
ジャパン建材のコーポレートサイトを、4 月 1 日にリニューアルしまし
た。スマートフォン・タブレットの表示に対応した他、当社をより理解
していただくため、トップページにドローンで撮影した動
画を用いたり、会社紹介を数字でわかりやすく表示したり、
今のトレンドに合わせたデザインを取り入れています。
今後も順次コンテンツを拡充する予定になっておりますの
で、是非アクセスしてください。

■ 快適住実の家ページ

■ SDGs 特設ページ

公式 WEB サイトの前に、家づくりの流れに合わせてサービスを紹介するページを
用意しました。新規入会を検討中の工務店様にもメリットを理解しやすいレイア
ウトになっています。

4 月に発表した SDGs の取り
組みを紹介する特設ページ
です。トップメッセージや
重要課題の抽出ステップに
ついて掲載しています。

ジャパン建材のコーポレートサイトをリニューアル !!

https://www.jkenzai.co.jp No.446ジャパン建材株式会社ブルズ  ビジネス
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改正前 改正後
権利を行使できる時から 10 年

商事消滅時効や、職業別の
短期消滅時効あり。

①、②のいずれか早い時点
①権利を行使できる時から 10 年
② 債権者が権利を行使できることを知った時から５年

商事消滅時効、職業別の短期消滅時効は廃止

改正前 改正後
商事：年６％
民事：年５％
固定利率

商事法定利率廃止
民事：当初年３％。３年ごとに見直す変動制。

民法制定以来はじめての大改正！ 2020 年 4 月 1 日から新しい民法が施行されました。今回改正さ
れたのは、売買などのいわゆる債権法と呼ばれる分野で、民法
制定以来、実質的にはじめての大改正となります。

＜商取引に関する主要な４つの改正点＞ 改正点は多岐にわたりますが、今回は、『時効』『法定利率』『保証』『担保責任』に関する
改正の概要についてご紹介します。

１．時  効

　施行日（2020 年 4 月 1 日）前に締結した契約に基づく
　債権（売掛金等）は、時効を再度確認しよう！

＜改正のポイント＞

２．法定利率

３．保  証

契約をする時は、利息や遅延損害金の利率を定めよう！

＜改正内容＞
原則的な消滅時効期間は、以下のとおりとなりました。

＜改正内容＞

物を売れば売買代金債権など、ビジネスでは日々多くの債権が発生します。
今回の改正により、消滅時効期間は、基本的に５年で統一されました。「時効期間が長くなった！」
という会社もあると思いますが、安心してはいけません。施行日前に締結された契約から発生
した債権については、改正前民法の時効期間が適用されるからです。
これを機に、これまで締結した契約に基づく債権について、再度、時効の確認を行いましょう。

改正前民法の会社取引では、ほとんどの場合、契約で定めずとも利率は年６％で
した。しかし、新民法では、特別の合意をしない限り、利率は年３％（当初）と
低くなります。今後は、契約で、利息や遅延損害金利率について、必ず定めるこ
とが重要です。

改正前民法では、親族や友
人から頼まれ、断り切れず
に保証人になった個人が、
後々多額の請求を受け、困
窮する事態が発生していま
した。

個人が根保証する時は、保証の限度額を定めよう !

＜改正内容＞
② 事業用の債務を個人が保証する場合（事業上の売買契約の保証など）、保証契約を締結する

前に、主債務者から、保証人に、主債務者の財産や収支の状況などについて説明しなければ
なりません。説明がなかった場合、保証人は保証契約を取り消すことができます。

③ また、保証人が個人か法人かを問わず、契約締結後も各種情報の提供義務が課せられています。
④ さらに、個人保証人保護のため、事業用融資を個人が保証する場合には、公正証書が必要と

なりました。ただし、法人が受ける事業用融資を取締役が保証するなど、いわゆる経営者保
証に当たる場合は例外です。

個人が保証人になる時は、保証人に、主債務者の経済状況などを情報提供しよう!
保証人なら情報提供を受けよう！

4. 売買における瑕疵担保責任の改正点
取引においてもよく問題となる売買契約の担保責任に関する改正点についても、概要をご
説明します。

＜改正のポイント＞

新民法では、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな
いとき」、売主に責任追及ができることとなりました。改正前民法では、「瑕疵」という言
葉も使用されていましたが、今後は、そのような言葉に惑わされることなく、「契約の内
容に適合するかどうか」がストレートに重要になります。売買契約締結の際は、目的物の
性質（種類、品質、数量など）を明記し、トラブルを未然に防止することが重要です。

＜改正内容＞
① 継続的な売買契約における代金債務など、不特定の債務を個人が

保証する場合には、保証人が責任を負限度額（「極度額」といいま
す。）を、書面で定めなければなりません。

＜改正のポイントⅡ＞

＜改正のポイントⅠ＞

売買契約を締結する時は、目的物の性質を契約書に明記しよう！

＜改正内容＞
　契約に適合しない目的物であった場合、新民法では、原則として、以下の
4 つの救済方法から、買主が選択できることとなりました。
　（1）履行の追完請求（目的物の修理、代替物の引渡し、不足分の引渡しなど）
　（2）代金減額請求（原則として、（1）の請求を先に行うことが必要）
　（3）損害賠償請求（売主に帰責事由がある場合に限る）
　（4）契約の解除（原則として、履行の追完の催促が必要）

取引で重要なこと…
以上は今回の改正のほんの概略ですが、契約締結段階での適切な対応がトラ
ブル回避に重要であることをお分かりいただけたと思います。
今回の解説の内容はもちろんのこと、契約締結段階から少しでも気になるこ
とがあれば、専門家に早めにご相談されることをおすすめいたします。

※ ①施行日前に発生した債権、②施行日後に発生したが、その原因である法律行為が施行日前にされていた
債権は、改正前民法の時効期間が適用されますので、ご注意ください。

第 25 回雙環フォーラム中止のお知らせ

2020 年 6 月 9 日（火）に予定していた

第 25 回雙環フォーラムは、コロナウィルス感染拡大防止

のため、中止とさせていただきます。

次回は 11/11（水）に開催します。 監修： フェアネス法律事務所　弁護士  村谷晃司 氏
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型枠大工工事業を創業

小川　まず、ご創業の頃からお聞かせいた
だけますか。
浦田　私の父、浦田崧（たかし）が、1968
年（昭和 43）に創業して、私は二代目にな
ります。
小川　お父様のご出身は、どちらですか。
浦田　岩手県です。父方の祖父は鹿児島県
人ですが、父は、大東亜戦争中の 1944 年（昭
和 19）に身重だった祖母が青森県八戸市の
実家へ疎開する途中の大阪で生まれ、岩手
県久慈市で育ちました。モノづくりが好き
で、中学を卒業してから建具職人を目指し
たそうです。でも思うように生計が立たず、
型枠大工を始めて北海道の厳寒で大変な工
事現場も経験したそうです。
　木造でも大工さんが柱の納まりなどを全
て把握していますね。RC 造も同様で、型
枠大工が全てを把握していて、現場監督の
指導役も担っています。その頃の元請だっ
た株式会社フジタで手腕が認められて独立、
起業したのが当社の始まりです。
　創業から 5 年ほどは型枠職人を率いて現
場へ出向いていましたが、先行き難しくな
るだろうと考えて、1974 年 1 月 30 日に千
葉県浦安市で総合建設業のウラタ工業株式
会社を設立。その後、ゼネコン部門を設立
して型枠大工部門とゼネコン部門の 2 部門
を事業の柱にしました。
小川　世の中の変化にいち早く気づかれた
のですね。

地域密着で根を張る

小川　設立当初のメインは、どのような建
物でしたか。
浦田　浦安市内の小規模な RC 造の複合建築
物です。例えば、1 階が喫茶店などの店舗、
2 階がマンション、あるいは 1 階と 2 階は
テナントで最上階がマンションなど、さま
ざまなタイプがありました。
　起業したタイミングが良かったと、父か
ら聞いています。RC 造の物件が全くなかっ
た街に当社が建物を建て始めたところ、周
囲の方々からも建てて欲しいという注文を
続々といただいて、ゼネコン部門が急速に
伸びていったそうです。
小川　千葉県浦安市といえば、1983 年（昭
和 58）に開業した東京ディズニーランドの
地元ですが、日本経済がバブル期に向かっ
て景気が好転していった時期でしょうか。
浦田　ちょうどその時期と重なります。
小川　その後のバブル崩壊の影響はありま
したか。
浦田　バブル崩壊直後も、建設業界はソフ
トランディングで仕事が続き、いきなり売
上激減とはならなかったと思います。
小川　さらに 2008 年（平成 20）のリーマ
ンショック、その時はいかがでしたか。
浦田　出社したら、いきなり銀行の蛇口が
全て閉まっていましたね。
小川　当社の場合も似たような状況でした。
浦田　ラッキーだったのは、その頃の営業
活動は、地主さんの土地有効活用ご提案を
主力としていて、土地開発を手がけていな

かったことです。
　さすがに仕事量は 4 割～ 5 割減、それで
も良いほうで、同業者の方から 10 分の 1 に
減ったという話を聞きました。またキャッ
シュフローが悪くなかったこともあり、粛々
と仕事を続けることができました。

目的をもって働く！

小川　幼い頃から、お父様の後を継ぐとい
う意識はありましたか。
浦田　それはありました。創業の地・浦安は、
自宅から扉一枚で会社に行ける環境で、毎
日、親が仕事をしている姿を見ていました
ので、小学生の頃から仕事をするという概
念はできていました。背中を見て育つとい
うのは、こういうことだと思います。
　学生に会社説明会や面接で話をしますが、
多分、今の世の中の人たちに働くという概
念はない、働く目的という概念がない、そ
ういう状況が続いています。これは日本に
蔓延している大問題だと思います。

小川　それは否めませんね。
浦田　実は、昨年、フィンランドに行く機
会があり、ヘルシンキ大学の学生に「入社
式はあるのか」と聞いたところ、「日本にし
かないものではないか」と。しかも彼らは、
遅くとも高校生ぐらいまでに将来は何をし
たいかを考えて大学を選び、学生時代から
その分野の会社で大学卒業までに 1 年くら
い働く本来のインターシップを経験すると
いいます。でも、日本では大学に入るのが
目的で、先にあるものを考えていない、そ
して会社に入ると給料を得ることが目的に
なってしまっている、この差は大きいです。
　日本人は№ 1 というのも、すでに神話
で、内閣府による GDP の国際比較によれば、
2018 年（平成 30）の我が国の一人当たり
名目 GDP は OECD 加盟国の中で第 20 位。
海外に行くと、いかに日本が遅れているか
を痛感させられます。
小川　この 20 年間、物価も大卒初任給もほ
とんど変わっていませんね。一方で、社会
保障費を賄うには 1 時間当たりの時給換算
で約 820 円が必要です。でも現状は、東京
でやっと 1,000 円超、大阪で 900 円台、愛
知で 830 円ほど。社会保障費を差し引くと
残らない、この状況に警鐘を鳴らす人もい
ます。
浦田　所得倍増計画の復活が必要ですね。
　私の経営理念は、「一、創意工夫の心を持
ち、時代にとらわれない一貫したサービス
を行う。」「一、個人の想像力と組織力を活
かし、活力あるウラタづくりをする。」「一、
より良い文化と街のつくり手を育み、地域
社会から信頼される企業市民を目指す。」で
す。企業活動なので適正な利潤は必要です

が、私たちが歩いた後に豊かな文化をもつ
街が生まれ、そこで人々が希望をもって暮
らせる「尊敬されるまちを創る」が会社と
しての目的です。
小川　関東サッカー一部リーグの『ブリオ
ベッカ浦安』のクラブスポンサーにもなっ
ていらっしゃいますね。それも、まち創り
の一環とお考えですか。
浦田　はい。今から 31 年前に浦安ジュニア
サッカークラブが設立され、そこから高校
生チームができ、トップチームもできまし
た。トップチームが最初で、後に下部チー
ムを作る J リーグチームのような流れとは
逆の流れで発展したサッカークラブです。
　子供の教育には家庭教育、学校教育、地
域教育がありますが、このサッカークラブ
ではトップチームの選手が子供たちを指導
する、地域教育を担っています。そこに共
感して後援会会長を引き受け、営業ができ
る私の強みを活かして、資金援助いただけ
る企業探しに乗り出してスポンサーを増や
すことができました。
小川　素晴らしい取組みですね。

ショックに学んだ経営戦略

小川　足元の国内の状況は、いかがですか。
浦田　設備投資は、おそらく昨年が各社の
ピーク、余力があるところでも今年がピー
クになると思います。
小川　それは、地価が高止まりしているこ
とと関係がありますか。
浦田　そうです。当社も都内城東エリアか
ら千葉県西部のこのあたりまでを常に見て
いますが、バブル期と同じ状況になってい
ます。今回を牽引したのがホテル業界でし
た。それが、新型コロナウイルス感染拡大
の影響という負の要因ではありましたが、
オーバーヒート抑制につながり、市場が冷
静になるきっかけにはなったと思います。
小川　子会社でホテル物件の管理もされて
いるそうですね。
浦田　投資の分散を図った時に始めたもの
です。ここも、通常の稼働率が 9 割あった
のが大幅ダウンで 3 月の稼働率 13％と、影
響は少なくないですね（笑）。
小川　今が、新たな局面に移行する潮目と
お考えですか。
浦田　すでに昨年 10 月～ 12 月の GDP が
年率換算－ 7.1％で景気悪下の状況にありま
した。去年の秋過ぎから小売業では全然も
のが売れないという話も聞いています。で
すから、コロナショック前から日本が抱え
ていた課題を解決しない限り、V 字回復は
望めない、そういう意味では、政治課題も
非常に難しい局面にあると思います。
　この時期だからこそ、大変だと騒ぐので
はなく、私たち自身が何をすべきか、真剣
に考え、取り組んでいくべきだと思います。
小川　この先は経済成長時代のビジネスモ
デルではやっていけない、そこに依存して
いると危機的状況に陥るおそれがあります
ね。当社も、これまでとは違うことに取り
組んでいかなければなりません。
浦田　過去 10 年の間にリーマンショック、
東日本大震災、そして今回のコロナショッ

ク。私が社長に就任して 17 年経ちますが、
こんなに頻繁に経済ショックを経験すると
は思いませんでした。
　日本は、かつて経験したことのない未知
の時代に突入しています。同時に消費に対
する価値観や顧客ニーズも劇的に変化して
います。ですから私たちは住まいを包括的
に提供する業務へシフトする必要がありま
す。この時代の流れを真摯にとらえ、ハー
ドとソフトが共存する新たなビジネスモデ
ルを構築して、国内に止まらず、今後ます
ます加速すると思われる国際化も視野に入
れ、時代をリードする企業へと成長するた
めに、さまざまなサービス、不動産投資や
開発事業にも取り組んでいます。
　海外では、カンボジアで現地法人 URATA 
S.E をすでに立ち上げました。これがリスク
になるかもしれませんが、資本主義経済の
世の中が続く限り、人口が増えているとこ
ろで売上を上げていくことが原理原則です。
国内だけでは縮小するしかないので、海外
に出ていくことが必須という考えです。
小川　そうした取組みに繋がるネットワー
クは、ご自身の興味から広がったのですか。
浦田　JC（日本青年会議所）を 2013 年に
卒業したのですが、本会の副会頭をしてい
た関係で永田町関係のことも担当する機会
があり、後ろを振り返ると人脈ができてい
た、という感じです。
小川　それは貴重な財産ですね。活躍の場
をカンボジアにされたのは、特別な理由が
あってのことですか。
浦田　ASEAN も含めて世界各地に行く機会
があって思うところがありました。特に我
が国は 2011 年（平成 23）の東日本大震災
の時に台湾から巨額の義援金を頂きました
ね。台湾がそこまでしてくれるのには、日
本人が台湾にかかわってきた歴史と深く関
係していることを知り、そうした関係を構
築するには民間レベルの繋がりが大きく
係っていると感じました。ちょうどカンボ
ジアと日本の国交樹立 65 周年の時に、カン
ボジアの人々が、私たちが思っている以上
に日本のほうを見てくれていることを知り、
カンボジアの歴史を勉強し始めました。
　カンボジアと日本は、ライフライン構築
で細いパイプですが長い繋がりがあります。
その結果、日本人に対して感謝の気持ちを
もってくれているそうです。これを今後に
繋げたいという視点で現地の建設現場を見
ていくうち、今も世界一を誇る日本の建設
技術を移植して、カンボジア人主体で活躍
できる健全な建設業界を育てる協力ができ
れば、国としての成長にも貢献できるので
はないかと、取組みを進めています。まだ
道半ばですが、成果を出していこうと思い
ます。
小川　しかも、まだ誰も取り組んでいない
分野なので突き抜けていただきたいですね。
そして、私たちも、ぜひ、そのお供をさせ
ていただければと思います。
　誌面の都合で全てをご紹介できないのが
残念ですが、浦田社長の懐の深い、グロー
バルで多岐にわたるお話が伺えて大変勉強
になりました。本日は貴重なお時間を頂き、
ありがとうございました。

会社の目的は「尊敬されるまちを創る」。コーポレートスローガンは「考えるって楽しい  つくるって楽しい」です。

【会社概要】
本　　社　千葉県浦安市富士見 1 丁目 8 番 24 号
本社別館　千葉県市川市広尾 1 丁目 6 番 3 号
創　　業　1968 年（昭和 43）
設　　立　1974 年（昭和 49）
　　　　　ウラタ工業株式会社
　　　　　1990 年（平成 2）
　　　　　株式会社ウラタに社名変更
資 本 金　9,600 万円
従業員数　75 名
年　　商　12,711,978,000 円（2019 年）

【事業内容】
建築工事業、土木工事業、型枠大工工事業、
とび・土工工事業、内装仕上げ工事業

株式会社 ウラタ
ッ

対
談

ト
プ

代表取締役 社長

浦田  一哉 様
うらた　かずや

【プロフィール】
1973 年（昭和 48）千葉県浦安市に生まれる
1995 年（平成 7）株式会社フジタ入社
2000 年（平成 12）株式会社ウラタ入社
2004 年（平成 16）代表取締役社長に就任



キーテック 新商品ご案内

バームクーヘンTMは、本物の樹を極薄に加工した内装材です。

天然の木目と樹の触り心地を実現し
樹のもつ「やさしさ」と「ぬくもり」
を建造物に付加することができます。
カラーバリエーションも 17 種類と豊
富なため、創れる空間の幅も広がり
ました。建造物完成後からの施工も
簡単にできるため、リノベーション
にも使えます。不燃認定のため、安
心して使うことができます。

◦バームクーヘンTM

木材を単板にスライスし、シート状にする
ことで、平面だけでなく曲面や L 字型に貼
ることができます。

◦バームクーヘンTM 化粧パネル
バームクーヘンを工場でグラスロックに貼
りパネルにすることで、簡単に壁面施工が
でき、工期を短縮することができます。裏
面にも紙を貼り、寸法安定性を確保してい
ます。
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ラインアップ

曲線、L 字でとぎれない内装
TM

シルバーアプリコット（板目）

アルピリニューム

吉野スギ（柾目）

吉野ヒノキ（板目）スギLVL積層面（キーラム不燃シート）

ホワイトオーク（板目）

イエローオーク（柾目）

シルバーアプリコット（柾目）

チェリー（板目） セラフォームウォルナット（板目）

ダークエボニー（柾目） イタリアングレー（柾目） ダークグレー（柾目）

ホワイトアプリコット（柾目）

ウェンゲ

ゼブラウッド（柾目） レッドチェリー（板目）エボニー

お問い合わせ
株式会社キーテック
本社：東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー 8 階
T E L：03-5534-3741

化粧パネル施工例

曲面下地の施工例 バームクーヘン施工例
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　ジャパン建材株式会社＆大建工業株式会社

公商建分野は、減少傾向にある新設住宅需要を補
うものとして注目されています。また持続可能
な社会の実現に向けた ESG や SDGs を進める企
業が増えるとともに、持続可能な資源である木
材の有効活用につながる公商建分野での木造化・
内装の木質化の動きも一段と活発化しています。

ジャパン建材は、2020 年度より、これまでの JK
木造建築グループとの連携に大建工業様の多彩
な内装製品と豊富な実績に基づく提案ノウハウ
をプラスして、公商建分野の木造・内装木質化
への取組みにチャレンジされるお客様のお手伝
いをさせていただきます。

躯体から仕上げ材まで公商建物件もご相談ください！
施設別に各種製品ご提案いたします！

◆ 魅力ある公商建市場

小柳　今年度より、取り組んでいる非住宅木造・内装の
木質化事業に対し、同様に非住宅に注力している大建工
業様とタッグを組んで取り組むことにいたしました。こ
れによって、今後、お客様がどういったことに取り組み
やすくなるかについて情報を発信できればと思います。
松川　その前に、業界では「非住宅」という表現が一般
的ですが、弊社は、この魅力ある分野に相応しい「公共・
商業建築」と命名しました。略して【公商建】、これを
業界共通の言葉にしていきたいと考えています。
小柳　これを機に、そのお考えを共有して本取組みは【公
商建プロジェクト】の名称で進めたいと思います。
　まず、公商建に取り組まれた経緯をお聞かせください。

松川　弊社が公商建市場の攻略に本格的に乗り出したの
は 2015 年。この年は創業 70 周年にあたり、「10 年後
にどのような会社にしたいか」という長期ビジョンとし
て『GP25』を策定した年でもあります。
　『GP25』の策定にあたりまず行ったのは、新設住宅着
工数が 2025 年には約 70 万戸、2030 年には 60 万戸
台になるだろうと予測されるなかで、弊社の市場戦略を
洗い直すこと。その結果、海外市場、住宅リフォーム市
場、公共・商業建築分野の 3 市場で拡大を図り、2025
年度売上高を 2,500 億円、特に公商建分野は売上構成比
18％の 450 億円とする目標を定めてスタートしました。
　また2010年に施行された公共建築物等木材利用促進法
により国産材の有効活用、地域産材活用がトレンドとな
り、当社が得意とするWPC 製品や地域産材等を使用した
不燃製品の新たな商品開発にも弾みがついていました。
小柳　当社の場合は、JK ホールディングスのグループ
会社の中に、キーテックが構造用 LVL、大断面集成材
を物林やティンバラムが手掛けるなど、木構造製品メー
カーを有していたことから、2008 年に JK 木造建築グ
ループを立ち上げ、非住宅木造建築物の構造設計・建て
方にも取り組み、民間の低層階建築物での売上を伸ば
してきました。その実績は、2019 年度の金額ベースで
2014 年度の 1.5 倍に拡大しています。今後は全国 100
ある当社営業所がご愛顧いただいている地元のお客様に
も公商建分野、中でも木造化・内装の木質化に関心を持っ
ていただきたい。そして、この将来性のあるビジネスに
向けての協力体制を大建工業様のご支援もいただきなが
ら共に築き上げたいと考えております。

◆ 頼れるカテゴリー分けした製品紹介冊子

松川　弊社が『GP25』をスタートした時点では、どう
取り組めば良いのかわからず試行錯誤もありましたが、
丸 4 年を経て、例えば、医療施設に求められる性能は何
か？公共案件ではどのようなアプローチが必要か？高齢
者・幼稚園・保育施設に求められるデザインの特徴は？
など、様々なことがわかってきました。市場を理解する
ことで社員全員の意識もより一層高まり、日々ノウハウ
を積み重ねて社内で共有しています。
小柳　目的意識が明確だからこそ、ノウハウが積み重ね
られたともいえますね。我々も、本プロジェクトを良い

きっかけにして、地域のお客様と三位一体になって受注
を伸ばしていく作業に取り組んでいきたいと思います。
　大建工業様ならではの商品構成や提案ノウハウについ
て、ご紹介いただけますか。
松川　まず、弊社製品になじみのないゼネコン・設計事
務所・事業主様にも、施設ごとにどう使っていただくの
が良いかをわかりやすく、ご提案ができるように、公商
建市場を「公共施設」「学校・文教施設」「医療施設」「幼
稚園・保育施設」「高齢者施設」「宿泊施設」「オフィス」「商
業施設」の 8 つのカテゴリーに分け、各カテゴリーの特
性に合わせた製品カタログを個別に作成しています。こ
のカタログは、ご提案の際に極めて使い勝手が良く、説
得力のあるツールとしてご活用いただけると思います。
小柳　JK 木造建築グループは、木構造に関して木構造
製品から構造計算・施工までをワンストップで提供でき
る体勢を整えています。そこに大建工業様の多彩な内装
材と製品活用ノウハウを添えてご提案していけば、トー
タル受注も可能になりますね。
松川　そう思います。特にジャパン建材様のお客様は地
元密着で活躍されている方ですから、地域の公共物件に
関する計画や、自治体の建築課・設計事務所さんからの
情報もいち早く入手し、連携してご提案するケースも増
えているのではないかと思います。
　もう一つ、公共建築物に採用された事例は「DAIKEN 
CASE STUDIES 公共・商業施設採用事例集」として 1 冊
のカタログにまとめています。これも、弊社が実際に公
共建築物に取り組んで学んだ成果の一つといえます。と
いいますのは、公共建築物では採用の実績を問われるこ
とが多々あります。その点このカタログは、当社が積み
重ねてきた実績を、ジャパン建材様にも、お客様にも共
有いただけるものになっています。

小柳　大建工業様製品を販売するに当たっては、施工力
があるほうが良いでしょうね。
松川　それはあります。工事力をもっていらっしゃるお
客様と一緒に取り組まれるといいですね。高齢者向け施
設や幼稚園・保育施設向け製品は、工事力があれば決定
力が違います。
小柳　そこが三位一体の協業レベルを上げるもう一つの
大きなポイントになりますね。

◆ お客様目線で新たな製品開発

小柳　大建工業様の強みは、豊富な製品力ですね。
松川　はい、製品開発力の高さも自負しています。例え
ば、地域産材を仕上げとして使用したいが、不燃性が必
要となるケースでは、ダイライトの上に地域産材突板を
貼ってご要望に応えました。こうした流通の皆様からの
ご要望に応じて新たな製品が創り出せる点も、弊社の大

きな強みとしています。
　その一環として、2016 年にオープした秋葉原テクニ
カルスペースと 2018 年にオープンした岡山 R ＆ D セ
ンターでは、弊社の技術や素材、製品を見ていただくだ
けでなく、設計事務所、ゼネコン、事業主の皆様の課題
や市場ニーズに合わせて、当社ならではの技術や素材を
提案しています。また、今ある製品だけでなくご来場い
ただいたお客様の声を新たな製品に反映し、世に送り出
すことにも取り組んでおります。
小柳　そういったノウハウも設計段階から盛り込んでい
けば、他に真似のできないご提案ができる、そこが大き
な強みにもなるということですね。

松川　はい。さらに、木構造は、RC 造や SRC 造に比べ、
不燃性や防音性の面で劣るという印象がもたれているか
と思いますが、弊社の防火・防音製品を組み合わせるこ
とで、CLT の強度・防火性を活かしながら防音面も解決
できます。そういった従来のマイナスイメージの払拭に
もご協力できるのではないかと思います。実際、CLT を
躯体にした 5 階建てアパートに弊社防音建材を採用いた
だいた事例もあります。
小柳　これまで木構造部分をメインに取り組んでき
た JK 木造建築グループの売上が約 30 億円、ここから
100 億円を目指していきたいと意気込んでいます。
松川　因みに弊社の公商建売上の約 7 割は、販売店の皆
様からの情報がきっかけとなっており、特に高齢者施設
や幼稚園・保育施設の物件が多いです。つまり、ジャパ
ン建材様のお客様との関係が深い市場ということにもな
ります。
　考えてみれば公商建市場は、今までも目の前にありな
がら、本腰を入れてこなかったものだと思います。弊社
調べでは、2020 年度の建設投資のうち、民間住宅投資
は 17 兆 200 億円、民間公商建投資は 17 兆 6,200 億円
です。別途、政府建設投資が 22 兆 3,200 億円ありますが、
民間の「住宅投資」と「公商建投資」の市場規模がほぼ
同額、これだけの市場があることに正直驚きました。
小柳　取り組む価値がある新たな市場ということです
ね。国の施策でも、民間投資の対象としても注目されて
いるので、伸び代は大きいと思います。そこに木材・建
材販売店様の地縁や情報ネットワークを生かして情報を
集め、当社営業拠点と一緒にそれぞれの地域特性ごとの
多種多彩な市場を見据えて、より具体的な目的をもって
新たな市場を切り拓いていっていただきたい、そのため
の提案力強化に尽力したいと思います。
　逆もあるので油断はできませんが、木構造にとどまる
ことなく、RC 造や SRC 造案件についてもご相談いただ
く可能性は高まるだろうと思います。宜しくお願いいた
します。

大建工業株式会社
上席執行役員
国内営業本部長

松川　保  様ジャパン建材株式会社
取締役  副社長執行役員

小柳　龍雄

製品紹介冊子
８つのカテゴリーに分けて構成されたカタログと
公共建築物の採用事例集

公 共商 業建 築プロジェクト
こう　　　　　    しょう　　　　　  けん

公商建プロジェクトのイメージ図
まずはジャパン建材各営業所にお問い合わせください！

工務店様・販売店様

公共施設って
建てたことないけど

どうすれば
いいんだろう？

内装材の提案ノウハウ

トータル提案

J K 木 造 建 築 グ ル ー プ
構造材・構造設計

サポート

相　談



    JKHD
    グループ紹介 JKスマイル株式会社

　　　生命保険：東京海上日動あんしん生命保険株式会社
　　　損害保険：東京海上日動火災保険株式会社
　　　　　　　　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

取扱い保険会社
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「JK スマイル株式会社」は平成 22 年 10 月に旅行代理店「JK トラベル」と保険代理店「JK インシュアランス」
が合併して誕生した、旅行業・保険業の代理店です。
旅行を通して皆様の生活に新たな喜び・発見を提供すること、複雑な社会環境の中で起こる様々なリスクに
対してできる限り最小限にとどめるための備え（保険）を提案することを使命と考えております。

「正直・親切な対応」で皆様にご満足いただける提案を行い、また社名にもある通り笑顔（スマイル）の輪を
広げてゆくことで社会貢献をしてまいります。
今回は保険部の業務についてご紹介致します。

今回は保険部の業務についてご紹介致します。

■ JK SMILE VALUE
当社保険部では、下記 3 つの価値観を大切にしております。

【保険知識・保険技術】
当社の持つ保険知識・保険技術を基に、お客さまのリスクを分析、適切なソ
リューションを提供いたします。

【もしものときのサポート】
当社は保険代理店として親身になって相談を受け、適切な助言を行うことが
できるサポート体制を構築しています。

【グループ総合力】
お客さまのさまざまな課題解決を行うことができるグループ総合力を活かし
た事業体制を確立しています。

自動車保険
火災保険と同様に個人・法人を問わ
ず多くのご契約を取り扱っており、
日々様々な自動車事故の対応を行っ
ております。弊社の主な引受保険会
社である東京海上日動は 240 か所
の国内損害サービス拠点数を誇り、
日本全国どこで事故が発生しても速
やかなご対応ができます。

賠責保険
施設賠責や生産物賠責、請負業者賠責
など様々の種類の賠責保険を取り扱っ
ており、多種多様な業種に合わせてご
提案が可能です。借用の倉庫をフォー
クリフトで破損させてしまったときや
商品搬送中に通行人にぶつかりケガを
させてしまったとき（自動車事故を除
く）、工事の際に誤ってガス管を破損さ
せてしまったときなど、日々の仕事の
中での身近なリスクを補償いたします。

火災保険
個人・法人問わず多くのご契約を取
り扱っております。火災の事故だけ
でなく、近年多発している自然災害
による風災や水災のほか雪災や盗難
事故、その他破損事故など様々なリ
スクを補償いたします。
また昨年の台風 15 号・19 号でも多
くの事故対応を行い、多くの保険金
支払いの実績がございます。

医療保険・がん保険
損害保険だけでなく生命保険の取り扱
いもございます。特に力を入れて取
り組んでいる医療保険では新型コロナ
ウイルスによる入院も補償の対象とな
ります。終身保険や定期保険、がん保
険なども取り扱っております。現在ご
加入中の保険の見直しや相談のみでも
承っております。

会社概要
会社名：JK スマイル株式会社
代表者：北野明子
従業員：13 名（2020 年 4 月 20 日現在）
設　立：2006 年 7 月 6 日

資 本 金：3,000 万円
事業内容：旅行業 保険代理業
所 在 地：東京都江東区新木場 1-7-22
ホームページ：http://www.jksmile.co.jp/
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 お問合せは、ジャパン建材各営業所までお願いします。

イチオシ！

リッジウェイ
優れたデザイン性、軽さ、強さ、
高い耐久性を実現した新しい屋根材

リッジウェイは、北はアラスカ、南はハワイ、南米
と全世界で使用されており、日本では、北海道から
沖縄まで全国場所を選ばず施工できます！また軽量
で高耐久・高耐候・耐衝撃性などに加え、無石綿な
ので人と地球に優しい製品です。新築、リフォーム

（特にカバー工法）で利用されています！
本体色が 5 色とカラーバリエーションもあり、和風
から洋風の住宅にも合い、新築やリフォームでも幅
広く使われており、太陽光パネルも殆どのメーカー
のものが設置可能です！

NEW

乾電池式オートロック錠
GATEMAN
スマホから遠隔操作ができる仕様へ
オプション①
専用モジュールを差し込むだけでスマホ（Bluetooth
接続）で簡単に無線解錠ができるオプション機能を
追加しました！
※ 10m 程度離れていても対応可能

オプション②
ブリッジ機能もご使用いただければ遠隔操作（Wi-Fi
経由）で外出先でも操作できるようになりました！

従来の WV-40 からなら機能後付可能！
※ V-20 からの機能後付はできません

※加工後の幅は 485㎜となります紙管内径：1 インチ

GATEMAN  WV-40

解 錠 方 法
◦スマホアプリから
◦ スマートパッドに手のひ

らタッチで暗証番号解錠
◦ 非 接 触 IC カ ー ド キ ー を

使ってのシンプルな解錠

ヨンパチストレッチ
作業負担軽減＆環境配慮型ストレッチフィルム
厚み 4.8μm のストレッチフィルムです！
従来品と比較して重量が 1/3 に！その重さ 750g に！
1 インチ紙管を使用し、
ゴミの排出量を大幅に削減しました！

「人」にも「環境」にも優しい商品です。

室内側本体 GATEMANカード リモコン本体
（オプション）

NEW

NEW
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新製品！ 全層国産材 長尺合板

ジャパン建材の
エコブランド
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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
　2020 年 2 月 は 63,105 戸（ 前

年同月比 12.3％減）で 8 カ月連

続の減少となった。その内、木

造住宅は 35,824 戸（前年同月比

10.4％減）で 8 カ月連続の減少。

季節調整済年率換算値は 87.1 万

戸で前月比 7.2％増、先月の減少

から再びの増加となる。

　 利 用 関 係 別 で は、 持 家 が

19,557 戸（ 前 年 同 月 比 11.1 ％

減）で 7 カ月連続の減少、貸家

は 22,638 戸（ 同 比 18.9 ％ 減 ）

で 18 カ 月 の 連 続 の 減 少、 分 譲

20,632 戸（ 同 比 3.9 ％ 減 ） で 4

カ月連続の減少となった。分譲の

内訳はマンションが 9,353 戸（同

比 2.4％増）で 4 カ月ぶりの増加、

戸建ては 10,907 戸（同比 7.9％減）

と 3 カ月連続の減少。持家、貸家

及び分譲住宅が減少したため、全

体で前年同月比 12.3％の減少と

なった。

国内合板の供給量
　2 月の国内合板生産量は 27.0

万㎥（前月比 100.8％、前年同月

比 102.4％）と発表された。その内、

針葉樹合板の生産量は 26.0 万㎥

（同比 101.1％、103.1％）となり、

出荷量は 23.0 万㎥（同比 89.7％、

91.1％）で在荷量は 15.7 万㎥と

急激に増加した。

輸入合板の供給量
　2 月度入荷量は 17.5 万㎥（前

月比 72.2％、前年同月比 77.2％）

となった。

　国別入荷量はマレーシアが 7.3

万㎥、インドネシアが 7.2 万㎥、

中国が 1.5 万㎥と、過去最低の入

荷量となっている。

今後の見通し
　国内針葉樹合板は緩やかな増減

を繰り返してきた在庫量が急に増

えている。各メーカーは先安感を払

拭するために、相次いで減産を打ち

出した。建値を堅持しつつ、減産

をしっかり行うことで市中価格を

安定できるかが焦点になっている。

　輸入合板は新型コロナウイルス

感染拡大の影響で、過去最低の入

荷量であった。現地の感染拡大に

より、今後更に供給面に影響して

くるのではないかと懸念してい

る。需要背景は乏しいが、入荷量

減少の影響で急激な価格上昇や欠

品するアイテムが出てきてもおか

しくない状況と考える。そこのと

ころを踏まえたうえで手当てを進

めていただきたい。

この度、全層国産材長尺合板が J-GREEN の商品に

加わりました。

長尺合板は特に強度が求められることもあり、今

までは輸入原料が主流でしたが、今回 JAS 基準を

クリアする製品の開発に成功しました。

世界有数の森林資源を有する日本にとって、健全

な森林を育てていくためには、国産材を積極的に

使うことが重要です。

当製品を使用することで、国内の林業が活性化さ

れ、地域振興へ繋がることが期待されます。

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

構 成 材 料 国産杉 • 国産松

認 証・ 認 定 JAS 構造用 F ★★★★

性 能・ 品 質 特類 2 級 C-D

規 格
9.0㎜× 910 × 2730
9.0㎜× 910 × 3030
9.0㎜× 1000 × 3030

主 な 用 途 耐力面材

構 成 材 料 国産杉

認 証・ 認 定 JAS 構造用 F ★★★★

性 能・ 品 質 特類 2 級 C-D

規 格
12.0㎜× 910 × 2730
12.0㎜× 910 × 3030
12.0㎜× 1000 × 3030

主 な 用 途 耐力面材


