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「建築と社会J 7月号表紙

.作品名 rSKYRC-30J • 
作者 株式会社拠村組 ・使

用ハード グラ7ィカM-508、

IBM4381 ・ 使用ソフト LU-

MINOUS ・作品解説集合

住宅は都市住宅として年々111

JJIIしている。このがP.ll!にこた

えるため、当社が開発した経

済的て"'~r f.上位のよい超高!日集
合住宅がSKYRC-30である。

構造形式は RC泣純ラーメン

村'li立で、画，t b.~性にす ぐれた抑

制:のある骨組である。また鉄

筋革tlh立てのプレハブ化をは

じめ、現場作業を極力省力化

した合理化施工法を隊問して

いる.
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