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少子高齢化や地球温暖化などをはじめ、社会的にも環境的に
もさまざまな問題があり、それにともなって人々の価値観の
変化、住まいに対する考え方も変化していきます。そんな変わ
る世の中で、わたしたち住宅業界は何をするべきか、住まいづ
くりのために応援できることはなにかという背景のもと、テー
マを決めました。

アカウント：＠ japankenzaifair
URL：https://www.instagram.com/japankenzaifair/

ジャパン建材フェア
インスタグラム更新中！

東京ビッグサイト青海展示練へのアクセス

変わる、変える
～変わるを応援する～
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Bulls
ジャパン建材のプライベートブラ
ンドである「Bulls 商品」を一挙
に 展 示。 約 500 ア イ テ ム に 加 え
新商品や当日限りの特価品など、
役立つ商品や企画を取り揃えてご
提案。毎回人気の Bulls パックコー
ナーでは、今回も選りすぐりの商
品 を 数 量 限 定 で 販 売 し ま す。 新
Bulls カタログ vol.13 も配布中！

快適住実の家
「快適住実の家」とは、地域に寄り

添う親しみやすさと、確かな技術
を持った工務店様を支援する会で
す。＜営業支援＞と＜国策対応＞
の二つを軸に、工務店様の集客か
ら各種技術的申請、アフターメン
テナンスまで家づくりにかかわる
業務を積極的にサポートしていま
す。業務効率化が図れるサポート
メニューや、情報をご用意！

住まい方・暮らし方
当コーナーは、一人一人が想い描
く理想の住まいと暮らしについて
考えていただく場です。今回のテー
マは「変わる、変える」。環境問題、
社会問題における未来への課題は
様々。私たちはどんな視点でこれ
からの家づくりを考えたらいいの
だろうか。みんなで一緒に考えて
みましょう。

J-GREEN
2017 年、ジャパン建材は合板・木
材製品のエコブランド「J-GREEN」
事業を開始しました。合法性等に
配慮した製品、環境にやさしい製
品を選定し、国内外での普及に向
け取り組んでいます。当日は、オス
スメ商品を多数ご用意！天然素材
ならではの温かさや風合いを、実
際に手に取ってお確かめください。

11：30
▼

12：30

台風頻発！
雨漏・結露の事故事例から学ぶ

屋根換気と通気と雨仕舞

（株）ハウゼコ
代表取締役社長　神戸睦史 氏

13：00
▼

14：00

工務店なら必ず知っておきたい、
ミライのテクノロジー４選

IOT システムズ
ソニーネットワークコミュニケイションズ（株）

（株）NTT ドコモ
 KAKUCHO（株）

10：30
▼

11：15

2020 年なにが変わる？時代の先駆けは誰だ！
クイズ王決定戦！

11：30
▼

12：30

あなたの進むべき方向は !?
異なる事業スタイル実践者から学ぶ

工務店の勝ち残り手法！
快適住実の家  事務局　主催

13：00
▼

14：00

社員ゼロでも仕事が進む !?
テクノロジーで変わる住宅業のミライ

リフォーム産業新聞社
報道部長　福田善紀 氏

11：00
▼

SGEC/PEFC ジャパンとしての森林認証
SGEC/PEFC ジャパン

認証部

12：00
▼

WoodAlc 取組事例紹介
（一社）日本 WOODALC 協会

事務局

13：00
▼

もっと使おうＣＬＴ～ＣＬＴの現況と建築事例～
（一社）日本 CLT 協会 業務推進部次長

酒井  洋 氏

11：00
▼

森林認証制度 FSC® 認証の概要
FSC ジャパン　キーアカウント＆キャンペーン・オフィサー

河野絵美佳 氏

12：00
▼

WoodAlc 取組事例紹介
（一社）日本 WOODALC 協会

事務局

13：00
▼

もっと使おうＣＬＴ～ＣＬＴの現況と建築事例～
（一社）日本 CLT 協会 業務推進部次長

酒井  洋 氏

ジャパン建材フェア　スペシャルイベント 木質実践ミニセミナー
B ホール　イベントステージ 木質実践セミナー会場

ジャパン建材フェアでは、提案コーナーを
ご用意してみなさまをお待ちしております。
プライベートブランド「Bulls」「J-GREEN」
を始め、メーカー様とタッグを組んで商材
を提案しているコーナーや、木材、合板商
品が充実しているコーナー、暮らしにフォー
カスしてさまざまな角度から提案を行う
コーナーなど、見ても、聞いても、買って
も楽しいコーナーが満載！この機会にぜひ、
モノ（商品）とコト（情報）をお持ち帰り
ください！

ジャパン建材
提案コーナー

セミナーの内容は、都合により変更になる場合もあります。
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第一部  講演会

2020（令和 2）年1月14 日  帝国ホテル 東京で開催されました

第22 回  東京ジャパン建材会  総会
業界最大規模を誇るジャパン建材のお客様会、1 都 9 県
に会員・賛助会員合計 484 社を擁する「東京ジャパン建
材会」による新年恒例の総会が、総勢 600 名を超える会員・
賛助会員が一堂に会して、盛大に開催されました。

講師　髙田  明　氏

第二部  総  会

第三部 懇親会

開会の辞
東京ジャパン建材会  副会長
有限会社  染谷材木店
代表取締役社長

染谷  重明　様
「東京オリンピック・パラリン

ピックの年、60 年に一度の庚子
（かのえね）、今年は新しいもの

へ変わり始める年。良くも悪し
くも急速な変化を経験した昨年
の亥年に勝る一年にしたい」と
抱負を述べ、総会を開幕いただ
きました。

閉会の辞
東京ジャパン建材会  副会長
株式会社コバヤシ
代表取締役

池田  昭義　様
「東京オリンピック・パラリン

ピックが開催される本年は、ポ
ジティブに考えて、“ 終わり良
ければ全て良し ” となる年とし
たい」と抱負と、無事に総会が
終了できる感謝を述べた後、総
会の幕を閉じていただきました。

会長挨拶
東京ジャパン建材会  会長
株式会社  シノザキ
代表取締役

篠崎  務　様
「新しい芽吹き、発展の始まり

といわれる庚子の今年だからこ
そ新たなビジネスチャンスを広
げられるように、会員の皆さん
で運を呼び込み、見方に付けて、
最高のツキが来る年にしましょ
う」と、抱負を語っていただき
ました。

JKホールディングス挨拶
JKホールディングス株式会社
代表取締役社長

青木  慶一郎
「世界情勢・経済情勢の大きな

変化に対応できるよう、常に半
歩先を考え、自ら行動を変え、
グループのシナジーを高め、ア
イデアを出し、皆様のお役に立
て る “Change before you have 
to” に邁進します」と挨拶を述
べました。

賛助会員代表挨拶
ニチハ株式会社
代表取締役社長

山中  龍夫　様
「昨今の住宅業界は厳しい状況に

ありますが、変わる・変えるこ
とを恐れないでチャレンジを続
ける、信頼できるジャパン建材
様と力を合わせ、ONE チームで
機運を変えていきたい」との意
気込みをお話しいただきました。

ジャパン建材挨拶
ジャパン建材株式会社
代表取締役 社長執行役員

小川  明範
「快適で豊かな住環境を求める

ニーズ・シーズの多様化が進む
なかで、社会に必要とされ、皆
様と末永く共存共栄させていた
だけるよう、新しい価値創造と
協業活動に取り組みます」と述
べ、一層のご愛顧・ご支援をお
願いしました。

総会に先立ち、株式会社ジャパネットたかた創業者とし
て通販会社のビジネスモデルを構築した髙田 明氏を講
師に迎え、『夢持ち続け日々精進』を演題に、軽妙で説
得力のある独特の語り口で講演いただきました。
夢を持ち続け、常にポジティブに、使命と情熱をもって
活動し続けて 117 歳まで日々精進を続けて生きると断言
する髙田氏。「人を幸せにすること」を使命とし、商品
には人を変える力があることを信じて、今日のメディア
ミックスによる通販を実現。そこに至るまでのエピソー

ドや、その後の J リーグ・V・ファーレン長崎の運営会
社社長として選手を勇気づけた話、企業にとっての「不
易流行」が貫ける DNA をもつ者に事業承継すべき等々、
経営者目線のアドバイスがふんだんに盛り込まれた内容
でした。
伝えることの大切さと、伝えるためには言葉以外の身振
り・手振り・表情も加えるべきだという持論を体現した
感慨深い講演に、聴講者からの惜しみない拍手が贈られ
ました。

『夢持ち続け日々精進』

JK ホールディングス株式会社 代表取締役会長 𠮷田隆による挨拶で開幕、東京ジャパン建材会 新潟支部長
大塚住宅建材株式会社 代表取締役社長 池田新太郎 様による乾杯、賛助会員を代表してクリナップ株式会社 
代表取締役社長執行役員 竹内宏 様による中締めと、和やかな雰囲気で賀詞交歓が行われ親睦を深めました。
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  JKHD
  グループ紹介 INTERRA Japan 株式会社 会社概要

会　　社　　名：INTERRA Japan 株式会社
代表取締役社長：宇津木  実
従　　業　　員：13 名
設　　　　　立：1999 年（平成 11 年）4 月 1 日
業 務 内 容： 住宅建築資材の輸入及び販売・インターネット事業

による建築資材及び携わる商品の販売
所　　在　　地：埼玉県八潮市西袋 902
会社ホームページ：https：//www.interrajapan.com/
E  C サ イ ト ：https：//www.interrajapan.shop/

INTERRA とは International（国際的）と terra（地球・大地）との造語です。
INTERRA Japan 株式会社は 1999 年 4 月に輸入建材の国内流通を目的に設立され、2018
年 12 月にネットとリアルの融合を実現すべく新生 INTERRA  Japan となりました。
輸入建材のメイン商品として MASONITE（メソナイト）ドア・ヘムロックオリジナル木
製ドア、輸入住宅には欠かせないモールディング、さらに水廻りの水栓や洗面シンク、
外装廻りの装飾部材など幅広く販売しております。
取扱う商品は、北米を中心にコンテナで輸入し、北は北海道、南は九州ま
でを販売エリアとして営業活動しております。また、ご愛顧いただいて
おりました「輸入建材 .com」も、令和元年 4 月に「建材 SHOP INTERRA」
としてリニューアルしました。
INTERRA Japan は、皆様のご要望にこたえ、JK ホールディングスの掲げ
る＂快適で豊かな住環境の創造 ” を叶えるべく邁進して参ります。

さまざまな暮らしのスタイルに合わせることができる自然な木目の室内（内装）
ドアです。天然素材ならではの重厚感、そして優しいぬくもりを感じることが
できます。
壁紙やカーテンなど、お部屋のイメージにあわせてカラーコーディネイトをお
楽しみください。

アメリカフロリダ州で内外のドア、ドアコンポーネント、ドアエントリシステ
ムを製造している商業用および住宅用ドアの世界最大のメーカーです。
1 日に 120,000 を超える内外装の木材、グラスファイバー、金属製のドアを生
産し、北米、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカの 12 か国で 60 を超
える施設で事業を展開しています。

荷降ろし風景

INTERRA Japan オリジナル　ヘムロック天然素材ドア MASONITE　メソナイト室内ドア
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山陽の「山」に佐藤の「藤」

小川　まず、ご創業の頃から聞かせていた
だけますか。
佐藤社長　創業者は私の父、佐藤昭です。
父は 1927 年（昭和 2）生まれ、秋田県出身
で、地元の東洋合板さんに就職したのです
が、ベニヤ工場で右手指にケガをしたのを
きっかけに上京して建材問屋の山陽さんに
転職したそうです。そこから独立して始め
たのが 1957 年（昭和 32）11月のことです。
　会社設立時は山藤ベニヤ商会でしたが、
2009 年（平成 21）に現社名にしました。
社名の「山藤」は、山陽さんの「山」に佐
藤の「藤」を加えたものだと思います。
小川　ご創業の地は現本社地ですか。
佐藤社長　創業したのは足立区東和 2丁目
で、1974 年（昭和 49）に現本社ビルを新
築して移転しました。
小川　気骨ある昭和一桁生まれのお父様が
ご創業された時代は高度経済成長の真っ只
中で市況感も良かったでしょうし、それま
でにお得意様もできていたのでしょうね。
佐藤社長　その頃の話を父から詳しく聞か
されていないのが残念です。

慌しく経営を引き継ぐ

小川　佐藤社長がご長男ですか。
佐藤社長　はい、男は私一人です。
小川　物心ついた頃から後を継ぐお気持ち
でしたか。
佐藤社長　自然にそういう気持ちは育って
いたと思いますが、まず、友人のお父さん
が経営する運送会社に約 2年間勤め、20歳
で家業に入りました。
小川　入社された頃の年商を覚えていらっ
しゃいますか。
佐藤社長　今から 40 年前の年商は約 8億
円、従業員は今より多くいました。
小川　今と比べると工務店様の数も多かっ
たでしょうし、新設住宅着工戸数が 140 万
戸を超えていた時代ですね。
佐藤社長　そうですね。当時は直送ではな
く、店の在庫から配送する形で、とにかく
配送に追われました。
小川　入社してすぐに運送会社での経験が
活かせましたね。
佐藤社長　はい、当時は運ぶのが当たり前
のサービスという環境でしたので、役に立
ちました。
小川　社長ご就任は、いつでしたか。
佐藤社長　1997 年（平成 9）9月に、病気
療養わずか 2か月で父が他界したため、急
遽、後を継ぐことになりました。
小川　北海道拓殖銀行の破綻、山一證券の
自主廃業など景気が下降しはじめた時期で
すね、ご苦労されたかと思いますが。
佐藤社長　販売に関しては特に問題はあり
ませんでしたが、財務関係のことが全くわ
からなくて大変でした。
小川　世代交代につきものの一つが、先代
と一緒に頑張ってこられた方々との関係構
築ですが、いかがでしたか。
佐藤社長　確かに私にとっては大先輩ばか

りで当初は遠慮してものが言いにくいこと
はありましたが、皆さんに支えてもらって、
事業を引き継いだ当初は売上も良好でした。
　それが 2000 年代に入って、構想もビジョ
ンもまだ固まっていない時期に苦戦を強い
られることになりました。
小川　その後、2008 年（平成 20）のリー
マンショック、さらに市場の縮小傾向の中
で、お客様に変化はありましたか。
佐藤社長　リーマンショック以降、大きく
変わったと思います。
小川　その頃から売上重視から収益主義に
シフトされるようになったと思いますが、
山藤様では、ご創業以来の材販をメインと
した事業を継続してこられたのですか。
佐藤社長　メインは今も変わらず材販です
が、平成に入った頃からサイディング外壁
工事も手掛けるようになりました。
　さらに内装工事にも取り組んでいけるよ
うな環境づくりを模索しているところです。
小川　お客様の職人さん不足を補えるよう
な形での材工の受注ということですか。
佐藤社長　そこがメインです。ただ最近は、
お施主様から直接相談されるケースも出て
きているようです。そういったニーズへの
対応にはお客様との協力関係が不可欠なの
で、お客様と共に最善の道を切り開いてい
ければと思っています。

事業承継をクリア

小川　事業承継が大きな課題になるなかで、
山藤様では御子息お二人が家業に入ってい
らっしゃって、とても心強いですね。
佐藤社長　はい、おかげさまで長男・将真
はジューテックさんで、次男・祐人はノダ
さんで修業させていただくことができまし
たので、互いの経験を活かしながら力を合
わせて頑張ってもらいたいと思っています。
佐藤企画開発室長　私は入社して 3年です。
佐藤市場開発室長　私はまだ入社 1年です。
佐藤企画開発室長　まだ、二人合わせてやっ
と一人前という状況です。
小川　お二人の家業を継ごうという意識は、
早い時期からありましたか。
佐藤企画開発室長　自然の成り行きですね。
佐藤市場開発室長　私も学生時代には全く
そういう気持ちはありませんでしたが、ノ
ダさんに入ってから業界に興味をもつよう
になりました。

小川　修業された会社とは組織も規模も異
なるでしょうが、こういう事をやってみた
い、こういう改革をしてみたい、と考えて
いらっしゃることが、おありですか。
佐藤企画開発室長　いろいろ考えている事
はあります。例えば、今は組織的に動く規
模ではなく、どちらかというと、個人それ
ぞれの力で動いている感じの会社なので、
徐々に組織的に動けるように変えていかな
ければいけない、と思っています。
小川　そういう経営的なお考えを、お父様
と三人で話し合われることはありますか。
佐藤市場開発室長　まだ、たいした事は言
えませんが、土曜日に開く会議には弁当を
出したほうがいいんじゃないか、その程度
の事から、ぼちぼち提案しています。
小川　ささいな事のようですが、そういっ
た社員さんへの心配りが大事だと思います。
　大先輩の佐藤社長を差し置いて私が言う
のも口幅ったいですが、私がジャパン建材
に入社したのは 2006 年（平成 18）です。
それまでと全く異なる業界に入って何もわ
からない状況でしたので、最初の年は全国
各地のお客様を回り、夜は当社営業所所員・
営業担当と食事をして、胸襟を開いて話を
してもらうことに努めました。そこで耳に
した不満を解消できるように、また要望も
叶えられるように、周囲も巻き込みながら
少しずつ変える努力をしてきました。
　最初に変革が必要と感じたことも、在職
3年、5年と経つうちに、当たり前の事にな
りがちです。今、お二人が新鮮な目で見て
感じていらっしゃる思いを、お父様と、あ
るいはご兄弟で話し合うだけでなく、社員
さんと意見交換もされると、皆さんの将来
への期待感、やる気、さらには皆さんとお
二人との親近感も高まると思います。
佐藤社長　おっしゃるとおりですね。
小川　全国各地のお得意様で、将来の後継
者として家業に入られた方、すでに世代交
代されている方たちも、「何をすべきか」「ど
うすれば良いのか」など、悩まれています。
そうした同じ悩みをもつ若い人たちが気軽
に話せるコミュニティーや、同規模の会社
で取り組んでいる事例を学びあえる、エリ
アを越えたお客様間の交流が、これから必
要になるのではないかと思います。そうし
た交流のお手伝いもできると思います。

若い力が、若い人を呼ぶ

小川　これまで経済成長時代のビジネスモ
デルが主流できましたが、それでは太刀打
ちできなくなるのではないかと思います。
　例えば、建材メーカー各社さんでは需要
のダウントレンドに向けて提携を進めてい
らっしゃいます。私たち流通を担う者も、
今後どのように対処していくかが問われる
状況になると思います。
佐藤社長　そうでしょうね。
小川　販売店様は、地域密着でご商売され
ているという強みがあります。その半面、
設備投資や人の育成や採用が思うように進
まないといった課題があると思います。そ
こをどう解決していくかに経営手腕が問わ

れるところだと思います。
　また私たち問屋も、皆様の隆盛があれば
こその存在ですので、皆様に元気に頑張っ
ていただけるように、商材だけでなく、皆
様のお得意様への後方支援ツールとなるメ
ニューをご用意しています。こうしたもの
も、ご活用いただければと思います。
佐藤社長　工務店様サポートの仕組みづく
りにも力を入れていただけるのは有難いこ
とです。
小川　もっと言えば、DX（デジタルトラン
スフォーメーション＝デジタルによる変革）
の必要性も高まっています。これは、クラ
ウドや、ビッグデータを活用した分析等を
利用した新しい製品や新しいサービス、ビ
ジネスモデルを通して価値を創出・競争の
優位性を確立することとされています。そ
の実現には大きな投資が伴い、単独では取
り組むのが難しいかもしれません。でも、
100社が集まればできるかもしれません。
　また物流に関しても、働き方改革を背景
に国土交通省を中心とした「ホワイト物流
推進運動」というトラックドライバーの長
時間労働改善に向けた取組みが進められて
います。これが私たちの大きな課題になる
のは目に見えています。ですから、対応策
として、建材メーカーさんがすでに実現し
ている共同配送のようなものを、私たちも
連携して実現するなど、減少する資源を有
効利用していかなければなりません。また
そこが、“ 宝の山 ” になる可能性もあると思
います。
　山藤様の今後について、お考えを聞かせ
ていただけますか。
佐藤社長　物流は当社にとっても大きな課
題です。これまでサービスの一環としてき
た配送を、お客様の理解も得ながら見直し
ていく必要があるのではないかと思います。
　同時に、息子たちの入社のおかげで社員
にも若い人たちが加わりましたので、若い
パワーに期待しています。
小川　若いお二人が人の採用を担当されて
いるのですか。
佐藤企画開発室長　はい、若い人の確保が
できていなかったのでハローワークを回り
ました。
小川　現在の年齢構成は、どうですか。
佐藤企画開発室長　私たちを除くと、20代
2名、30代 1名、40代 3名、後は 50代で、
2020 年春には新卒も入社予定です。
小川　それは素晴らしい成果ですね。
　今後の材販についてはどのように見てい
らっしゃいますか。
佐藤社長　この地域は、おかげさまで新築
需要がまだまだ旺盛です。
　リフォーム需要も徐々に増えつつありま
すが、マンションでの荷揚げが伴うと、受
注しづらくなっていますので、対応できる
独自の仕組みづくりが必要かもしれません。
小川　当社がお手伝いさせていただける事
はまだまだあると思いますので、若いお二
人の目で後方支援メニューもご覧いただい
て、さらなる隆盛のためにご利用いただけ
ればと思います。
　貴重なお話をありがとうございました。

建築と空間との関わり方など新たな価値創造の可能性を模索し続けています。

【会社概要】
本　　社　東京都足立区大谷田 4-3-16
創　　業　1957 年（昭和 32）
設　　立　1963 年（昭和 38）
　　　　　株式会社山藤ベニヤ商会
資 本 金　1,000 万円
従業員数　18 名
年　　商　8 億 6,500 万円

【業務内容】
総合住宅資材販売、サイディング外壁工事

株式会社  山 藤
ッ

対
談

ト
プ

代表取締役 社長

佐藤  信高 様
さとう　のぶたか

【プロフィール】
1959 年（昭和 34）東京都に生まれる
1979 年（昭和 54）株式会社山藤ベニヤ商会入社
1993 年（平成 5）常務取締役に就任
1997 年（平成 9）代表取締役社長に就任

企画開発室長

佐藤  将真 様
さとう　しょうま

【プロフィール】
1987 年（昭和 62）東京都に生まれる
2010 年（平成 22）ジューテック株式会社入社
2016 年（平成 29）株式会社山藤に入社
　　　　　　　　　本社勤務

市場開発室長

佐藤  祐人 様
さとう　ゆうと

【プロフィール】
1990 年（平成 2）東京都に生まれる
2011 年（平成 24）株式会社ノダに入社
2018 年（平成 30）株式会社山藤に入社
　　　　　　　　　八潮営業所勤務
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トイレ用排水粉砕圧送ポンプ
サニアクセス 3

冷水高圧洗浄機　HD10/22S
手押し式スイーパー　KM70/20C

SFA Japan 株式会社　

ケルヒャージャパン株式会社　

SFA の「サニアクセス 3」があれば、大掛かりな工事をせずに、
お住まいのお好きな場所にもう 1 台トイレを設置できます。

◦  SFA の「サニアクセス 3」はポンプ内の高速回転刃で排泄物とトイレッ
トペーパーを細かく粉砕するので、小口径（内径 20mm ～ 25mm）の
塩ビパイプで汚水を圧送できます。

◦ 排水を重力に逆らい、上方へ圧送することができます（揚程 5m、水平
圧送距離は最大 100m）排水勾配がとれない場所にも、床のはつりや床
のかさ上げなどの大掛かりな工事をせずに、トイレを設置できます。

冷水高圧洗浄機　HD10/22S
木材の皮剥ぎが可能
　 サイクロンジェットノズルをつけること

により木材の皮剥ぎが可能となります。
　（サイクロンジェットノズル別売り）

サーボプレスユニット付
　 圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。さらに、人間工

学に基づいた設計により、高圧水の噴射時でも、反動を抑えることで疲労を軽減します

パワーノズルで効率よく洗浄
　 パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス 40％の衝撃圧力を誇ります。また、均

一な圧力を発生 し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます

ハイパワー仕様で幅広い用途に対応
　 圧力 22MPa、水量 900L/h、自己診断機能を内蔵して おり異常を検知した際はモーター

を停止させてダメージを防ぎます。

手押し式スイーパー　KM70/20C
高い作業性で効率
　 良く清掃 700mm の作業幅と大容量ダストコンテナが効

率良くゴミを回収。メイン・サイドの両ブラシは床に対
し面圧を調整でき、確実にゴミを掃き込みます。

シンプルで快適な操作で疲労軽減
　 メイン・サイドの両ブラシは床に対し面圧を調整でき、

確実にゴミを掃き込みます。作業効率アップ押して歩くだけで効率良く清掃できます。ハンド
ルの高さは身長に合わせ 3 段階に調節でき、楽な姿勢で作業が行えます。扱いやすい軽量ボディ
は衝撃に強いプラスチック製で、サビや凹みの心配がありません。

自立するコンテナ
　 ダストコンテナは静電気防止プラ スチック製。自立するため、回収したゴミの分別も簡単です。

トータルの作業時間を削減します

優れた収納性
　ハンドルを畳むことで、立てかけて省スペースで収納することができます。　

こういった従来の重力式排水では実現が難しいご要望にもお答えしやすくなります。
またクリニックや店舗などの現場の改装工事でもお役に立つ製品です。

例えば…
　ベッドの近くに水洗トイレが欲しい
　2 階の納戸をトイレに改装したい
　押入れをトイレに改装したい

＋

➡
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イチオシ！

第 42 回ジャパン建材フェア　Bulls 注目コーナー
新商品や当日限りの特価品など役立つ商品や企画を取りそろえてご提案します。ご来場の際は、是非お越しください。

ブルズパック コーナー
当日限り、売り切れ御免の大特価！

当日限り、売り切れ御免の大好評企画です。日頃からお世話になっ
ているお客様に『お薦めの新商品をお値打ち価格でお試しいただき
たい !!』という想いで今回新たなアイテムを追加いたしました。是
非お立ち寄りください。

照明 コーナー
照明の数々を会場でご覧ください！

シンプルな照明の他、デザイン系の照明も多数展示します。【一棟
丸ごとプラン】を構成する照明の数々を会場でご覧ください。また
事務所・倉庫用 LED照明の展示も併せて行います。お気軽にご相
談ください。

ジャパン電材 コーナー
住まいの快適づくりを後押し！

設計の自由度を上げる大幅に小型化したホーム分電盤、一酸化炭素
と煙で火災を感知する火災警報器、発電した電気を貯めて使える蓄
電池など、住まいになくてはならない電材製品をご用意しています。

屋根外壁 コーナー
住まいを守り、美しい景観を保つ！

フルフッ素塗膜で色あせ 15年保証のスタイリッシュな金属サイ
ディング。瓦・平葺き・石付きからお施主様好みが選べる、塩害地
でも各種保証付き超高級耐久金属屋根。丈夫で美しさ長持ちの屋根
外壁をご提案します。

AR 動画 コーナー
Bulls カタログと AR 動画がドッキング !

コーナーにご用意しているQRコードからスマホやタブレットにア
プリをインストールすると、Bulls カタログ掲載の商品 PRや施工
の動画を確認できます。是非この機会に体験してみてください。

職人 コーナー
作業着をオシャレに！

職人さんが毎日身に着けるものだからこそ、色々とこだわってみま
せんか？今回もデザイン性の高い安全靴やヘルメット、機能性の高
いアンダーシャツ、腰袋などのオシャレアイテムを追加してお待ち
しています。
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合板
天気図
合板
天気図 ジャパン建材　合板部

部長  猪爪  清和

曇り

新設住宅着工戸数
　2019 年 11 月は 73,523 戸（前年

同月比 12.7％減）で 5カ月連続の減

少。その内、木造住宅は 45,326 戸（前

年同月比 5.7％減）で 5カ月連続の減

少となった。季節調整済年率換算値

は 83.4 万戸で前月比 5.2％減、2 カ

月連続の減少となる。

　利用関係別では持家が 23,655 戸

（前年同月比 7.3％減）で 4 カ月連

続の減少、貸家は 28,779 戸（同比

17.5％減）で 15 カ月の連続の減少、

分譲 20,819 戸（同比 10.3％減）で

6 カ月ぶりの減少となった。分譲の

内訳はマンションが 7,995 戸（同比

23.6％減）で 4 カ月ぶりの減少、戸

建ては 12,705 戸（同比 1.1％増）と

6 カ月連続の増加となった。持家、

貸家および分譲住宅が減少したため、

全体で前年同月比 12.4％の減少と

なった。

国内合板の供給量
　11 月の国内合板生産量は 29.0

万㎥（前月比 97.9％、前年同月比

106.2％）と発表された。その内、針

葉樹合板の生産量は 28.0 万㎥（同比

98.0％、107.6％）となり、出荷量は

28.8 万㎥（同比 98.0％、101.9％）

で在荷量は 11.9 万㎥と減少した。出

荷量は 14カ月連続で前年を上回る数

字となった。

輸入合板の供給量
　11 月度入荷量は 21.6 万㎥（前月

比 100.6％、前年同月比 79.8％）と

なった。国別入荷量はマレーシアが

7.2 万㎥、インドネシアが 7.6 万㎥、

中国が 5.0 万㎥となっている。累計は

前年対比 86.0％と全体的に入庫が伸

び悩んでいる。

今後の見通し
　国内合板は生産・出荷ともに高水

準の状態で、低水準で推移している

在荷量が更に減少した。国内針葉樹

合板の市況は若干落ち着いた動きに

なっているが、需給バランスは取れ

ている。現状では決して充分とはい

えず、メーカーが売り急ぐ必要もな

く、通常在庫までは価格は維持され

ると思われる。

　輸入合板については、入荷量が昨年

同期比（1 ～ 11 月）で 86％と減少

が続いている。需要構造の変化が思っ

た以上に進んでいることも考えてい

かなければいけない水準だ。港頭在

庫も減少してきており、アイテムに

よっては品薄状態のものが多数ある。

現地シッパーが強気姿勢を崩してい

ないことから現地オファー高や円安

相場の影響もあり新規買い付け量は

減少すると思われる。先行き必要な

アイテムは早めに手配しておくこと

が必要と考える。

【会社概要】
住　　所　熊本市東区平山町 2986-11
電　　話　096-389-0022
設　　立　昭和 33 年 1 月 30 日
資 本 金　2,200 万円
従 業 員　75 名
役　　員　12 名
年　　商　70 億円（平成 30 年度）
支　　店　人吉支店
子 会 社　㈱福岡県新小倉木材市場
関連会社　肥後石油㈱・㈱佐藤林業

【事業内容】
　弊社は原木・製品の単式卸売市場を熊本市、人吉市で開設し、主に県内と九州地
区を中心に販売しています。年間の取扱量としては、2 拠点で素材 18 万㎥、製品 7
万㎥となっております。また、プレカット工場も有し、年間坪数で 4 万坪の加工を行っ
ています。
　熊本県は全国でも有数の杉・桧の産地でありながら、同じく人工森林資源豊富な
大分県、宮崎県、鹿児島県にも囲まれており、たくさんの原木が集まります。また、
宮崎県のように大型工場は少ないですが、熊本県内各地域に中小製材所が数多くあ
るため、様々な製品が集まります。さらに熊本市は政令指定都市であり、車で 1 時
間も走れば九州最大の街である福岡市も隣接しているため、そこそこの製品消費地
でもあります。
　そういった恵まれた環境によって原木市場と製品市場を併設することが出来てい
ることに感謝をしながら、九州の中心に位置する地の利を活かして、九州木材流通
業のリーディングカンパニーとなれるよう努力していきたいと思います。

肥後木材 株式会社

ブルズ木材会は、日本国内の地域ごとに特色ある木材・製材品をより多くの皆様に適材適所に
ご活用いただきたいとの思いから発足した国産材のスペシャリストのグループです。

製品市売

本社事務所


