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住宅業界に笑顔を！
ジャパン建材は皆様と共に
業界の活性化に努めて参ります。

ジャパン建材株式会社
代表取締役社長　大久保　清
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東京中央・新木場・東京北・城北・千葉
千葉北・木更津・柏・鹿嶋・つくば・水戸

府中・昭島・甲府・入間・横浜・平塚
相模原・川崎・藤沢・静岡・沼津

仙台・郡山・いわき・山形
盛岡・秋田・青森・八戸

札幌・帯広・函館・旭川

名古屋・岐阜・三河・三重
金沢・福井・富山・浜松

吹田・大阪・門真・南大阪・阪南・神戸
京都・京都西・奈良・和歌山・姫路

広島・岡山・福山・島根・鳥取
山口・高松・徳島・高知・松山

福岡・福岡東・北九州・大川東・大分・長崎
熊本・宮崎・鹿児島・ジャパン建材沖縄㈱

東京・越谷・鹿沼・前橋・大川・東京資材課
横浜資材・名古屋資材・豊橋・大阪資材

特販・住宅資材課・宇都宮資材・２×４資材・仙台資材
盛岡資材・建設資材課・機電住機課・札幌資材

営業企画課・開発推進課・ＪＫサポートセンター

国内合板課・輸入合板課

住設課・商事課・商品開発課

木材課・プレカット課

事務センター
（関東・名古屋・大阪・九州・仙台・北海道）

中央・熊谷・春日部・埼玉・高崎西・高崎東・太田
宇都宮西・宇都宮東・長野・松本・新潟・長岡

　平素は格別のご愛顧・ご支援を賜

り厚く御礼申し上げます。

　また、3 月 17 日・18 日に東京ビッ

グサイトで開催しました『第 21 回

ジャパン建材フェア』にご協力・ご

支援を賜りました皆様、遠路お越し

いただきました皆様に、衷心より感

謝申し上げます。

　さて、昨今の経済情勢は、百年に

一度と言われる厳しい時代に突入し

ています。この状況では従来の経験

則や考えの延長では乗り切れないと

考えております。私共も創業 72 年

目にして初めて遭遇する歴史的な危

機ではないかと思っております。

　しかしながら、過去の経験の中で

何が強く思い出に残っているかを考

えてみますと、苦しかった事、辛かっ

た事、悲しかった事が強く印象に

残っているのではないでしょうか。

その困難を乗り越えたときの達成

感、喜びもひとしおです。私共、ジャ

パン建材は、社員一人ひとりが汗を

流し、知恵を絞って、この難局を乗

り越える努力を続けて参ります。

● ご提案できる人づくり、
サポート体制の充実

　私共では、環境に配慮した快適で

充実した住まいづくりに役立つ住宅

建築資材・最新の情報を迅速にお客

様にお届けする「地域密着型の営業

展開」と、お客様・仕入先様から必

要とされる会社であり続けることに

よって「単に利益を追求するのでは

なく、社会的責任を果たすこと」を

経営の大きな柱としています。その

重要な要素となる人の育成に力を入

れて参ります。また、全国 8 箇所

にサポートセンターを設けておりま

すが、建材・木材販売店様と共に大

工・工務店様をご支援できる体制づ

くりを今後も積極的に推進して参り

ます。

● 仕入先様との絆をさらに強く

　私共、流通の仕事は、仕入先様か

ら商品を供給いただかなければ成り

立たないものです。お客様に末永く

ご愛顧いただくためにも、仕入先様

からお客様のお役に立つ素晴らしい

商品を安定的に供給いただく、また、

いち早く情報がいただける関係づく

りが重要と考えております。お客様

と仕入先様、そして私共が共存共栄

していくことが、日本の住宅業界の

次の時代を明るく元気にする、大き

な推進力になると信じております。

　仕事は毎日コツコツ、小さい事を

繰り返し、一人ひとりが積み重ねて

いくことでジャパン建材という企業

は成り立っています。これまで以上

にお客様と仕入先様との太いパイプ

役を果たせますよう “ 全員が心を一

つにして ” 努力を続けて参ります。

　以前に倍しまして皆様のご愛顧・

ご支援・ご鞭撻を賜りますよう、宜

しくお願い申し上げます。

2009 年 4 月 1 日
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●工務店様での景気動向の推移 過去 2 年間の仕事量の見通しを
ポイントで表したグラフ。

工務店様での需要予測
前回調査（平成 20 年度第 4 四半期）は過去最低のマイナ
ス 65.7 ポイントであった。調査結果の通り市況は厳しく
需要は低迷し、業界では住宅会社の大型倒産もあり、日本
の GDP も第 3・第 4 四半期連続でマイナスとなり、政府
の景気判断も「急速な悪化が続いており厳しい状況にある」
とコメントしているように、依然停滞前線は長引いている。
さて今回の調査であるが、前回のワーストから少しでもポ
イントの回復を期待したが、2,919 件のアンケートの結果
マイナス 77 ポイントで前回の調査から更に 11.3 ポイント
ダウンしてワースト更新となった。
地域別に見ると、全国どこの地域も 70％以上が減少回答
で、特に 80％以上の減少回答が北海道・東北・甲信越・
北陸・中国と非常に厳しい結果が出ている。
一昨年同期と比較すると 63.6 ポイントの大幅ダウンとな
り、第 1 四半期の需要は予想以上に厳しく予測する。

主要メーカー様による販売予測
新設着工数で左右される合板・木質建材・窯業・断熱は大
幅な減少回答。住設機器は悪いながらも増加回答が 12.5％
あり、増改築・リフォーム中心に期待したい。

リフォームの現状
工務店様における月平均のリフォーム件数は 10 物件以内
が 64％、11 ～ 20 物件が 25％となった。1 物件あたりの
売上は 50 万円以内が 30％、51 ～ 100 万円以内が 41％、
合わせると全体の 7 割になりリフォームにかける金額は
100 万円以内までが最も多い。住宅リフォーム市場は新設
着工が好調だと市場が減少し、新設着工が減少すると市場
が伸びると言われる。今がその状況であり、底堅い需要は
あると予測する。

●工務店様での需要予測
「増加」「微増」「前年並」「微減」「減少」

の中からお選び頂き、総回答数よりそれ
ぞれの割合を算出致しました。単位は、

「％」となります。

平成 21 年度　第 1 四半期
平成 20 年度　第 1 四半期

１位 クリンレディ
ラクエラ

キッチン

2 位
3 位

１位 バスピア
La・BATH
Ｌ - バス

ユニットバス

2 位
3 位

１位 N クラレス

その他

フロアー

2 位
3 位

１位 モエンＭ 14・Ｗ 14
モエンエクセラード

エクセレージ

外装材

2 位
3 位

１位 ＲⅢシリーズ
ハウスキット  アトリア

リビエ

造作材

2 位
3 位

●最近の売れ筋商品
　（全国）

北海道 194 
東　北 290 
関　東 996 
甲信越 198 
北　陸 59 

中　部 214 
近　畿 356 
中　国 185 
四　国 76 
九　州 351

有効回答数
全　国 2,966

平成 21年度第 1四半期（4～ 6月）見通し
調査の目的
　 この調査は、ジャパン建材㈱のお取

引先における販売動向及び、景況判
断を把握し、今後の適切な販売指針
に資することを目的として実施しま
した。

調査の時期・方法
　 この調査は平成 21 年 2 月下旬から 3

月上旬までを調査時点として、お取
引先 2942 社に面接調査を行い回収
したものを一括集計したものです。

（前回調査は 2999 社・98.1％）
※通商株式会社、株式会社ミトモク、物林株式会社にも調査依頼をしております。

J　K
情報センター

合　　　板：増加回答    2.2％　前年並回答   6.7％　減少回答 91.1％

木質建材　：増加回答    2.2％　前年並回答   7.9％　減少回答 89.9％

窯業・断熱：増加回答       0％　前年並回答    6.5％　減少回答 93.5％

住設機器　：増加回答 12.5％　前年並回答 26.2％　減少回答 61.3％

リビングステーション
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帯広の草分け的な存在

大久保　いつもジャパン建材フェアにお
越しいただき感謝申し上げます。
　フェア会場ではいつも立ち話だけで、
本日はこうしてお話を伺える機会を頂き
まして、ありがとうございます。
佐藤　展示即売会には、旧丸𠮷さん時代
の『まるよし市』第 2 回から一度も休ま
ず伺わせていただいています。
大久保　そうでしたか、ありがとうござ
います。私共の展示即売会は、昭和 53
年から夏と冬の年 2 回開催をずっと続け
ていまして、おかげさまで今年 3 月に通
算 63 回目を迎えることができました。
これも皆様のご支持があって継続できた
と感謝しております。

佐藤　今は東京ビッグサイトが会場です
が、最初は晴海で、幕張メッセで開かれ
たこともありましたね。
大久保　幕張メッセ誕生直後に物珍しさ
もあって開催しましたが、幕張は全国か
らお越しいただくお客様のアクセスの問
題があって東京に戻しました。
　私共とは旧興国ハウジング時代からお
付き合いいただいていますね。
佐藤　はい、私共の設立当初からのお付
き合いです。
大久保　ありがとうございます。
佐藤　十勝は今も日本を代表する大豆産
地ですが、昔は合板の接着剤に大豆グルー
が使われていましたのでね。
大久保　旧興国ハウジングの前身は、そ
の接着剤メーカーとして帯広からスター
トしていますので、旧興国ハウジング発
祥の地、また、北海道の基盤を築かせて
いただいた帯広の三ッ輪建材さんと私の
初のトップ対談ができたのも何かのご縁
だと思います。ありがとうございます。
　ところで、三ッ輪建材さんの会社設立
は昭和 39 年ですね。
佐藤　はい、東京オリンピックが開かれ
た年で、今年で 35 年になります。
大久保　東海道新幹線も開業した年です
ね。新幹線車両も 0 系から 300 系、500
系、さらに 700 系へと変わってきました。
三ッ輪建材さんもこれまでに随分変わら
れたでしょう。

佐藤　そうですね、設立当初は従業員 7
名ほどでしたが、17 名になりました。
大久保　帯広の建材店では草分け的な存
在ですね。
佐藤　建材店はすでに 2 社ありまして、
そこへ私共が加わって 3 社。その後、他
社から枝分かれした数社が加わった時期
もあり、現在は 11 社〜 12 社程になって
います。

家一棟への納材比率を高める

大 久 保　35 年間には山あり、谷あり、
大変な時代も経験されたと思います。
佐藤　やはり、オイルショック後の昭和
47 年〜 48 年頃が一番大変でした。
大久保　今のほうが、オイルショック時
よりも深刻、と言われる方もいらっしゃ
いますが、現状、いかがですか。
佐藤　皆さん苦労されていると聞きます
が、私共では、おかげざまで前年並みを
維持できています。
大久保　それはご立派ですね。お客様は
大工・工務店様ですね。
佐藤　はい、今はそうですが、当初の主
力は左官材料で、その他には、ラワンベ
ニヤ、フローリング、テックス、石膏ボー
ド、繊維壁程度でした。
大久保　テックスというのは、どのよう
なものですか。
佐藤　北海道では壁や天井などの内装に
使われていた厚さ 6 ミリの 3 × 6 板、今
のインシュレーションボードのようなも
のです。テックスを使わないで石膏ボー
ドを下地に貼って繊維壁を塗ることも多
かったですね。
　当時は、外壁もモルタルでした。モル
タルの外壁はラスの上にモルタルを塗
り、乾いたらまた塗る。これを 3 回繰り
返して仕上げていました。浴室もモルタ
ルの上にタイルを張って仕上げていまし
たので、こうした左官材料をかなり扱っ
ていました。
大久保　今では外壁はサイディングに、
内装材も多様化し、浴室もすっかりユ
ニットに取って代わられましたね。
佐藤　ですから、今、左官の仕事というと、
基礎周りの仕上げと玄関のタイル下地く
らいしか残っていません。
大久保　住宅資材の多様化が進む中で商
材の幅を広げ、家一棟への納材比率をど
んどん高めてこられたのですね。
佐藤　そうですね。

ご協力いただける関係づくり

大久保　オイルショックを乗り切り、ま
た、厳しいと言われる今の状況をものと
もしないで業績を伸ばしていらっしゃ

る、一番のコツといいますか、強みはど
こにあるとお考えでしょうか。
佐藤　何といっても高度成長の波に巧く
乗れたからじゃないかと思います。それ
と、地元の元気の良い大工・工務店様と
の協力関係が築けたこと。これが最大の
要因だろうと思います。
大久保　常に先を見て、人脈・地縁を大
事にしてこられたのですね。
　ロータリークラブの社会奉仕にも取り
組んでいらっしゃいますね。言葉では「社
会貢献」「社会奉仕」と簡単に言いますが、
実際に活動を続けるのは並大抵のことで
はないと思います。ご商売はもとより、
地域活動で育まれた人の縁も、三ッ輪建
材さんの大きな力になっているというこ
とでしょうね。
佐藤　はい。帯広出張所勤務時代には冬
は仙台に戻る生活でしたが、帯広に根を
下ろすと決めましたのでね。地元の人間
ではなかったので、人脈・地縁を大事に
しようという気持ちが無意識のうちに強
く働いていたかもしれません。
　もう一つ私が力を入れてきたことは、
メーカーさんとのしっかりしたパイプを
持つこと。ご相談できる、ご協力もいた
だける関係が、我々の仕事の大事な要素
だと思います。それさえできれば、後は
ジャパン建材さんにお任せすれば、万事
ことが運びますから。
大久保　弊社も流通の仕事をさせていた
だいていますが、物を作っておりません
のでね。佐藤社長のおっしゃる「物を作っ
ているところと強い絆と信頼関係を持つ
ことが非常に大切」というお考えに、私
も同感です。
　同時に、開発力、さらに仕入先様の将
来性を見定めること。と言いますのも、
仕入先様からの商品が、ある日突然入ら
なくなり、お客様のご要望に応えられな
くなった私自身の苦い経験がありまし
て、将来性を見定めることがいかに大切
か、身をもって感じました。

佐藤　おかげさまで、私共はそれができ
ていると思います。
大久保　そこが三ッ輪建材さんの安定し
た経営の秘訣ですね。
　価格ももちろんですが、例えば新製品

が出る、何かあればいち早く情報が入っ
てくる、そういった強い絆が、我々流通
の大きな財産だろうと思います。

将来を見据えた人づくり

佐藤　ここ帯広を中心とする十勝支庁管
内は人口約 35 万人規模。大豆・小麦を
中心とする日本有数の食糧基地で農業が
基盤。農業生産額は毎年2,500億〜2,600
億円と安定した地域です。
大久保　ご商売をされるにも好条件に恵
まれているということですね。
佐藤　はい、住宅建物だけで約 70 坪、
グレードの良いものが求められます。
　とにかく農耕民族でコツコツ働く土地
柄で、北海道でも恵まれた地域です。
大久保　私も、関東平野で唯一の山・筑
波山の麓に広がる平野育ちの農耕民族で
す。社内でもよく言っているのは「毎日
コツコツ続けて、1,500 名を超える社員
一人ひとりの小さな積み重ねが、この会
社を支えている」と。毎日コツコツ、こ
れが非常に大事ですね。
　先ほど専務取締役のご子息にお目にか
かりました。私共のお客様は全国で 1 万
2,000 を超えますが、後継者問題で苦労
されている経営者の方もかなりいらっ
しゃいます。その点、三ッ輪建材さんに
は将来を託す頼もしい後継者がいらっ
しゃって、ご商売にも一段と力が入りま
すでしょう。
佐藤　確かにそれはありますね。
　ただ、私共でも従業員の高齢化が進ん
でいまして、昨年も新人を 2 名入れまし
た。この若い人たちを一人前に育ててい
くことが今一番の課題です。
大久保　よく “ 企業は人なり ” と言われ
ますが、そのとおりですね。私共もこの
業界では社員教育にかなり力を入れてい
るほうですが、まだまだです。
　やはり経営者が人の重要性、次の時代
を担う人の育成を考えていくことが大事
だと思います。社長ご自身が OJT で新人
を育てていらっしゃるのですか。
佐藤　はい、その都度言って聞かせるよ
うにしています。私自身はさほど厳しく
しているつもりはないのですが、「今ま
でと違って厳しい」と新人がこぼしてい
るのを耳にしましてね。
大久保　人を育てるには時間がかかりま
すが、厳しさも乗り越えてくれた人たち
が、将来、会社の大きな力になってくれ
ますので、我々経営者も毎日コツコツを
続けていくことが大事ですね。
佐藤　そのとおりですね。
大久保　業界の沈滞ムードを吹き飛ば
す、明るく元気なお話を伺わせていただ
き、本日はありがとうございました。

三ッ輪建材  株式会社
〔会社概要〕

会社設立　1964（昭和 39）年

本　　社　帯広市東 4 条南 3 丁目 7 番地 8

資 本 金　1,000 万円

年　　商　14 億円（2008 年）

従業員数　16 名

仲間 3 人で始めた三ッ輪不動産が建売住宅を

数多く手掛けていたことから直属の建材店と

して 1964（昭和 39）年に北興建材㈱の社名で

設立。設立の翌年、親会社の社名に因む三ッ

輪建材㈱に改称し、市場開拓を推進する。当

初は、モルタル下地用ラス、セメントなどの

左官材料を中心に、合板、カバやナラの乱尺

フローリング、新建材として登場した内装用

繊維壁材、テックス、石膏ボードなどを商材

とする。その後、住宅資材の多様化に歩調を

合わせ、徐々に扱い商品の幅を広げ、着実に

業績を伸ばす。現在は帯広・十勝の風土に合っ

た省エネ住宅を実現する増改築で快適な家づ

くりを推進する『十勝住宅リフォーム協議会』

賛助会員としても活躍。後継者となる専務取

締役佐藤哲康氏と共に将来を担う若手育成を

進めている。

代表取締役

佐藤  輝義　様
〔プロフィール〕

1941（昭和 16）年、宮城県登米市に生まれる。
宮城県立気仙沼高校を卒業後、仙台の建材店に
入社し、帯広出張所に勤務。出張所閉鎖後も帯
広に留まり、三ッ輪建材㈱設立と同時に入社。
1973 年、代表取締役に就任する。

地元の風土に合う新築・リフォーム商品のご提案に取り組んでいます。

トップ対談

さ　 とう　　 てる   よし
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2009 年 3 月 17 日・18 日の 2 日間にわたって東京ビッ

グサイト東展示棟 1・2・3 ホールを会場に『第 21 回ジャ

パン建材フェア』を開催。通算 63 回目の今回は、これ

までに例のない平日開催という、ジャパン建材の新た

な挑戦となったが、初日・2 日目ともに初夏を思わせる

ほど気温も上昇、眩しい陽光が降り注ぐ好天の下で全

国津々浦々から 2 万名を超える大勢のご来場者をお迎

えすることができた。“ 住宅業界に春を呼ぶ ” 活気と意

欲と熱気に満ちた総合建材展示即売会が実現した。

皆様のご来場・ご支援・ご協力に感謝！
住宅業界に春を呼ぶ

『第 21回（通算 63回）
　ジャパン建材フェア』

初日 17 日午前 9 時 10 分より、会場入り口前に 200 社を超える
出展メーカーの皆様と共に開場式を行って開場。テープカット
を合図に全国各地からお越しいただいたお客様をお迎えした。

ファンファーレとともにフェア開催
記念のテープカットで開場
東京ジャパン建材会会長
株式会社生井

　代表取締役社長　生井　邦彦　様
永大産業株式会社

代表取締役社長　吉川　康長　様
サンウエーブ工業株式会社

　代表取締役社長　織田昌之助　様
大建工業株式会社

　代表取締役社長　澤木　良次　様
ニチハ株式会社

　代表取締役社長　井上洋一郎　様
パラマウント硝子工業株式会社　

代表取締役社長　畑中　昭雄　様

開場式に先立ち、『第 21 回ジャパン
建材フェア』成功に向け心を一つにす
る JK ホールディングスの若手社員に
よる「木遣り」を披露

次回『第 22 回ジャパン建材フェア』
2009年8 月28日（金）・29日（土）開催

出展メーカー様代表の激励
TOTO 株式会社
代表取締役社長　木瀬照雄様

クリナップ株式会社の皆様による「第 21 回ジャパン建材フェア」
目標必達に向けた V コール

『第 21 回ジャパン建材フェア』
成功に向けて開場式を挙行

目標を超える来場者数・総売上を達成
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木　質

◇構造材・耐力面材◇
しなやかさ・ねばりをもつ木の強さが見直され、
需要拡大への働きかけが進む木質の構造材。二
酸化炭素を固定する意味からも、今後の木造住
宅が果たす役割は大きい。［長期優良住宅］の認
定基準となる「構造躯体の劣化対策」「耐震性」「可
変性」を実現する木質構造材の需要拡大にも期
待が寄せられている。安全で快適な木造住宅を
実現する木質構造材。その強度・精度を明確に
示す動きが進んでいる。
構造用積層単板、構造用集成材、大断面集成材。
国産材活用の構造用合板や構造用パネル。木片を
圧縮・接着した素材感が内装材としても活かせる
OSB。木材資源の有効活用と構造面材としての性
能も高い積層繊維板。地震・台風に優れた強度
を発揮する構造用 MDF。木質系以外にも、生長
が早いケナフを活用した構造用壁下地材、無機
質系の耐力下地面材などもあり、住まいの骨格・
筋肉となる構造材・耐力面材の選択肢は増えて
いる。

 内装・外装・素材

◇内装◇
床：日本人の生活スタイルの変化に伴って大き
く変わってきた床材。特に日々の生活で傷つき
やすい部位でもあり、長く美しさを保つことが
求められる。「堅牢で手入れの楽な表面加工」「室
内の空気を汚さない素材選び・加工」「リサイク
ルされた原料の活用」や「植林木の活用」など、
さまざまな工夫がなされている。
色彩もこれまでの床のイメージを覆すホワイト
系やブラック系でも微妙にニュアンスの異なる

ものが揃う。
壁：クロス張りの平坦な
印象の壁から、表情豊か
な壁材へ。特に室内の調
湿機能や臭いを分解する
機能をもつ壁材、陰影を
生み出す表面加工を施し
た壁材など、目にやさし
い木の特性同様の効果を
発揮する新しいタイプの
壁材も存在感を増してい
る。
扉：デザイン性をアピールするマンションのイ
ンテリアの影響もあり、特に若い世代を意識し
た「白」「黒」「ビビッドカラー」「デザイン化し
た木目」など、独特の個性をもたせた内装扉が
目立って増えている。
また、自由設計のパーテーションドアといった
プラスαの商品開発にも目が向けられている。
窓：防音性や断熱性、多彩な窓の表情を演出す
るバリエーションが豊富にある。

◇外装◇
外壁の素材・デザインはすでに多種多様だが、さ
らに外壁のアクセントとしての利用を促す個性
的なデザインのものも出てきた。さらに外装と
内装につながりをもたせたデザインや、外壁材
を室内壁にも活用することも提案されている。

◇リフォーム◇
新しい切り口として注目を集めている “ ペット対
応 ” の内装は、ひっかき傷・汚れ防止対策を施し
たものはもちろん、室内で過ごすペットの足腰へ
の負担を軽減、あるいは臭いを分解する床・壁
材の活用をアピール。ペットと一緒に過ごす屋
内の床をタイルにといった提案も登場。新しい
発想によるペット対応、リフォームで心地よい
住まいにと「床＋階段＋扉＋収納をトータルコー

ディネートする内装リフォーム」
のパック販売といった提案もあ
る。
開口部のリフォームで、窓の防
音・断熱性を高めるリフォーム
として注目されている内窓は、
洋室・和室のテイストに合わせ
て選べる。既存の窓枠を利用し
て取り付ける簡単施工タイプは、
工事依頼～完成まで最短 1 週間
の迅速対応も可能になっている。
また、シアタールームやカラオ
ケ対応ルームの需要の高まりに
応える防音扉、音響用システム
壁材・天井材、遮音マットなど
も充実してきた。

水廻り

メーカー各社がもっか力を入れているのが、シ
ステムキッチン・浴室・洗面所・トイレなどの
デザインを統一した “ 水廻りのコーディネート ”。
これも内装デザインが売れ行きを左右するマン
ションの影響を受けたもの。エコロジーな「節水・
自動洗浄」を実現した技術競争、さらにデザイ
ン性の高さが競われている。

◇キッチン◇
インテリアの一部としてデザイン性の高さが実
現されたキッチン。見た目の美しさ・心地よさ
だけでなく、さらに細部にまで配慮した使い勝
手の良さを追及。例えば、センサー付水栓、汚
れが付きにくく手入れも簡単なシームレスシン
クや排水口、コンロ周りの壁、拭くだけで手入
れができる新しい技術によるレンジフードなど。
特にリフォーム需要の多いキッチンだけに、高
級シリーズの価格を抑えたライトタイプ、既存
のスペースに設置して作業スペースも広げられ
るコンパクトタイプ、既存の配管を活かして理
想のキッチンを実現するタイプなど、数々のニー
ズへの対応力を高めている。

◇浴室◇
心地よく、安全に、楽しく入れる浴室。浴槽の
淵が握りやすく取手代わりになる、滑りにくい
浴槽床など、ユニバーサルデザインの発想がさ
らに進化。一方、豪華、贅沢な寛ぎ空間として
のシステムバスルームは浴槽、壁材、水栓、カ
ウンターなどの選択肢が増えている。

 電材・その他　

「エコキュート」など敷地内に設置する熱源機器
は、性能 UP と同時にコンパクト化・デザイン性
の高さが差別化のポイントになってきた。
また、国の補助事業が再開し、今後の普及がおお
いに期待される太陽光発電システム。設置した太
陽光発電システムの発電量などを毎日チェック
して楽しめる「ソーラー発電モニター」は、消
費者の心をつかむツールにもなっている。

ジャパン建材からのご提案
『快適住実』になくてはならない

住宅資材トレンド

『第 21 回ジャパン建材フェア』に登場した住宅資材の大きな流れは、“ エコ

ロジー ”。住宅そのものが環境に与える負荷を軽減するのはもちろん、環境

負荷の少ない素材を採用、リサイクル度を高めていることも訴求ポイントに

なっている。従来にもまして「使い勝手の良さ」「清掃のしやすさ」「汚れに

くさ」さらに「長もちさせる耐久性」など、より高い性能・機能性・デザイ

ン性を追求。フロー消費型社会から脱却して「いいものをつくって、きちん

と手入れして、長く大切に使う」ことをベースにした住まいづくりを推進す

る【長期優良住宅法】（正式名称「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」）

の今年 6 月 4 日施行に照準を合わせ、住宅資材も進化を遂げている。

“ より美しく、より使いやすく、
住まいのエコ度もますますUP”



6 2009.4

話
題
の
商
品

ステンドグラスはもはや教会だけのものではない。
本物のガラスの持つ輝きと色彩の美しさは住宅
の個性を際立たせるのに最適なアイテムである。
従来のステンドグラスと違い、日本の住宅用に
デザインされかつ強度と性能をあわせ持った商
品が 3 層構造ステンドグラス『ピュアグラス』
である。

● 熟練工による手作り
　＋安全性・断熱性・実用性
熟練工による手作りのステンドグラス。その両
面を強化ガラスで覆うことで、安全性・断熱性・
実用性を格段に高めた、『ピュアグラス』は幅
広い用途での使用を実現。ドアはもちろん、間
仕切壁の明り取りやアルミサッシの組込み窓と
して、またエクステリアやアイアンと組み合わ

せてライトカバーとするなど、アイデア次第で
様々な場面に取り入れることができる。

● 価格もリーズナブル
『ピュアグラス』は価格もリーズナブルに設定され、
手軽にワンランク上の住宅を演出でき、差別化
を図るには充分な提案力を備えた商品である。

● 世界に一つだけのオリジナルも OK
またオリジナルデザインも製作でき、世界で一
つだけの商品、孫の代までも受け継がれる思い
出の逸品としての付加価値も、喜ばれる要因の
ひとつである。
洗練されたデザインとガラス本来の持つ『ピュ
アグラス』の美しい輝きは、暮らしの中に癒し
の空間を創造する。

もっと身近に感じてください　ステンドグラスのある暮らし　きらめきのヒーリング
住宅用 3 層構造ステンドグラス『ピュアグラス』 株式会社セブンホーム

東芝キヤリアの調査によると、衣類を屋外で乾か
さない、いわゆる「部屋干し」習慣が一般的になっ
ていて約 32％の家庭が雨天・晴天にかかわらず衣
類を「部屋干し」する、と回答している。
居室での「部屋干し」は冬場でも結露やカビ・ダ
ニの発生要因となったり、衣類の生乾きでいやな
ニオイが発生したりすることもあるが、洗濯乾燥
機の衣類乾燥では衣類が傷んだり、電気代がかか
ることから敬遠される傾向があった。
これらの問題に新しい洗濯習慣を提案するのが、
衣類乾燥機能にこだわった『バスドライ』だ。

● 省エネ＆衣類をやさしく乾かす「エコ乾燥」
洗濯乾燥機で衣類乾燥した場合と比較して、電気
代を約 44％低減すると同時に、衣類の肌触りを洗

濯乾燥機並みにふんわりとソフトに、しかも生地
を傷めることなく仕上げる。

● 夜間の衣類乾燥も OK「静音運転」
エコ乾燥運転での運転音をさらに 4.5dB も低減す
るから、夜間の使用も気にならない。

● 乾きムラを激減「自然の風乾燥」
屋外に吹く風のように、ゆらぎのある自然の風を
作り出すことで乾きムラを少なくし、衣類乾燥に
かかる時間を約 30％も短縮する。

● 一人でらくらく施工「超軽量＆仮固定構造」
一人での施工を容易にする構造で工期短縮、安全
性アップを実現、施工にかかる経費も削減できる。

「部屋干し」習慣に対応した、新しい衣類乾燥スタイルを提案！
東芝だけの新機能「エコ乾燥」搭載の浴室換気乾燥機『バスドライ』 東芝キヤリア株式会社
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インデックス
業界 2009 年 2 月 16 日～ 3 月 15 日

ジャパン建材▶ダウ化工と共同開発した省エネ性能に優れた外張り断熱工法

『D ＆ J 工法』の専用部材・建築ノウハウ、全国 8 箇所のサポートセンター

による助言等を会員対象に供給開始。

INAX ▶毛髪などゴミをより分ける機能をもつ独自開発の排水口「てまなし

排水口」を採用した清掃しやすい洗面化粧台『L.C.（エルシー』を発売。／

リフォーム需要を取り込むために給排水構造を見直して施工しやすい仕様に

し、継ぎ目なしの便座で掃除もしやすい収納一体型トイレ『ピタ』2009 年

モデルの 4 月 1 日発売を発表。／キッチンの流しなどに使用する、センサー

で水が出る水栓金具のデザインを改良した『ナビッシュ』の 4 月 1 日発売

を発表。／奥行き 44cm のカウンターで洗面器部分の奥行き 40cm を確保、

2 台目として設置できる小型洗面化粧台『エスタ』の 4 月 1 日発売を発表。

JK ホールディングス▶東合交易の 4 月 1 日付完全子会社化を発表。

YKKAP ▶壁内配線工事が不要で施工を簡単に、室内のどこからでも操作で

きるリモコン式の住宅向け電動シャッターの 4 月 1 日発売を発表。

トステム▶秒速 42 メートルの風に耐えられる、積雪に対する強度も同社従

来製品比 1.5 倍のテラス用屋根『パワーアルファ』の 3 月発売を発表。／ド

ア扉厚さ 60㎜の高断熱、CO2 排出削減と重厚感・高級感を増すデザイン性

の高い玄関ドア『グルエ』の北海道限定を 4 月 1 日から全国販売に拡大と

発表。／韓国の LG 化学とアルミサッシ開発・販売で提携、4 月にソウル市

に資本金 60 億ウォン・従業員 25 人の合弁会社 LG － TOSTEM を設立と発表。

国土交通省▶ 2009 年 1 月の新設住宅着工戸数 7 万 688 戸（前年同月比

18.7％減）で 2 カ月連続の前年比を下回る、構造別の木造 3 万 3,194 戸（前

年同月比 20.3％減）、マンションは 1 万 741 戸で 7 カ月ぶりの減少、「当面

は厳しい状況が継続」と分析。

大建工業▶床材生産子会社の中部大建工業と住宅販売のダイケンホームの 2

社それぞれを解散、中部大建工業の業務を三重ダイケンに移管・集約、ダイ

ケンホームの事業をダイケンサービスに譲渡し、ダイケンホーム＆サービス

に社名変更すると発表。

トステム住宅研究所▶住宅の気密性を高め、光・熱を効率的に取り込む「開

いた」住宅の実証データに基づく省エネ住宅『クールアースモデル住宅』の

販売を開始、さらに CO2 削減効果などを実証して「エコ住宅」普及に弾み

をつける。

ノーリツ▶水廻りの汚れや乾燥肌の原因になる水道水の硬度成分をイオン交

換で除去する『軟水器』の 4 月 20 日発売を発表。

『Bulls 先張り防水シート』
改質アスファルト使用の防水
性に優れたシート。サッシ等
を取り付ける前に開口部に使
用。その他、増し張りが必要
な箇所、雨仕舞の弱点などに
ご使用ください。

『Bulls コーナー防水テープ』
引っ張ると伸びるストレッチ
性のある防水テープ。従来、切
り込みやシワを入れずには施
工できなかった入隅や出隅に
追従し、立体的に施工できる
防水テープ。

『Bulls ブチルテープ』
防水性に定評のある、耐久性に
優れたブチル系粘着防水テープ。

昨秋、住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）の「仕様書平成 20 年改訂版」
が発行された。
注目されるのは、平成 21 年 10 月から施行される【住宅瑕疵担保履行
法】を踏まえ、開口部や壁面取り合い部の防水仕様が詳細化されたこと。
この改訂に合わせ、Bulls ブランドに「防水材料」をご用意。『Bulls 先
張り防水シート』+『Bulls コーナー防水テープ』+『Bulls ブチルテープ』
の 3 品目組み合わせで、仕様書例に沿った施工ができ、漏水の起こり
やすい部位に、より安全な防水納まりを設けることができる。

住宅金融支援機構の仕様改訂で注目の防水材料

『Bulls 先張り防水シート』
　　　　　+

『Bulls コーナー防水テープ』
　　　　　+

『Bulls ブチルテープ』

サッシ周り工法

イチ押し 住宅の漏水トラブルの 6 割は
壁面取り合い部や開口部などに起因！
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現地概況
マレーシア、インドネシアの状況は全般的に大きく変わりは
ない。天候は若干なりとも乾季に向け回復基調と考える。原
木の入荷もある程度目途がつき始めている。需給バランスか
ら依然原木価格を筆頭に各種素材も値上げ基調で進んでいる。
生　　産
契約残の消化はこちらが考えている以上に進んでいる。例年で
あれば 5 月のゴールデンウィークくらいまで生産が遅れるケー
スもあるのだが、契約量そのものがここ数カ月の日本市況を反
映して少ない事から比較的早く契約ペースを取り戻している。
第 3 国向けの成約も進んでいない事も生産が順調に進んだ要
因のひとつと考えられる。
新規価格
上記の通り、現地の素材価格は上昇傾向にあり当然売価に転
嫁したいところだが、日本市況の低迷振りから「上げきれず、
下げられず」で交渉は難航している。特に春先以降需要が出
てくる 12㎜市況品の価格が決まらない事には全アイテムの相
場も決まらない状況。

日本市況価格は針葉樹合板が 3 月中旬以降若干の下げを見せ
たため、輸入品の価格にも影響がでている。値上げに転じる機
会を逸し各社二の手が打てない状況と言える。実需の話も少な
いことから、2 次加工用を含め「先決め」の商売が成立しにく
い環境で価格以前に数量が伸びにくい。資金繰りが順調なシッ
パーは 1 軒も無く、キャッシュフロー上やむを得ず価格交渉
に応じるか否かが注目点と考える。いずれにしても不足、欠
品の話はしばらく続くと考えている。在庫の確認はこまめに
お願いします！

合　板　部

　販売店様・メーカー様・商社様に
は格段のご支援・ご協力を賜り厚く
御礼申し上げます。
　首都圏第一営業部は今期より東京・
埼玉に加えて新たに千葉・茨城と 1
都 3 県 11 営業所に拡大し営業活動を
行って参ります。特に千葉・茨城地
区の販売店様・メーカー様にはご指
導、ご協力をお願い申し上げます。
　首都圏におきましては全体的には
リフォーム中心の市場、特にマンショ
ン・賃貸アパート等の集合物件の多
い東京 23 区内、またその周辺地域お
いては戸建物件も多く、さまざまな
形態が混在しており、お客様のご要
望も多岐にわたっております。
　東京地区では年 2 回、都内 4 箇所
のショールームにおいてブルズフェ
アを開催しております。販売店様が
主催者となり、2 カ月前より販売店様・
工務店様同行等のタイムスケジュー
ルを組んで行動し、地域の大工・工
務店様と共に地域に密着した需要の
開拓、メーカー様との三位一体の営
業強化を図っております。
　今では参加工務店様延べ 300 社を
越ヘ、お施主様においては 200 組以
上の実績となり、販売店様の年間行
事にも組み込まれるまでになってお
ります。
　次回は 6 月 13 日（土）の開催を予

定、『第 22 回 JK フェア』とリンクさ
せて受注に繋げたいと準備をしてお
ります。
　また、その他戸建物件等の地域で
は大手ハウスメーカー・ビルダーの
競合激しく、本来地域に根ざしてい
る販売店様、高い技術力のある大工・
工務店様の受注が厳しさを増してお
ります。営業部としても現在、当社
が強力に推進しております JK サポー
トセンターを活用し、
⑴  工務店様の営業・受注支援～住宅

プレゼンボード（図面・パース・
見積り・実行予算書）の作成

⑵  住宅ローン支援～長期固定金利「フ
ラット 35」の取次ぎ

⑶  行政への対応～瑕疵担保保険の取
次ぎ、長期優良住宅へ対応すべく
性能表示申請のサポート

など、大手ハウスメーカー・ビルダー
同等の支援をしております。
　現在は首都圏サポートセンター（府
中）で対応しておりますが、より地
域に密着し、スピーディーに対応す
べく、千葉エリアに JK サポートセン
ターの設置を準備しており、順次地
域におきまして説明会を実施してお
ります。
　今後も販売店様・工務店様と共に
地域に密着し、お客様のお役に立て
る営業を全力で推進して参ります。

ジャパン建材株式会社
東日本グループ 【  曇 】

合 板 天 気 図
部長　佐藤　博光

JK グループネットワーク

〒 136-8405　東京都江東区新木場 1-7-22
TEL:03-5534-3711（代）　FAX:03-5534-3855（代）
URL:http://www.jkenzai.co.jp
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