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●庭 は住む人を映す
　“ 玄関は住む人の顔 ” と言われる。お客様を迎え
入れる空間、内と外の境界に位置する。そういう
意味では、“ 庭は内と外の中間に位置する空間 ”。
　プライベートな空間でありながら外との交流の
場にもなる。庭の様子からは住む人の価値観・ラ
イフスタイルや、近隣との付き合い方も想像でき
る、“ 住む人を映す鏡 ” にもなる。

●庭 の好みは十人十色
　庭には多種多様なスタイルがある。伝統的な日
本庭園や現代的な和風の庭、草花中心の庭、樹木
中心の庭、果物や野菜・ハーブを育てるキッチン
ガーデン風の庭、緑が美しい芝生の庭。これらの
要素を組み合わせた多彩な庭など、数々のバリエー
ションが生み出せる。
　法律の規制に則って建築しなければならない住
宅ではあるが、庭は、住む人の趣味志向が比較的
自由に発揮できる空間。これが、庭付き戸建て住
宅の大きな魅力でもある。

●庭 が町並みを形成する
　一方、自分の庭だから何でも OK とはいかない現
実もある。例えば、庭に植えた木の根が隣家との境
界を越えている場合、隣家からの要請があれば切ら
なければならないなど、庭にも法律は適用される。
　また、2005年6月1日に全面施行された【景観法】
に基づいて地方公共団体が景観規制を強める傾向
にもある。京都市の市街地は、ほぼ全域を対象に建
物の高さ・デザインが規制される景観条例や、奈
良県の伝統的建造物群保全地区を増やす取組みも、
その一例。戸建て住宅一戸当たりの緑化率を定め
る自治体や、生垣・植樹を推進する自治体もある。
　条例のあるなしにかかわらず、各戸の庭が町の
景観を形成する要素になることや、地元自治体の
ルールなども把握しておこう。

●庭 づくりのプランを立てる
　庭も住宅と同じように新築時のまま維持するの

は難しい。特に植物は、季節ごとに変化し、生長
を続けるので適切な管理が欠かせない。手入れに
は手間隙や費用もかかるが、それが楽しみにもな
る。その点をどう考えるかによっても、選ぶ庭の
スタイルは違ってくる。
　庭をリビング感覚で使えるウッドデッキの人気
も高い。日射しや風雨に晒される屋外に設置する
ガーデンファニチャーは、デザインだけでなく、
メンテナンスの面も考慮して選ぶことが大切だ。
　庭の具体的なプランを立てるには、まず、庭を
どう使うかを列挙してみる。家の間取りと同じ手
順を踏むと、より具体的な形が見えてくる。造園
の専門家に頼むときも、これがあるとイメージ・
要望を伝えやすい。

●庭 の日当たり・環境を調べる
　庭に草花や樹木を植える場合は、その前に庭の
環境を把握する。自宅や近隣の建物による 1 日の
太陽の当たり具合、風通しなども確認する。日当
たりを好む植物、日陰を好む植物、それぞれに合
う環境を選ぶと、元気に育って病虫害も受けにく
く、管理の手間も少なくてすむ。
　さらに、植物を植えたいと思う場所の土の性質

を確認し、必要に応じて土壌改良の腐葉土を混ぜ
ておくと、植物が順調に根を張る手助けにもなる。
　庭づくり、花のガーデニング、果樹栽培、野菜
作りがわかる書籍・雑誌なども参考に、季節ごと
に変化する植物のようすをイメージしながら高低・
強弱のリズムをもたせてデザインしてみよう。

●庭 にシンボルツリーを植える
　洋風の庭に映えるシンボルツリー。新築を記念
して庭に植える人が増えている。今、特に人気が
あるのは、花が咲いて実のなるジューンベリーな
どの果樹や、手入れが容易で季節ごとの変化が楽
しめるもの。インターネットで「シンボルツリー」
を検索すると、驚くほどのサイトがあり、樹種を
選ぶポイントなどのアドバイスもある。当然、ネッ
トでの購入もできる。
　シンボルツリーを植える場合も、庭の環境を確
認すること。その地域の気候条件も生育を左右す
るので、その土地の植生に合った樹種を選べば、
失敗も少ない。
　また、木は年々生長するので、生長後の姿や木
陰の広がりを想定し、落葉の処理なども考慮して
植える位置を決めたい。

●庭 の伝統に学ぼう
　日本独特の美意識が凝縮された日本の伝統的な
庭園や、女性に人気のあるイングリッシュガーデ
ンを実際に見て、庭づくりを学ぶ方法もある。
　伝統的な日本庭園は、「池庭」「枯山水の庭」「路
地」「坪庭」など種類もさまざま。建物からの眺め
や、建築物との絶妙なバランスも観察してみよう。
自然素材を活用した日本庭園には、現代和風の庭
に応用できるものも随所に発見できる。「塀」「垣」

「石垣」、敷石や飛石で構成する「苑路」、自然石の
造形「石組み」、「濡れ縁」などの意匠にも、繊細
かつ大胆な庭の美がある。
　毎年ロンドンで開かれる「チェルシー・フラワー
ショウ」は花とモデルガーデンが多数出展される
ことで有名だが、日本国内でも開かれているガー
デニングショーで学ぶ手もある。

●庭  にも
　強くなろう！

居室空間の延長としての庭空間の活用、
季節の草花を愛でる庭、四季の実りを楽
しむ庭、本格的な和風庭園……。住まい
の数だけ庭のスタイルはある。



■庭 に死角を作らない
　家の中からは外からの視線が気になるもの。窓
辺やベランダ近くに植物を配置すれば、視界をさ
えぎることができる。これがかえって防犯効果を
下げることにもなりかねない。庭の防犯対策の基
本は、死角を作らないこと、侵入の助けになるよ
うなものを設置したり、放置したりしないことだ。

〈外からの侵入を防ぐ庭の工夫〉
ポイント①  景観の美しさを保つだけでなく、侵

入者に注意を払っていることを感じさ
せるよう敷地の外周を常にきれいにし
ておく。

ポイント②  窓辺・ベランダ近くの樹木が死角を
作らないよう、こまめに剪定して葉が
茂り過ぎないようにする。

ポイント③  生垣や垣根は、外からの見通しを良
くする。暗くなりがちな生垣の足元に
は照明を配置して照らす。

ポイント④  隣家との境になっている狭いスペー
スには植物を植えない。

ポイント⑤  侵入者の通り道になりそうな家の中
や外から見えにくい場所には砂利や、
歩くと音の出る防犯用の砂利を敷く。

ポイント⑥  玄関脇や駐車スペースなど侵入者が
身を潜めやすい場所にセンサーライト
やアップライトを設置する。

ポイント⑦  隣家や道路との境界に棘のある植物
を植える。ただし、給湯用の燃焼機器
などがある場所は、メンテナンスの邪
魔になるような植栽は避ける。

■庭 の防犯に役立つ小道具
〈防犯灯〉
　門柱灯・エントランスライト・ガーデンライト、
防犯専用のセキュリティライト、常夜灯など種
類も豊富にある。夜通し灯しておくものなので
ランニングコストも考慮し、昼間の太陽光を蓄
電するソーラータイプや、省電力の LED（発光
ダイオード）照明を活用する。

〈防犯用の砂利〉
　歩くと音がする砂利。照り返しを軽減する効果
や雑草の生育を抑制する効果のあるものもある。

〈防犯になる植物〉
　バラ、ヒイラギナンテンなど、棘が刺さると
痛い植物。

庭づくりで忘れてならないのが防犯対策。
窃盗犯罪の被害を防ぐ庭の工夫を知っておこう。

住まいの防犯対策をチェックしてみよう。チェックポイントの各項目の
□に「はい」の場合は○、「いいえ」の場合は×を入れてみよう。
×印の部分がその家の弱点だ！
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チェックポイント⑩

トイレ・浴室などの高窓
□  塀や庭木など視界を遮るものがない
□  ガラスは防犯合わせガラスを使用、も

しくは防犯フィルムを貼っている
□  ロック付きクレセントにしている
□ 補助錠をつけている
□ 頑丈な窓枠を使っている
□  格子には面格子を使っている
□  窓から侵入する足場になるものがない

チェックポイント⑨

2 階の窓
□  庭木などで視界が遮られていない
□  ガラスは防犯合わせガラスを使用、

もしくは防犯フィルムを貼っている
□  ロック付きクレセントにしている
□ 補助錠をつけている
□ 頑丈な窓枠を使っている
□  格子には面格子を使っている

チェックポイント⑧

ベランダ掃き出し窓
□  ガラスは防犯合わせガラスを使用、

もしくは防犯フィルムを貼っている
□  ロック付きクレセントにしている
□ 補助錠をつけている
□  雨戸・シャッターをつけている
□  雨戸の各戸板に 2 カ所以上に錠をつ

けている
□  雨戸には外れ止めをつけている

チェックポイント⑦

ベランダ
□  手すり・腰壁は見通しの

良い造りになっている
□  侵入しやすい場所にある

ので、高い手すりやトッ
プガードをつけている

チェックポイント⑥

勝手口ドア
□ 外からの見通しが良い
□ 防犯性能の高い錠をつけている
□  防犯性能の高い補助錠をつけている
□  扉や扉周辺にガラスをはめ込んでい

ない
□  防犯サムターンか、サムターンカバ

ーがある
□  扉の隙間にガードプレートをつけて

いる

チェックポイント⑤

1 階の掃き出し窓
□ 庭木などで見通しが遮られていない
□  ガラスは防犯合わせガラスを使用、

もしくは防犯フィルムを貼っている
□ ロック付きクレセントにしている
□ 補助錠をつけている
□ 雨戸・シャッターをつけている
□  雨戸の各戸板に 2 カ所以上に錠をつ

けている
□ 雨戸には外れ止めをつけている

チェックポイント④
玄関ドア

□ 破壊に強い材質である
□ 道路からよく見える位置にある
□ 防犯性能の高い錠をつけている
□ 防犯性能の高い補助錠をつけている
□  扉や扉周辺にガラスをはめ込んでいない
□  防犯サムターンか、サムターンカバーが

ある
□  扉の隙間にガードプレートをつけている
□ 鍵を屋外の一定場所に隠していない
□ 明るい照明や防犯灯をつけている

チェックポイント③

物置
□ 周囲からの見通しが良い
□ 破壊に強い材質である
□  2 階への足場にならない造りになっている
□  確実に施錠できる錠がついている

チェックポイント②

駐車場・車庫
□  2 階への足場にならない造りになっている
□ 明るい照明装置がある
□  見通しが良く、外から入りにくい
□  駐車場から敷地内に入れない造りになっている

チェックポイント①

庭
□  視界を遮る塀や庭木がない
□  2 階への足場になる庭木やエアコン室外機がない
□  外から入りづらいしっかりした門扉がある

参考資料：住まいる防犯 110 番（警察庁 HP）

■庭  の防犯対策

侵入被害を防ぐ住宅のチェックポイント
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大久保　我々流通の仕事は、商品を供給
いただいているメーカー様のご協力がな
ければ、成り立ちません。そこで本年 4
月からメーカー様トップのお考えを皆様
にお伝えすることにしました。今回は第
2 回目。クリナップ株式会社代表取締役
社長の井上強一様にお話を伺います。

初めての水廻り商材

大久保　おかげさまで今年 8 月に『ジャ
パン建材フェア』も通算 64 回目を迎え
ました。井上社長にご挨拶いただいたり、
社員の皆様に V コールで盛り上げていた
だいたりと、毎回、多大なご支援・ご協
力をいただき、ありがとうございます。
　私共では旧丸𠮷時代に水廻り製品の扱
いを始めた最初がクリナップさんでし
た。当時の『まるよし市』でマイクの要
らない迫力のある声で先代にご挨拶いた
だいたことを、今も思い出します。
井上　晴海の貿易センターの頃ですね。
大久保　はい。井上会長の「人生、真剣
勝負」は、実に素晴らしい言葉ですね。
　もう一つ、いつも感心させられるのは、
トップも社員の皆さんも、どのような場
面でも、開口一番「感謝致します」と挨
拶されることです。
井上　これも会長の発案ですが、当初は
言い慣れない言葉で抵抗感がありまし
た。あるとき、クレームの電話とは知ら
ないで「感謝致します」と言って出て、
叱られたこともありますが、徐々にこの
言葉を発しないと話が始まらない、とい
う気持ちに変わってきました。
大久保　クリナップさんを見習って、私
も実践していこうと思っています。

「ザ・キッチンカンパニー」へ

大久保　今年、創業 60 周年ですね。
井上　はい、創業当初は、作った座卓を
販売して代金を回収し、それで材料を仕
入れる商売。今の「キャッシュフロー経
営」を実践していたわけです。
大久保　現代にも通じる経営ですね。
井上　はい、苦しい時期もありましたが、
私共は創業以来のキャッシュフロー経営
を続けています。
大久保　座卓から流し台の製造販売に転
換されたのが昭和 35 年でしたか。
井上　当時『デコラ』が登場しましてね。
欅材の座卓は、こうした新しい材料の製
品に押されていくだろう、という創業者
の判断で業種転換を図りました。
大久保　確かに先代の予測どおり、木製
品の普及品が極端に減った時期がありま

した。まさに先見の明でしたね。
井上　そう思います。もともと家具職人
だったので流し台の木製キャビネット部
を作る自信はありましたが、シンクにつ
いては何ら知識も技術もありませんでし
た。そこに内野三郎という “ 板金の神様 ”
との出会いがあり、その方にシンクのプ
レス加工をお願いして流し台の製造販売
を始めました。
大久保　木製やセメント製、タイル貼り
流し台が一般的だった時代ですね。
井上　そうです。昭和 39 年以降は、サ
ンウエーブさんが公団住宅の流し台を一
手に納めていらっしゃいましてね。その
頃、私共は、今の本社ビルの場所で製造
していました。それが手狭になり、創業
者の生まれ故郷であるいわき市に土地を
求め、社員 40 名ほどが赴任して本格的
に製造を始めました。さらに、井上家の
出が宇佐神宮のある大分県の宇佐で、こ
こに九州工場を置き、かつては、この 2
箇所に製造拠点がありました。
大久保　今では業界標準になっている

「システムキッチン」を最初に採用され
たのはクリナップさんでしたね。
井上　これは日本独特のもので、私共は
昭和 48 年に製造を始めました。
大久保　N P S（ NEW  PRODUCTION
SYSTEM）手法による『CPS（クリナップ・
プロダクション・システム）」も実現されま
したね。
井上　これも創業者が偉かったと思うこ
との一つで、自分が築き上げたものが全
て否定されても、会社が良くなり、将来、
社員のためになると信じて取り組んだも
のです。これで大量生産から脱却、多品
種小ロット生産・ジャストインタイムの
納品体制と、経営改革を実現しました。
大久保　その後も「オールスライド収納」
や「フロアコンテナ」「サイレントシンク」

「洗エールレンジフード」と、次々に日
本初・業界初の製品を世に送り出してい
るクリナップさんの商品開発力にはいつ
も感服しています。
井上　私共は住設機器専門メーカーです
から、すべてのユーザーに対応できるよ
うな商品提案をしていかなければならな
い、と考えています。
　また、開発力・営業力・施工する技術・
物流の考え方、アフターメンテナンス、
さらに環境対応力などを総合的に見て、
仕入先を選択される時代になっていると
思いますので、優れた製品を生み出すだ
けでなく、視野を広くもって商品開発を
進めていかなければなりません。
大久保　そうした多面的な努力から生ま
れた製品を供給いただいているのですね。

やはり “ 同伴 ” は強い！

大久保　キッチン・バス工業会による
2008 年度の流し台出荷台数が 154 万台。
日本では一軒で流し台を 2 台設置する家
は少ないでしょうから、新築用を 110 万
台としても、50 万台近いリフォーム用
があるのではないでしょうか。
井上　特に中高級品の需要はリフォーム
用ですが、その動きが鈍いです。
大久保　私は、リフォームの潜在的な需
要はあると思っています。
井上　エンドユーザーの方々は 1,500 兆
円を持っている、それで車を買うのか、
旅行に費やすのか。水廻りや住まいの増
改築に使っていただく機運を、業界全体
で盛り上げていくべきだろうと思います。
そういう面では、ジャパン建材さんが通
算 64 回、中断することなく続けてこら
れた展示即売会は、実需を喚起する原点
だと思います。
大久保　住宅展示場の来場者数も 5 月以
降増えているというので、私も 7 月中旬
の連休に覗いてみましたが、かなりの人
でした。実は、クリナップさんのショー
ルームにもお邪魔してみました。
井上　そうでしたか。御社の需要動向予
測調査と同様、私共ではショールームへ
の来場組数の増減傾向を、先を見通す一
つのバロメーターにしています。
大久保　最近の傾向はいかがですか。
井上　前年比、前月比で増えています。
大久保　お客様のリフォーム需要掘り起
こしに役立てていただく『ブルズフェア』
などでショールームを利用させていただ
いていますが、ショールームでの成約率
の状況はいかがですか。
井上　全国 105 箇所のショールームで商
談させていただいて図面を出してご成約
いただくケースが約 4 分の 1。あとは、
残念ながら、先送りや、他社製品に流れ
るケースです。
大久保　図面を提出すれば成約できると
いうことでもないのですね。
井上　でも、流通の方や工務店さんなど
が施主様に同伴して私共のショールーム
に来ていただくと、そうでない場合に比

べて成約率は 10％～ 20％上がります。
ですから、メーカーと流通の方々と、そ
の先の工務店様とが一緒になって見込み
客の中に入っていくことがいかに大事か
を強く感じています。
大久保　そういうところに我々流通、販
売店さんの大事な役割があるわけですね。
井上　今後も、ぜひ同伴をお願いします。

住宅産業は、日本の基幹産業

大久保　先ほどクレームの話が出ました
が、私共の会社でも「聞かせてください！
お客様の声」ということでアンケートも取
り、実にいろいろな声を頂いています。良
い評価は耳に優しいですが、苦言をヒント
に改善していけば、お客様に愛されるジャ
パン建材に成長できると考えています。
　我々木建ルートやジャパン建材に井上
社長はどのような期待をおもちですか。
井上　今、失業率が取り沙汰されていま
すが、住宅産業には雇用力があり、新築
も、リフォームもあって裾野が広い業界、
日本の基幹産業だと思います。増改築す
ればキッチンだけでなく家電品も売れ
る、そういうところに木建のチャネルは
あると、私は思います。
大久保　既存の枠にとらわれない発想も
必要ということでしょうね。
井上　住宅業界というのは、建設建築に
かかわる方々が、施主様の意思やご要望
をきちっと吸い上げて質の良い住宅を数
多く建てていただくことで活性化するも
のです。地域に根を下ろして、将来にわ
たって需要をしっかり維持することに影
響を与えていらっしゃる方々を支援して
いく義務があると思います。
　私共は、ジャパン建材さんはじめ、そ
の先の販売店様や大工・工務店様の方々
に支えていただいていますので、皆さん
のご商売が成り立つような商材を、ジャ
パン建材さんを通じてご提供していくこ
とが使命と考えています。
　座卓からシステムキッチンへと作る製
品は変わっても、“ 家族の笑顔 ” を創る
ことを何よりも大事にしてきた創業者の
思いを、私も、社員も受け継いでいこう
と、今年の創業 60 周年を “ 第二の創業 ”
と位置づけました。そして、60 年間の
歩みを踏まえた新しい企業理念を「家族
の笑顔を創ります」とし、今以上に多く
の方々から「クリナップを応援するよ」
と言っていただけるよう、皆様と連携し
て木建ルートの活性化に貢献していきた
いと考えています。
大久保　今後とも、宜しくお願い申し上
げます。お話ありがとうございました。

クリナップ株式会社
〔会社概要〕

会社設立　1954（昭和 29）年
本　　社　東京都荒川区西日暮里 6 − 22 − 22
資 本 金　132 億 6,734 万円
年　　商　1,128 億円（2008 年連結）
従業員数　3,411 名（グループ全体）
故井上登氏が、1949（昭和 24）年に自ら製造
した座卓の販売を始める。1954 年、井上食卓
㈱を発足。初めて座卓が売れたときの喜びと
感動を「感謝の心」として企業精神の核に据
える。1960 年には商号を井上工業㈱に改称、
ステンレス流し台の製造販売を開始。1973 年、

日本初の「システムキッチン」発表。1980 年、
NPS による経営改革を開始。1983 年、流し台・
調理台・ガス台の 3 点セットを野球の強打者 3
番～ 5 番のクリーンアップトリオになぞらえ
たクリナップ㈱に商号を変え、ブランド名と統
一。“ クリナップの流し台 ” の広告宣伝で知名
度を高める。1987 年、2 代目社長に井上強一
氏が就任。1999（平成 11）年、創業 50 周年
の節目に「感謝の心」「一家一族」「五心」の創
業理念をまとめる。さらに今年の創業 60 周年
を機に新しい企業理念「家族の笑顔を創りま
す」を掲げ、躍進を目指す。

代表取締役社長

井上　強一   様
〔プロフィール〕

1949（昭和 24）年、東京都台東区鶯谷に生まれる。1971 年
松下電工㈱（現パナソニック電工㈱）に入社、営業を経験。
1974 年に井上工業㈱（現クリナップ㈱）に入社。取締役、
代表取締役副社長、営業統轄本部長、マーケッティング本
部長などの重職を経て、1987 年に代表取締役社長に就任、
現在に至る。

お客様との接点や食・住文化の研究開発を通じて「個人・家族・社会」の笑顔づくりに貢献します。

トップ対談
いの　うえ　　　 きょう いち
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新築住宅市場の縮小傾向が言われるなか、リフォーム需要に応え

る商品開発や、リフォーム事業強化の動きが活発化している。

1973 年の住宅・土地統計調査（総務庁）時点で日本の全世帯数を

超えた住宅ストック。それから 30 年余り、家余りの状況が続い

ているのだが、既存住宅の多くは、安全に安心して暮らせる住宅・

住宅環境の水準に達しているとはいえない状況のままだ。

少子高齢化社会の住宅に欠かせないバリアフリー化、大地震の揺

れにも持ちこたえられる耐震性の確保、地球環境に配慮した省エ

ネルギー性能の向上、自然エネルギーの有効活用など、既存住宅

の質向上にリフォームは欠かせない。

掘り起こそう、これからのリフォーム

● 性能 UP への潜在需要は高い
　リフォームの潜在需要はある、それを顕在化す
るには消費者の意識・行動・実態を知る必要があ
ると、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会で
は、「これから住宅リフォームをしようと考えて
いる需要者」へのアンケート調査を毎年度実施し
ている。その結果から、耐震性能や省エネ性能な
どの住宅の性能向上への消費者意識は高まってお
り、公的支援制度への関心も高い、と分析している。
※アンケート結果の詳細は、同協議会の「インター
ネットによる住宅リフォーム潜在需要者の意識と
行動に関する第 6 回調査報告書」としてまとめら
れている。

● 費用の透明性と質の確保
　潜在需要は確実にあるにもかわわらず、住宅の
リフォーム需要が伸び悩んでいる原因の一つは、
質・費用の透明性に欠けること。もう一つは、リ
フォームをどこに頼めば良いのかわからない、と
いう消費者の戸惑い。リフォームに関する制度が
未整備であることも消費マインドを動かせない一

因になっていると言われる。
　地域社会で信頼を得るには、まず確かな施工技
術でニーズに的確に応え、施主様に 100％ご満足
いただけるリフォームが提供できること。後は口
コミで評判が広がっていくとも言われる。

● 驚き、感動、納得、実需へ
　例えば、バリアフリー化一つとっても、廊下・
階段・トイレの手すり、庭にも手すりを付ける場
所はある。足元灯を付ける、床の段差を解消する、
滑りにくい床材に交換するなどの基本的なものか
ら、機器の開発が進んだおかげで転倒やヒート
ショックを防ぐ浴室・脱衣場に替える、寝室にも
トイレを設置、戸建て既存住宅でも自動扉やエレ
ベーターの設置がしやすくなっている。
　どんなリフォームが可能か、自社で対応できる
メニューを細かく洗い出してまとめてみることも
必要ではないだろうか。
　また、話が抽象的になり
がちな耐震性能や省エネ
ルギー性能の向上、自然エ
ネルギーの有効活用、防音

対策などは、リフォーム前と後の性能の違いを消
費者に見てわかってもらう必要がある。さらに、「こ
んなこともできる」「そんなに変わるものなのか」
といったことを体感し、驚き、感動してもらって
購買意欲を高めてもらうことで実需につながる。
　とはいえ、“ 感動の装置 ” を自前で持つには大変
な労力と費用がかかる。そこで、お役に立ててい
ただきたいのが『ジャパン建材フェア』や『ブル
ズフェア』などの各種イベント。さらに、メーカー
各社が全国で展開されているショールームや、生
産工程が見られる工場見学、製品展示場などへ住
宅資材販売店様と大工・工務店様がリフォームを
考えていらっしゃる方々と一緒に出かけていただ
く方法もある。
　ジャパン建材は、全国の営業拠点を通して、住
宅資材販売店様・その先の大工・工務店様にリ
フォーム需要を実需につなげていただくお手伝い
に力を入れて参ります。

商
売
繁
盛

!!

土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休暇は、受付を休ませていただきます。

JK お客様センター　　　お聞かせ下さい。お客様の声！

120 ,000

130 ,000

110 ,000

100 ,0000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000 126,926 127,708

46,782 49,040 50,139 50,476
124,107

121,136

11,136
13,376

（単位：千人）人口ピーク：2006 年

世帯数ピーク：2015 年

（単位：千世帯）

世帯数

高齢者世帯数

人  口

15,406
17,616 18,471 18,426

127,473
126,266

50,270 49,643

2000 年　 2005 年　 2010 年　 2015 年　 2020 年　 2025 年

● 世帯数の推移予測
資料：国立社会保障・人口問題研究所『日本
の世帯数の将来推計人口（2003 年 10 月推計）
※高齢者世帯：世帯主が 65 歳以上の世帯
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“ 日本の社会的資産である優良な住宅ストックを形成する ” という

国の方針によって今年 6 月 4 日に【長期優良住宅法】が施行された。

この法律に基づいて『長期優良住宅』の認定制度がスタートした。

　いつもお世話になっております。全国で 5 番目に開設された JK 首都圏サポー
トセンターです。首都圏 2 部の府中営業所にあり、メンバーは 3 名、首都圏 1 部・
2 部、22 営業所をカバーしております。昨年 8 月に設立準備を始め、11 月府中
営業所販売店様向け説明会から活動を開始しました。
　12 月にプレゼン支援活動開始、今年 2 月よりローンの支援も開始、サポート
センター機能を拡充しました。活動を始めて 10 カ月、直近では説明会や同行が
26 件／月、プレゼン依頼は 45 件／月、保険事業者登録 50 件／月、保険申込 18
件／月、長期優良住宅関係が勉強会を含め多くなってきた、といったところです。
　長期優良住宅は、認定証を取得するかしないかは別として、これからの住宅の
標準仕様レベルだと思います。因みに、ハウスメーカーではもうだいぶ前から既
に標準仕様レベルです。話を聞いていただければお分かりいただけますが、けっ
して高いハードルではありません。この機会に標準仕様にしてしまいましょう。
　首都圏 1 部でも、近くサポートセンターの立ち上げが予定されています。そう
なれば、今よりもサービス内容をレベルアップすることもできます。また新しい
サービスメニューの創出も考えられると思っています。
今後ともよろしくお願いします。

NEWS　LETTER
『JK サポートセンター』便り

NEWS　LETTER
『JK サポートセンター』便り

JK 首都圏サポートセンター
「JKサポートセンター」ネットワーク

〈本部〉東京都江東区新木場 1–7–22　新木場タワー 11 階
　　　　　　電話　03–5534–3713

ご相談・お問い合わせは、
各地の「JK サポートセンター」へ、お電話ください！

JK 北海道サポートセンター
電話　011–837–1888

JK 東北サポートセンター
電話　022–284–2769

JK 関東サポートセンター
電話　027–361–1934

JK 首都圏サポートセンター
電話　042–367–0441

JK 関西サポートセンター
電話　06–4702–8111

JK 中部サポートセンター
電話　052–758–6877

JK 九州サポートセンター
電話　092–761–7111

JK 中四国サポートセンター
電話　082–250–5051

やればできる [長期優良住宅 ]

〈維持管理・更新の容易性〉
性能表示「等級 3」
水準の目安：
構造躯体と仕上げに影響を及ぼさないで配
管の点検、清掃が行え、構造躯体に影響を及
ぼさないで配管の補修が行えるもの
◇ 専用配管が、壁、柱、床、梁および基礎

の立ち上がり部分を貫通する場合を除
き、コンクリート内に埋め込まれていな
いこと

◇ 地中に埋設された管の上にコンクリート
が打設されていないこと

◇ 専用の排水管の内面が、清掃に支障を及
ぼさないように平滑かつ清掃に支障を及
ぼすようなたわみ、抜け、変形が生じな
いように設置されていること

　 設備機器と専用配管（ガス管を除く）の
接合部ならびに専用配管のバルブおよび
ヘッダー、または排水管の掃除口が仕
上げ材等によって隠蔽されている場合に
は、主要接合部を点検するために必要な
開口、または掃除を行うのに必要な開口
が仕上げ材等に設けられていること

〈省エネルギー対策〉
性能表示「等級 4」
水準の目安：［次世代省エネル
ギー基準］程度

〈耐震性〉
性能表示「等級 2」
水準の目安：「評価手
順①」で設計壁量が「等
級 2」の必要耐震壁量
以上かつ②から⑥を満
たしたもの

「評価手順」
①壁量のチェック
　　　
②壁の配置のチェック
　　　
③床倍率のチェック
　　　
④接合部のチェック
　　　
⑤基礎のチェック
　　　
⑥横架材のチェック

〈構造躯体の劣化対策〉
性能表示「等級 3」
水準の目安：構造躯体が 3 世代

（75 年から 90 年）もつ程度の対
策が行われているもの

Ｑ 1 『長期優良住宅』の認定基準の内容は？
Ａ 〈木造戸建て住宅（4 号特例物件）の場合〉
　◇構造躯体の劣化対策「等級 3」
　◇耐震性「等級 2」
　◇維持管理・更新の容易性「等級 3」
　◇省エネルギー対策「等級 4」

Ｑ 3 どのような手続きが必要？
Ａ 〈認定までの流れ〉

JKサポートセンターが『長期優良住宅』の実現、
[ 認定長期優良住宅 ] の認定申請等のサポートをします！
JKサポートセンター推奨の『長期優良住宅』仕様をご提案させていただきます。

Ｑ４ 認定を受けた『長期優良住宅』のメリットは？
Ａ ◇  [ 認定長期優良住宅 ]（認定を受けた『長期優良住宅』）を平成 22 年 3 月末ま

でに購入すると、住宅取得に伴う国税（登録免許税）・固定資産税（不動産取得税・
固定資産税）が軽減される。

　　※  ただし、それぞれの税制に定められた要件を満たしていること。

　◇  [ 認定長期優良住宅 ] に対応した、最長 50 年の住宅ローン【フラット 50】を民間
金融機関が供給できるよう住宅金融支援機構が支援する。

　◇ 住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度【フラット 35】Sの [ 認定長期優良住宅 ]
等に適用される金利優遇（0.3％引き下げ）期間が 20年間に延長される。

一般住宅

1,200 万円控除

1　保存登記
　　1.5 ／ 1000
2　移転登記
　　3.0 ／ 1000
3　抵当権設定登記
　　1.0 ／ 1000

＜戸建＞
1 ～ 3 年目　1 ／ 2 軽減
＜マンション＞
1 ～ 5 年目　1 ／ 2 軽減

長期優良住宅

1,300 万円控除

1　1.0 ／ 1000

2　1.0 ／ 1000

3　1.0 ／ 1000

＜戸建＞
1 ～ 5 年目 1 ／ 2 軽減
＜マンション＞
1 ～ 7 年目 1 ／ 2 軽減

登録免許税

不動産取得税

国　税

固定資産税
固定資産税

Ｑ 2 認定を受ける手続きをするのは誰？
Ａ 『長期優良住宅』の建築・維持保全をしようとする者（建築主等）

○○　認定申請前に登録住宅性能評価機関から

○○　直接所管行政庁に認定申請する場合

適合証の交付を受ける場合

登録住宅性能評価機関

技術的審査 適合証①

土木事務所(経由）

建築住宅課（認定審査）

建築主

土木事務所(経由）

建築住宅課（認定審査）

市町村窓口（受理）

建築主

市町村窓口（受理）

技術的審査 適合証

長期優良住宅建築
計画等認定申請 認定通知

①

②
③

長期優良住宅建築
計画等認定申請 認定通知①

②
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話
題
の
商
品

省エネ住宅実現に欠かせない断熱材。壁面の断
熱はもちろん、屋根の断熱も省エネ住宅には欠
かせない重要な要素。発売以来 3 年、倍増ペー
スで売上を上げている商品がアイジー工業の断
熱材付屋根材の『ガルテクト』。新築にも、リ
フォームにも使用可能な、画期的な鋼板の屋根
材だ。

●快適な住環境を創る
〈特　　長〉
① 鋼板の裏に、最大暑さ 16㎜の断熱性能に優

れたポリイソシアヌレートフォームを一体化。
②赤外線を反射する遮熱鋼板を使用。
③軽量なので地震に強い。
  ◇  1㎡当たり5kg と軽量のため地震の際に建物

にかかる負担を軽減、既存の屋根材を撤去
しないでリフォームする「カバー工法」に最適。

④ 原板には耐食性に優れたガルバ鋼板を使用。
従来の亜鉛めっき鋼板に比べ 3 ～ 6 倍の寿命

が期待できる。
⑤ちぢみ塗装で高意匠を実現。
⑥ 難燃性能の高いポリイソシアヌレートフォー

ムを採用、さらに、飛び火認定も取得。

新築にも、リフォームにも使用可能な画期的な鋼板の屋根材
『ガルテクト』 アイジー工業株式会社

改装前

改装後

素敵で心地よい住まい作りには、「デザイン」「健
康・快適」の 2 つがポイントである。『エコカ
ラット』は表面の凹凸
が生み出す深い陰影感
がワンランク上の「デ
ザイン」を演出。高い
呼吸能力が空間の「健
康・快適」を作り出す。

● デザイン性〈光に変化する陰影が、インテリ
アをより魅力的に〉

『エコカラット」は、目にやさしい木材に近い
光の反射率を持つため、まぶしさがおさえられ、
陰影感を照明で演出することができる。リビン
グや寝室のインテリアにやさしく溶け込み、温
かみのある、くつろぎを感じる空間を作る。

● 健康・快適〈4 つの機能－調湿機能、カビ・
ダニ抑制、シックハウス対策、ニオイ吸着〉

『エコカラット』の調湿効果は同面積で比較し
て珪藻土の約 4 ～ 5 倍。電気などのエネルギー
を使わずに冬の結露や梅雨時のジメジメを抑制
する。
室内の余分な湿気を吸い取ることで、ダニやカ
ビの発生を抑えることが期待できる。また、過
乾燥の場合には湿気を放出し、肌やノドにやさ
しい室内環境作りに役立つ。
さらに、ホルムアルデヒドやトルエンなどの
VOC（揮発性有機化合物）吸着性能に優れ、シッ
クハウス対策にも有効。
トイレやペット、タバコのニオイなどの原因物
質であるアンモニアなども吸着し、室内を爽や
かに保つ効果も期待できる。

● 『エコカラット 3㎡イージーパック』
『エコカラット 3㎡イージーパック』は、エコ
カラット 3㎡分と施工に必要な部材をパッケー
ジ化することで、見積りの簡略化と施工性の向
上を実現したパック商品。
エコカラットの中でも人気が高く、表情豊かな

「プレシャスモザイクシリーズ」から 8 バリエー
ションを用意し、施工に必要な専用接着剤とヘ
ラをセットにした。エコカラットを切断するこ

となく液晶テレビ
の背面や玄関など
壁の一部に張るア
クセント使いを提
案。部屋の雰囲気
をグレードアップ
させる。

リフォームにも新築にも最適
呼吸する壁・健康壁材『エコカラット』 株式会社 I N A X



TOTO ▶ LED（発光ダイオード）照明を浴槽の底
面に配置し、特殊な表面処理で照明の光が柔らか
く広がるようにした『ルミニストバス』の欧州で
の評判が良かったことから、日本国内でもデザイ
ン性に優れた商品群「TOTO NEW  MATERIAL」
にラインナップして 9 月 15 日に発売と発表。
トステム▶住宅着工数の減少でアルミ製品の需
要減少・海外へ生産拠点移管推進のため、住宅
用アルミサッシ・小窓・庇・雨戸などを生産し
ている岡山県にある勝央工場の 11 月末閉鎖、正
社員を同県の熊山工場に異同、契約・パートな
ど非正規社員の契約解消などを発表。

INAX ▶光の角度によって光沢感が変化する落ち
着いたデザインのセラミック製内装タイル 2 種、
石模様基調『センシティ』とドット柄『コンセ
ンス』を 8 月 1 日発売。／賃貸マンション・ア
パート向け浴室『集合住宅用ユニットバスルー
ム』のラインナップを高級マンションでの採用
にも応えるデザイン・浴室用テレビ設備も選べ
るものに刷新。
ヤマハリビングテック▶既存のキッチンカウン
ターを 5 時間ほどで自社開発の人造大理石製品
に交換できる、修理・営繕なみの手軽さで施主
に感動を与えるキッチンの部分的リフォーム事
業の開始を発表。
サンウエーブ工業▶従来の「MB シリーズ」のラ
インナップを刷新して普及帯～中価格帯に位置
づけた、押すだけで扉が開く調理道具用ドアポ
ケットや、油汚れが付着しにくいレンジフード

などが選べる機能選択のバリエーションを増や
したシステムキッチン『サンヴァリエ　アミィ』
の 8 月 21 日発売を発表。
国土交通省▶ 6 月の新設住宅着工戸数は 6 万
8,268 戸（前年同月比 32.4％）の 7 カ月連続減少、
5 カ月連続の 6 万戸台で、季節調整済の年率換
算値は 74 万 9,076 戸となったが、6 月の建築確
認交付件数は 4 万 6,304 件、建築確認申請件数
は 4 万 6,625 件で 7 月の住宅着工は増加が見込
めると分析。
パナソニック電工▶住宅リフォーム費用が見積
額より膨らむケースもあったことから、製品価
格・工事費など、あらゆる費用を事前に総額表示
し、実際に総費用が事前表示額を超過しても消
費者に超過分を負担させないパッケージ商品『リ
フォームパック』の 10 月導入を発表。 
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インデックス

イチ押し 性能を飛躍的に向上し、次世代新品質を実現する
高耐久・生活性能向上フロアー『ハイパー ジオ』

● ペットと暮らす！

　〔ペットのひっかき傷に強い！〕

　 「強化フィルム＋硬質バッカー」の採用によ

り、ペットの爪などによるひっかき傷がつき

にくく、耐アンモニア性を高めたフィルムに

より、よだれやふん尿による変色を抑制。

●バリエーション

　石目調：2 柄　木目調：5 柄

■ 擦り傷に強い
　 EB コーティング技術により表面を硬化させてい
ます。生活行動の中で頻繁に発生する擦り傷な
どに強い構造になっている。

■ キャスター傷に強い
　 硬質バッカーを基材に使用していますので、キャ
スター付の家具や椅子を動かしたときの傷やへ
こみが目立たない、耐キャスター仕様。

■ 衝撃落下傷に強い
　 キッチンなどで、食器や調理器具など硬く重い
物を落としても、落下傷がつきにくく、へこみ
も目立たない。

■ 美しさ長持ち（変色や退色がしにくい）
　 日光や熱・湿度による劣化や退色・干割れを抑
制し、しかも磨耗性にも優れていますので、美
しさが長持ちする。

■ 静圧荷重傷に強い
　 子供が椅子をガタつかせたり、椅子に座って後
ろに傾いた場合でも、凹み傷がつきみくく、安
心して使える。

■ 床暖房対応
　 「強化フィルム＋硬質バッカー」の採用により、
温度・湿度の変化に強く、ひび割れが起きにく
くなっている。

■ 汚れに強くお手入れ簡単
　 表面の特殊加工により、頑固な汚れも拭き取り
やすく、お掃除も簡単。

■ 磨耗に強い
　 頻繁に歩くリビングや廊下でも EB コーティン
グの技術により磨耗に大変強く、色落ちするこ
とがない。

■ ワックス不要
　 汚れの付着しにくい仕上げになっていますので、
ワックスは不要。日頃のお手入れは拭くだけで
簡単にきれいになる。

「強化フィルム＋硬質バッカー」のダブル効果で、日常生活や施工
中の傷を大幅に軽減した。引渡し後のクレームも発生しにくく、メ
ンテナンスの手間を軽減。耐熱性にも優れており、温湿度変化によ
るクラックを抑制、床暖房用フロアーとしてもお使いいただける。

ハイパージオの特長
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　新設住宅着工戸数の低迷は依然
続いているが、ここに来て木造住宅
の着工戸数に回復の兆しが出てき
ている。木造比率は昨年及び一昨年
の平均値で 47 ～ 48％の実績であっ
たが、このところ 50％を大きく上
回り 60％近い実績の月もあり、そ
の改善に業界の注目が集まってい
る。木造住宅の着工戸数自体も例年
の数字に後わずかのところまで来
ているため、今後の荷動きには大き
な期待が寄せられている。一方、マ
ンション関連の着工減は不振を極
めており、長期化も避けられない状
況になっている。
　22 万㎥前後の入荷量が続いてい
ることで、埠頭在庫の減少が顕著に
現れている輸入合板は、地域によっ
てバラツキはあるものの全体的に
不足感が出だした。欠品のアイテム
もあり、価格についても 5％以上の
上昇となっているものが多い。相変
わらず現地は第 3 国からの受注に
より、一説には 3 カ月とも言われ
る受注残を抱えている。
　また、マレーシア大手シッパーの
工場が火災を出しており、倉庫内の
在庫と工場ラインの一部が燃えた。
当然その影響は少しも無いとは言
えないが、特定の輸入業者が過剰
にあおっている面もあり、冷静な
対応を望みたい。無闇に市場を混

乱させること無く正確な情報のみ
を伝えることが、商社筋の重要な
役割となる。
　国内針葉樹合板メーカーは、流
通の協力を仰ぎ市況の回復に今年
最大の労力をかけて対応している。
そのため、川上主導に価格が急激に
上昇しており、末端にも徐々に浸透
してきている。ここで何とかコス
トまでの値戻しを狙っているため、
各メーカーの足並みに乱れは見受
けられない。木造住宅の着工が上昇
しているため、在庫過多となってい
たネダノンについても出荷の増加
が確認できており、市況への影響が
大きい 12㎜品の生産比率を下げ無
駄な価格競争を減らしている。ただ
し、減産の緩みが見受けられること
は事実であり、今後の歩調の乱れに
繋がる可能性もあるため、あえて
警笛を鳴らす意味も込めて各メー
カーには慎重な生産体制をここで
再度意識付けしてもらいたい。
　合板需要に直接結び付く木造住
宅着工が増加していることで、久し
ぶりに明るい話題となっている。需
給のバランスが取れた輸入合板中
心に市況回復も鮮明となった。よっ
て積極的な営業姿勢で臨まなけれ
ば、取り返しのつかない乗り遅れに
繋がってくる。

合板部  部長　小柳  龍雄

　平素は販売店様はじめ仕入先様には格
段のご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。
　ジャパン建材営業企画部は、弊社本社
ビル「新木場タワー」の 11 階にありま
す。当部は、従来の「営業企画室」「営業
戦略部」「業務改善推進室」の各業務の連
携強化とお客様支援体制の強化を目指し、
2009 年 4 月から「営業企画部」の一つ
にまとまりました。営業企画部は「営業
企画課」「開発推進課」「JK サポートセン
ター」の 3 課を柱に据え、お客様満足の
向上と、お役に立つ各種情報の発信に努
めています。

営業企画課

　営業企画課は、“ ジャパン建材＋お客様
＋仕入れ先様の連携強化 ” のためにある
部署と言っても過言ではありません。そ
の一環として年 2 回東京ビッグサイトで
開催する『ジャパン建材フェア』の企画
段階からブース構成案・展示場設営・来
場者受け入れの準備等々、展示即売会の
開催に必要なこと全てを取り仕切ってい
ます。
　また、全国各地の営業所単位で実施す
る『ブルズフェア』『JK フェア』や各種セー
ルの後方支援、お客様会の「ジャパン建
材会」や、仕入先様との交流を促進する

「ブルズロイヤル会」「JK タイガー会」の
の運営支援も行っています。
　さらに「JK 情報センター」が四半期ご
とにまとめる需要動向予測のアンケート
企画や累計にも携わり、分析コメントが

営業企画部長の仕事の一つになっていま
す。
◇主な営業企画課の業務
　 需要動向予測調査／上・下期経営計画

発表会／ジャパン建材フェア開催／ブ
ルズフェア、各地方の JK フェア開催支
援、春のドリームセール・秋のビッグ
プレゼントセール等、各種セールの企
画／元気の出る仕事情報誌『ブルズ　
ビジネス』発行／東京ジャパン建材会
運営の支援／仕入先様との各種懇親活
動の運営

開発推進課

　開発推進課は、ジャパン建材の企業理
念「快適で豊かな住環境の創造」に基づ
く各種システム・工法のご提案・普及活
動に邁進しています。
◇開発推進課おススメメニュー
　 『D ＆ J 工法』／長期優良住宅対応『エ

プコパックシステム』／太陽光発電シ
ステム／エコガラス／制振部材『ガー
ディアン・フォース』

JK サポートセンター

　JK サポートセンター本部として各地の
JK サポートセンター拠点の活動支援、新
拠点の企画・立ち上げ、［長期優良住宅］
に関するセミナー開催・営業マン教育の
支援などを行っています。
※各地の JK サポートセンター拠点の活動
内容や連絡先は、当誌『ブルズ　ビジネ
ス』に掲載中の［JK サポートセンター便
り］をご覧ください。

ジャパン建材株式会社
営業本部 【 晴 】

合 板 天 気 図
営業企画部長

（営業企画課長兼務）
木川　滋生

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

企画・発行

ジャパン建材株式会社  JK 情報センター

営業企画課
開発推進課
JK サポートセンター


