガレージ・ベランダ等

門扉・ゲート・フェンス等

お客様のご希望に添った構造物の製作・施工を当社の
建築施工管理技士・鋼構造物資格技術者が安心施工致します。

ブロック塀やアルミ製ゲート・門扉・鋼製フェンス等
各種エクステリアも承ります。

鋼構造物



（10）

窓格子各種鋼製階段

屋根明かり取り 水タンク架台

その他色々な構築物

珊瑚養殖実験棟（宜野湾漁港）珊瑚養殖実験棟（宜野湾漁港） 珊瑚養殖実験棟（牧港漁港）珊瑚養殖実験棟（牧港漁港） 牛舎（大里村 松坂牛用）牛舎（大里村 松坂牛用）

複合養殖施設 ミーバイ・珊瑚・海ぶどう・熱帯魚（うるま市）複合養殖施設 ミーバイ・珊瑚・海ぶどう・熱帯魚（うるま市）

珊瑚養殖場（沖電開発 牧港）珊瑚養殖場（沖電開発 牧港）

農連ファーム改装（那覇市）農連ファーム改装（那覇市）

海ぶどう養殖施設（恩納村）海ぶどう養殖施設（恩納村） 昇降用タラップ（那覇市 とまりん）



（11）

内装工事・施工例

住宅・子供部屋

事務所・店舗



（12）

厨房・キッチン

トイレ・浴室



（13）

スマートな外観に居住性をグレードアップ。

壁パネル

◉ 内装材

◉ 木製フレーム

◉ 金属系サイディング

パネルサンプル

シンワのプレハブ造

ガルバリウム鋼板ʷ→（55％アルミ・亜鉛メッキ鋼板）
メッキ層中多量のアルミを含み、亜鉛メッキ鋼板を更に
３～６倍の耐久性を持たせ、耐熱性にも優れております
また反射率が大きく断熱効果にも優れております。

既成品の板厚0.35ｍｍより強度
重視の0.5ｍｍを自社製作
自社で成型加工する事により最
⾧５ｍの⾧尺加工を実現し建物
に合った均等割付ができ短尺取
付による強度低下がありません
また雨樋としての機能を持ち改め
て雨樋を取り付ける必要がありま
せん。

外壁面はサビや腐食に強いカラー亜鉛メッキ鋼板を使
用し断熱材として燃えにくく断熱効果の高いイソシアヌ
レートを使用ʷ裏面のアルミ箔が輻射熱を遮断し結露
を防止します。

●外壁材は、金属系サイディングの中から居住性を重視
ʷした防炎サイディングを採用。

屋根ʷガルバルーフデッキ88

●ジョイント部分の防水・竪樋の設置はオプションとなります。

雨樋兼用鼻隠し

防炎アルミ箔カラー亜鉛メッキ鋼板 断熱材12ｍｍ

防錆キャップ
（オプション）

プレトップタイプ



（14）

自社工場製作による建築施工例です。
外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

プレトップタイプ・施工例



（15）

壁パネル

◉ 内装材

◉ 木製フレーム

◉ 窯業系サイディング

パネルサンプル

最も幅広い用途に使用されているタイプです。

●外壁材はデザイン豊富な窯業系サイディングの中から
ʷ厳選し、お客様のお好みやイメージに合ったデザイン
ʷで御提供出来るタイプです。
ʷ標準タイプはエンボスタイプのサイディングで御提供致
ʷしております。

シンワのプレハブ造

プレフォームタイプ

●壁ブレースは水平応力が効率よく基礎方向へ伝わるよう配置されております。
ʷ壁パネルの内部にフラットバーを埋め込むインナーブレース加工も可能です。

（壁パネル式ʷ構造図解）

厚物サイディングの対応型

従来のプレハブ・はめ込み型柱

柱

内装材

内装材

木製フレーム

木製フレーム

サイディング12ｍｍ

サイディング10ｍｍ以下

シーリング防水

アウトタイプブレース インナータイプブレース

公共施設にも採用される信頼と実績



（16）

自社工場製作による建築施工例です。
外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

プレフォームタイプ・施工例



（17）

シンワのプレハブ造

壁パネル

◉ 内装材

◉ 木製フレーム

◉ 凹凸カラー鋼板

パネルサンプル

ムダを省いたプレハブ工法・経済的でスピーディー。

オウトツ

●外壁材は、カラー鋼板を成型機によりオウトツ加工を施した
ʷ凹凸カラー鋼板を採用ʷ従来の仮設タイプにデザイン性を
ʷプラス

●プレハブ建上作業の中で鋼材連結部分の殆どがボルト
ʷで連結されます、当社ではボルト連結をインパクトレンチ
ʷによる機械締めを実施しスパナや自在レンチ等、作業員
ʷの力加減による締め付けの不均等を解消しました。

ʷ連結部分をより強固にする為に自動車や機械の組立等
ʷに使用されるMボルトを採用し台風や地震による揺れや
ʷ振動によりボルトが自然に緩む現象を解消しました。

●プレスタッコタイプは経済的でスピーディーである利点を生かし仮設校舎や仮説事務所等にも多く採用されております
ʷリース用ハウスとして、リース終了後の中古ハウスとしても販売いたしております。
ʷ中古ハウスの販売は在庫量が常に変動しますので、ご用命の際は当スタッフへご確認下さい。

プレスタッコタイプ



（18）

自社工場製作による建築施工例です。
外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

プレスタッコタイプ・施工例



（19）

移動式だから設置したその日からご使用出来ます。

鉄骨造 Or プレハブ造

ユニットハウス

移動式ユニットハウス
鉄骨造・エースタイプ
プレハブ造・プレトップタイプ
プレハブ造・プレフォームタイプ
プレハブ造・プレスタッコタイプ
各種タイプを揃えております。

3坪を超える大きさの場合には、
事前に建築確認申請の届けが
必要となります。

大型車両による運搬のため、道路運搬制限（高さの制限・幅の制限等）や
運搬経路・クレーン設置スペース・ユニットハウス設置スペース等の環境
が必要となりますʷ詳しくは、当社スタッフまでお問い合わせ下さい。

1坪は
約1.8ｍ×1.8ｍ
（畳２帖）を目安
ʷʷʷʷとなります。



（20）

自社工場製作による建築施工例です。外観写真は一部特別仕様が含まれております。
外観写真のカラーは実物と多少異なる場合があります。

ユニットハウス・施工例



（21）

当 社 構 内

本社・工場本社・工場

会社概要会社概要

球陽製糖 至 ⬅ 県道33号線  ➡ 至 泡瀬球陽製糖 至 ⬅ 県道33号線  ➡ 至 泡瀬

当社構内当社構内

自社工場による生産で品質の高い製品加工・管理を実践し沖縄県の風土に適した製品を
責任施工致します。

●昭和47年本土復帰に伴い本土プレハブメーカー大和ハウスが沖縄県に進出、それに伴い
ʷ県内第１号の工事協力会社として高和建設を立上げ沖縄に無かったプレハブ建築を開始。

●昭和５９年大和ハウスから独立しシンワハウスを創業、製品加工から工事までを手掛ける。

●昭和６３年有限会社沖縄新和ハウス工業として法人会社設立。

●平成２年浦添市牧港から宜野湾市嘉数へ825㎡を借地し事務所・工場を建築し移転。

●平成７年建設業・鋼構造物の沖縄県知事許可を取得、鉄骨造ハウス５０棟以上、プレハブ
ʷ造ハウス４００棟以上を達成。

●平成１７年うるま市字塩屋に１，７５０㎡の土地を取得し事務所・工場を建築し移転。

●令和２年 鉄骨造ハウス建築２２５棟を突破・プレハブ造建築６００棟突破を達成し現在
ʷに至る。



（22）

鉄骨加工

木工

役物・水切り加工

塗装・集積 資材出荷

鋼材バンドソー２機種
鉄鋼万能機 溶接機２機・プラズマ切断機

シャーリング

パネルソーレーザー付木材切断機

万能機大型１機小型１機

電動・エアーツール各種

電動スリッター 自動成形機３機種 ⾧尺5mバッタ・2,4mバッタ

当社の各種機械設備



➡ 約200ｍ

鉄骨造ハウスから
プレハブまで

鉄骨造ハウスから
プレハブまで

ジャスコ
具志川店

㈲沖縄新和ハウス工業㈲沖縄新和ハウス工業

泡瀬 ⬅ ➡ 川田

メイクマン
　具志川店

ドンキ
ホーテ
具志川店

マクド
ナルド

コロッケ
クラブ

中城湾港

YAMADA
電気

琉球
ペイント

丸一
食品

三菱
給油所

球陽
製糖ここ

シンワハウス
⬆

県道３３号線

● 新築・増改築　● 鉄骨工事・アルミ工事

● 内装工事・外構工事　●リフォーム工事

※ その他 建築申請・電気工事・水道工事・外構工事等、多少にかかわらず
　 ご相談下さい。

〒 904-2231 沖縄県うるま市字塩屋４９４−２番地

TEL (098) 974-8680TEL (098) 974-8680
FAX (098) 974-8681FAX (098) 974-8681

ローソン
　塩屋店

メール o.shinwa@kmf.biglobe.ne.jpメール o.shinwa@kmf.biglobe.ne.jp


