
住居型ハウス組み立て手順

SEEES



高断熱段ボールハウスの組み立て



使う道具類
カッターナイフ（持参のもの）

つまようじ２

クリップ２

プラ板２

アラビック糊

カラーペン
輪ゴム２

小袋の中



４枚の段ボール型紙（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）



Ⅰから本体を抜く

ここは外さない
溝（スリット）から出たごみは
まとめてごみ箱に入れる



Ⅱから左側外壁と右側外壁を外す

左側外壁 右側外壁



Ⅲから床板を外す



左側外壁 右側外壁

本体

床板



つまようじを使って溝（スリット）を外す

ここは外さない

冷蔵庫部品
の一部

ごみはゴミ箱へ



本体の折れ線で折る（２か所）

このとき、水平になるまで押さえる



本体

左側外壁 右側外壁

本体に外壁をはめる



床板をはめる



組み上げて全体を見る

これからのり付け作業に入るが
ここはのり付けしないこと



全体をいったんばらして
本体の４か所の糊付け凸面の

表裏に糊を付ける

表裏に糊
（４か所）



本体

糊付け個所

糊が乾かないうちに次の作業に入る



床板の糊付け凸面
６か所の表裏に糊を付ける



床板（上が白）

床板を本体、左側内壁、右側内壁の
スリットに差し込み、しっかり押さえる



屋根を被せ押さえた状態で左右２か所、
クリップで押さえておく



断熱スペーサー６個所（〇）を外す



断熱スペーサーは２枚ペアを
糊付けして厚くする

内側壁用スペーサー短（前） 内側壁用スペーサー長（後ろ）



ペアを糊付けする
はがれないように３０秒は押さえておくこと



糊付けした断熱スペーサー



左右内壁用断熱スペーサー短（前）２本と
床下板用断熱スペーサー長（前）１本の
片端面にマジックペンで色を塗る

（断熱材であることを見て分かるために）



左右内壁と床下板の取り外し

左側内壁

右側内壁

床下板

冷蔵庫部品
の一部

（取って置く）
〇



エアコン線ガイド
（１本）

照明線ガイド

冷蔵庫部品の
一部 左側内壁

右側内壁

床下板



線（コード）のガイドを貼る



切り欠き
エアコン線穴

左側内壁にエアコン線ガイド１本を、エアコン
穴の端部と切り欠き端部を結ぶ線（赤線）に
沿って糊付け

反対側に断熱スペーサー短（前）を
壁の端面に揃えるように糊付け



左側内壁に断熱スペーサー長
を糊付けする

２枚の断熱スペーサー糊が
十分乾いてから、両方の
断熱スペーサーに糊を付ける



左側内壁の下の凸部が
床下のスリットにはまるように
して、外側壁と内側壁の端面が
合うように、ぴったりと壁どうしを
貼り付ける



壁どうしがはがれないよう
断熱スペーサー部を
ぴったりと３０秒ほど両手で
押さえる



切り欠き照明線穴

ガイド部品はエアコン穴の端部と
切り欠きの端部をつなぐ線（赤線）とに沿って貼り付ける

右側内壁

右側内壁にガイド部品を取り付ける



同様に、右側内壁に
断熱スペーサを糊付けする

糊が乾いたら、その断熱
スペーサーの表に糊を付ける



右側内壁の下の凸部を床下のスリットに合わせ
内壁と外壁の端面が合うように断熱スペーサー部を
ぴったりと張り合わせその状態で３０秒ほど押さえる

スリット
端面



前後ろ

断熱スペーサーに
のりを付ける

床板下に断熱スペーサーを前後に糊付けする
カラーペンで塗った部分は、前の方に来るようにする



断熱スペーサーを付けた床下板を
床下板と床板の端面が合うように
ぴったりと張り合わせ、３０秒ほど押さえる

端面



断熱スペーサーを挟んだ壁と床下の出来上がり



屋根を被せて押さえておく

端面

天井梁の取り外し

天井梁の組み立て

折れ線で平らになるまで折る

内壁の対応するスリットに、
４つの端面に糊を付けて入れる



２重窓を作る

窓枠５つの中に、５つの
机の部品があるので
取って置く



５枚の窓枠と２重窓用プラ板２枚

外側窓枠１枚

プラ板 内側窓枠４枚



２枚の内側窓枠の片面に糊を付ける

片面の窓枠にプラ板を付ける
もう１枚の窓枠でプラ板を挟み込み
しっかり押さえる



２組のプラ板を挟んだ窓枠と
外側窓枠

内側窓枠どうしを糊付けし、
さらに内側窓枠に糊を付けて
外側窓枠に貼り付ける

窓枠が整列するように注意！

２重窓を見せられるよう
取り外し可能にしておいておくと良い



エアコン

電子レンジ

スマートメーター

それぞれ外側が白になるように張り合わせる

小さな穴部品

注意：はじめにエアコンだけ作る



エアコンの組み立て

小さな丸にLEDが入るので
この部品が外側

壁には取り付けずこのままにしておく

小さな穴（LEDの固定穴） 大きな穴は２枚



室外機（１）

室外機（２）

５枚の部品で室外機を張り合わせて作る（２台）



冷蔵庫（６枚） 室外機２台（５枚）

スマートメーター（３枚)

電子レンジ（４枚）

エアコン（３枚）

（）内は重ね枚数



テレビ

調理台

エネファーム
/エコキュート

食器棚

注意：ここでは調理台とエネファームだけを作る



のりしろと対応個所に糊を付ける

しっかり３０秒ほど押さえる 輪ゴムをかけてしばらく置いておく

調理台・エネファーム・食器棚・
テレビの組み立て

はじめは調理台

調理台の組み立て



エネファームを作る
調理台とエネファーム

テレビ

食器棚

ここでは作らなくてよい



エネファーム

調理台

調理台の取り付け

ここでは作らなくてよい



冷蔵庫・室外機２台・スマートメーター
電子レンジ・エアコン

注意：エアコンは電子部品組み立て
の時まで糊付けしないで取って置く

エネファームの取り付け

今日はここまで出来なくても良い



第１段階の組み立て終了

時間がある人は、残りの部分を行う



玄関階段の組み立て

階段

階段ステップ

玄関たたき

玄関屋根



玄関階段の組み立て

糊



大間仕切り

間仕切りの組み立て

間仕切り（１） 間仕切り（３） 間仕切り（２）



間仕切り（１）

間仕切り（２）

間仕切り（３）

間仕切りの組み立て

大間仕切り



組みあがり

注意：机（テーブル）は写真を見て作ること
エアコンは取り付けていない、穴だけ見える

スマートメーター

エネファーム

エネファーム室外機

調理台

テレビ
（LEDなし）

机（テーブル）

冷蔵庫

電子レンジ

食器棚

エアコン穴

エアコン室外機



電子部品の組み込み



コード付き基板 ソーラーパネル

短絡ソケット

大袋から丁寧に取り出す



短絡ソケットを真ん中の
ペアピン８に差し込む

ソーラーパネルのソケットを
右端のペアピン１に差し込む



１２３４５６７８９

ペアピンの番号



いったん全部ソケットを外す



床下板への基板の貼り付け手順



両面テープを貼った基板



両面テープを貼ったままスイッチ穴に
基板を差し込み位置を確認する



両面テープを貼ったまま床下板の
穴にすっぽり入ることを確認する



両面テープをはがして床下板のスイッチの穴にぴったり
はまるように差し込み固定する

このときスイッチの穴に入れるまで両面テープが床下板に
つかないよう十分注意すること





屋根の穴を開ける

ソーラーパネルの取り付け



ソーラーパネルの線の付け根が穴の中央に
来るようにパネルの位置を決め、印をつける

パネルの両面テープをはがして印をつけた位置へ貼る



コードを床下右後ろの穴から通して
基板の１番ペアピンに挿す



緑LEDコードのソケット２を
窓下と玄関扉の間の穴から通す

玄関灯の組み込み

緑LEDを挿しこむ ソケットを２番ペアピンに挿しこむ



照明の組み込み

白LED３のソケットを天井梁の穴から通し
下に押し込んで床下の穴から出す

通りにくい時は竹串で誘導する ソケットを３番ペアピンに挿しこむ



エアコンの組み込み

エアコンの大きな丸からLEDを差し込む

このような状態になる

３番ソケットをエアコンの穴から通し
床下穴から出す



このような状態になる

LEDの線側のLED段ボールに
糊を付ける

LEDをLED穴の位置に付ける ソケットを５番ペアピンに挿しこむ



エネファームの組み込み

LEDをエネファームの穴に挿しこむ

ソケットをペアピン６番に挿しこむ

このような状態になる



最後に短絡ソケットを８番のペアピンに差し込む



玄関灯が光っているか １番スイッチを押すとメロディーが鳴るか

３番スイッチを押すとエアコンが光るか

光や音が弱いようなら白熱球や
太陽光で充電する



これはすべての調度品などが
組み上がった状態

今日はここまでできなくても良い

自由研究で調度品を追加したり、
色を塗ったり、家電製品の原理を調べたり
地球温暖化や自然エネルギーについて
調べたりしよう！


