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お施主様に心から喜んでいただける住まいづくり
を目指してご活躍の販売店様・工務店様。素晴ら
しい技術・開発力から生み出された商材をご提供
いただく仕入先様。ジャパン建材は、お施主様・
工務店様・建材販売店様・仕入先様を結ぶ『架け橋』。
日本一の品揃えと、独自のバックアップメニュー
をご用意して “ 地域密着の営業 ” を推進しています。
ジャパン建材ならではの多彩な機能を存分にご利
用ください！

All for Your Business!
ジャパン建材は
皆様の『架け橋』

JK 木構造グループ
合板製造・木材加工事業

仕入先様
合板・プレカット

構造材
住宅建材・設備機器

お施主様

販売店様
材木店・建材店

◆ JK 情報センター
業界の最新情報を発信。
〇需要動向予測調査
　�ジャパン建材のお取引先様の販売
動向・景況判断に基づく四半期ご
との予測調査。
〇月刊　Bulls�Business　発行
　�業界の最新ニュース、ジャパン建
材からのおススメ商品、新しいご
提案などを掲載。

◆ Bulls 商品
快適で豊かな「住」環境の創造をめざすジャパン建材のプラ
イベートブランド。小さなものから大きなものまで特色ある
住まいづくりのお役立ち約300アイテムを品揃え。

◆ 住宅建材
お施主様の多様なライ
フスタイル・お好みの
テイストに合う内装材
（建具・造作材）、外装
材（窯業系・金属系な
ど）、エクステリア（カー
ポート・門扉）。

◆ 構造材
LVL（単板積層材）・
集成材・構造用集成
材など、地震・災害
に強さを発揮し、住
宅の資産価値の基礎
となる耐久性に優れ
た構造材。

◆ 合　板
合板は、木材の優れた特性を備え、木材
の欠点を除いて「木材よりも強く、必要
な強度に合わせて設計・製造できる、伸
び縮みの少ない材料」。「普通合板」「コ
ンクリート型枠用合板」「構造用合板」「特
殊合板」「特殊加工化粧合板」など、国
内外から選りすぐった各種合板。

◆ JK サポートセンター
お施主様が納得・安心し、マイ
ホームの建設をぜひ任せたいと
言っていただける、地域で信頼
される工務店様としてご活躍い
ただくための支援システム。営
業支援、住宅ローン支援、瑕疵
保険・確認申請サポート、住宅
性能表示・長期優良住宅・住宅
エコポイントにも対応。

皆様のお役に立ちます。

　● ジャパン建材独自の「バックアップメニュー」

　● “ 快適住実 ” の住まいづくりを実現する取扱主力商品

お施主様の夢のマイホームづくりを任せていただくには、工務店様
の技術力が最大限に発揮いただける環境整備が不可欠です。ジャパ
ン建材は、直接のお客様である建材販売店様との連携によって、そ
の先のお客様である工務店様の受注活動からのサポート体制を整備・
強化し、地域のお施主様との信頼関係づくりを強力にバックアップ
しています。

◆ ジャパン建材フェア
年 2回開催する総合住宅建材展示即売会。最新の住宅建材・住宅設備機器に実
際に触れていただける場であり、販売店様・工務店様のご商売の場としてもご
活用いただいています。

◆ 取扱主力商品カタログの発行
最新のジャパン建材取扱主力商品を掲載して年 1回発行しています。
○『住宅機器・住宅部材総合カタログ』
○『Bulls�CATALOGUE』
　�プライベートブランド商品約 300 アイテムを一挙掲載。
○『ウェブ　カタログ』
　�ジャパン建材のホームページから閲覧できる取扱主力商品カタログ。「合板」
「構造材」「住宅建材」「住宅設備機器」「Bulls 商品」に分けてご紹介しています。
○ホームページ上に電子カタログ「カタラボ」もアップしました。
　どなたでも活用できます。

住まいの品質を決める 4 大要素の「構造」「省エネ」「耐久性」「維持管理」を基本とする “ 快適
で豊かな住環境の創造 ” のための商材を豊富に揃えています。

◆ 住宅設備機器
新築住宅でも、住宅リフォームでもお施主様満足につなが
る最新の各種設備機器。「太陽光発電システム」「オール電
化」「エコキュート」「ガスエンジン式マイホーム発電」「石
油・ガス給湯器」「エコガラス」「外張り断熱」「システムキッ
チン」「システムバス」「洗面化粧台」「トイレ」「火災警報器」
「24 時間換気システム」「エアコン」「ヒートポンプ」「床暖
房」「防犯・セキュリティ関連商品」などをご提案。



2 2010.12

◆メーカー統合
　オンライン受発注システム

『MEWS（Material EDI  Web  System）』
参画メーカーと連携して、ホストコンピュータと連動
し、複数メーカーに対して在庫問い合わせから納期照
会、個別見積り、発注、発注状況確認などの業務が統
一画面で行える。
発注情報は、メーカーとリアルタイムに共有するとと
もに、お客様の自社システムの発注・売上・請求・支
払いデータとしても活用できます。

◆ハウス・デポ・ジャパン
販売店様が「地域№ 1を目指す工務店様」を支援する
［ハートシステム］を提供し、「販売店様」「工務店様」
「お施主様」がより良い関係を築くためのサポートサー
ビスを提供します。

詳細につきましては、ジャパン建材の各営業担当に、お気軽にお問合せください！

◆ハウス・デポ・パートナーズ
住宅ローンや各種サービスの提供を通じて
「工務店様との家づくり」を支援するための
さまざまなサービスを展開
しています。

◆ハウス・デポグループ
販売店様が建築資材供給の域を超え、地場住宅産業を
担う一員として、地場住宅産業を健全化・活性化し、
地域社会に貢献する「安心と信頼の家づくり」を提供
します。

◆ JK 木構造建築事業
国産材活用を促す【公共建築物等への木材
利用促進法】が 2010 年 10 月 1 日に施行さ
れ、非住宅分野でも木構造の需要が増える
ことが見込まれます。その窓口として JK 木
構造建築事業室が、JK 木構造グループの集
成材・LVL の製品開発・設計・製造技術、
プレカット、建築施工ノウハウによる新し
い木構造の可能性を追求しています。

◆雙環フォーラム
今後の業界環境を多方面から中
長期的に分析し、新しい時代を
生き抜く企業の経営者に必要な
「人間力」向上を図るセミナーの
開催を核に据えた、ジャパン建
材とお取引様とが長期にわたる
共存共栄を目指して「∞（無限）」
の可能性を育むための会。

◆環境対応
緑の地球、豊かな自然を次世代に残す
取り組み。
〇�森林認証制度に基づく木材・木材製
品の流通を積極的に推進。
〇ジャパン・リサイクル・ロジ友の会
　�ジャパン建材・建材販売店様・工務
店様 3者による石膏ボード端材リサ
イクルのための会（首都圏のみ）。

　● 優良な住まいづくり＆経営に役立つご提案

◆ジャパン建材会
建材販売店の皆様が地元同業者の
方々と連携の輪を拡げ、住宅資材
流通のあり方を共に考える場をご
提供するジャパン建材のお客様会。
全国 64 の地域、総会員数約 1300
社のご参加をいただき、仕入れ先
様約 800 社に賛助会員として運営
支援をいただいています。

◆住宅型式性能認定『次世代型　外張断熱　D ＆ J 工法』
確かな設計力と品質・性能、そして、確実な施工技術が求められる次世代型の住まいづくりのために、ダウ
化工㈱とジャパン建材が共同開発。基礎外周・外壁・屋根（遮熱）を断熱性の高い「スタイロエース」ですっ
ぽり包んだ気密性の高い
「住宅型式性能認定」を取
得したオープン工法。
住む人に、環境に、さら
に「Bulls 商品」を組み入
れることで技術面のバッ
クアップで施工者にもや
さしい “ 長期優良住宅 ”
の骨格となる住まいづく
りをサポートします。

優良な住まいづくりの骨格となる『D ＆ J 工法』や、
迅速・確実な受発注と基幹業務の効率化にもつながる

『MEWS』、JK ホールディングスの各種フランチャイ
ズ事業もご活用いただけます。
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厳しい環境下で耐性を獲得

大久保　このトップ対談では全国のお客
様を訪問し、さらに四半期ごとに主力仕
入先様からも直接お話を伺っています。
これは、ジャパン建材全国約 2 万社の
お客様に役立つ情報を発信するだけでな
く、私自身にとっても地域ごとの実情を
把握できる、とても良い機会になってい
ます。よろしくお願いいたします。
吉川　確かに東京だけでも、山手線の内
側と外側ではお客様の業態が全く異なっ
てきています。お客様の状況を知るには、
やはり、直接お話を伺うのが一番です。
大久保　市場が大きく変わり、お客様の
方向性も変化してきていますのでね。
吉川　我々も、特にこの 3 年間、随分と
勉強させてもらい、変わりましたからね。
大久保　非常に厳しい状況ではありまし
たが、そのおかげで筋肉質の経営に切り
替えられたと思います。
吉川　確かにおっしゃるとおり、どんな
状況にも打ち勝つ耐性を獲得しましたね。
何しろ、1997 年の消費税率 UP の影響
で前年は 165 万戸近くあった新設住宅着
工数が約 140 万戸に減り、1998 年には
120 万戸を下回って、その後は 120 万
戸前後の状況が 2006 年まで続きました。
　それが、2007 年の建築基準法改正で一
気に 106 万戸、さらに昨年の 78 万戸台
へと急降下。私や大久保さんが営業の最
前線で頑張っていた頃は、新築の 8 割近
くが木造戸建て、マンションやアパート
の割合はわずかなものでした。現在の新
築需要は、総数で当時の半分になってい
ますが、木建ルートにとっては一番嬉し
い、戸建て住宅が復調しはじめましたね。
大久保　今年も 80 万戸台と、数そのも
のは大きく増えないでしょうが、私ども
で四半期ごとに実施している「需要動向
予測」でも、今年 4 月～ 6 月より 7 月～
9 月、さらに 10 月～ 12 月のほうが良く
なるだろうという予測結果が出ています。
吉川　プレカットが好調なのも、復調に
あるからでしょうね。

徹底した木材資源活用

大久保　永大産業さんは、かつては日本
一の合板生産量を誇り、ブラジルなど海
外にも輸出され、また、プリント合板の
国産第一号も発売されましたね。
吉川　永大丸という船を 8 隻もって南洋
材原木を輸入して合板を作り、海外にも
製品を出していましたが、原木を買うの

と同じ値段で輸入合板が入ってくるよう
になり、撤退しました。
大久保　循環型のエコ素材活用に取り組
まれたのも非常に早かったですね。
吉川　はい。昔は、伐採した原木から製
材品にするのは 1 割程度で、残りは燃料
かパルプ用のチップにしていました。こ
ういった「未利用材」をいかに活用する
かということで、木質ボードの生産が始
まったわけです。
　木を魚に例えれば、頭だろうと、カマ
や内臓だろうと、みんな料理にして食事
にしてムダなく利用する考え方で製材の
過程で出る端材・鋸くず、合板の製造過
程で出る単板くず・端材、集成材の加工
過程でも出る廃材も活用し、原料にしてい
るのがパーティクルボードや繊維板です。
大久保　ほぼ 100％の有効活用ですね。
吉川　さらに、木質ボードの寿命が終っ
たときに、これを回収して再び木質ボー
ドを作るということを進めています。
大久保　永大産業さん独自の「半永久的
なリサイクルシステム」ですね。
吉川　これ以上の資源の有効活用はでき
ないというところまで活用しています。
大 久 保　 私どもの【Bulls 商品】にも、
永大産業さんの全面的なご協力をいただ
いて、グリーン購入法にも対応できる
PEFC-CoC 認 証 フ ロ ー リ ン グ『Bulls エ
コメッセージ　フローリング』をライン
ナップさせていただいています。
吉川　私どものポリシーや取組みに共感
いただいてプライベートブランド商品に
選んでいただいたことは、メーカーとし
ては名誉なことであり、嬉しいことです。
大久保　私どもは、プライベートブラン
ドである【Bulls 商品】の販売力をつけ
ていくことが、各メーカー様の商品の拡
販力にも繋げられるという姿勢で取り組
んでいます。無理なこともお願いしたか
もしれませんが、一所懸命売らせていた
だきます。

炭素を固定する木質建材

吉川　私どもの木質建材に利用している
木は、唯一再生可能な資源です。その特
性が一番発揮できるのは「植林木」。先
程お話しした「未利用材」「端材」「リサ
イクル材」活用が壁材・建具などの垂直
面の製品づくりではできていましたが、
床材などの水平面の製品がまだ熱帯雨林
材に頼っていました。これを何とかした
いということで製品にしたのが、ユー
カリ材を基材にした『エコメッセージフ
ローリング』です。

　ファルカタ、アカシア、カメレレ、ユー
カリなどのさまざまな広葉樹を使い、お
客様のご協力もいただいて製品開発を進
めました。なかでも実用面で一番優れて
いたのがユーカリでしたが、比重が非常
に重くて硬いので加工機械を完全に入れ
替え、メランティ加工に携わってきた工
場にユーカリの特性に沿った製品づくり
を徹底させることからスタートしました。
　パイロットで施工をお願いしたお客様
からも「硬い、重い」といった声も出ま
したが、やはりエコの時代ですから、持
続可能な木材資源を使っていかなければ
いけないという認識を共有いただいて、
バリアーを超えて実現したものです。
大久保　私ども流通は、製品を作ること
はできません。ですから、「メーカーさ
んが苦労された製品の特性をしっかり理
解し、大事に売っていかなければいけな
い」と、いつも社内で話しています。
吉川　この製品づくりを通して、「未利用
材」や「植林木」を使って新しい製品を
開発・製造をしていくには、従来の発想
ではできないことを改めて痛感しました。
大久保　新しいバリエーションとして昨
年 11 月に発売された『エコメッセージ
パートナーワン』も、「地球にやさしい」

「人にやさしい」「ペットにやさしい」フ
ローリングですね。
吉川　進化した『エコメッセージ』です。
木質建材は、植林によって二酸化炭素の
貯蔵庫になる森林を増やし、製造過程で
もこんなにも木材資源の有効活用に取り
組み、完成した製品は炭素の固定に貢献
していますが、「住宅エコポイント」の
発行対象にならないのは残念です。
　ジャパン建材さんや、建材販売店の皆
様にも、「木質ボードなどの木質建材は、
燃やさないで使い続ける間は炭素を固定
している」ことを評価いただいて、おお
いに PR いただければと思います。

加工技術を極める次のステージ

吉川　木質建材メーカーはどこも同じ状
況だと思いますが、我々は、今
後も木質加工技術をどこまで
極めていけるかが大きなテー
マになっています。といいます
のも、日本繊維板工業会、フロ
アー工業会でも、林野庁の要請
に基づく国産材活用、さらに地
産地消の県産材活用のための
新技術への取組みが求められ
ているからです。その試みの一
つとしてキーテックさんの県

産材合板に当社の圧密を合体させた文教
施設向けの『圧密フロアー』を完成させ
ました。
大久保　かなり難しい技術だそうですね。
吉川　はい。ただ、これまでにパーティ
クルボードといえども、熱を加えても、
水を加えても、伸びてはいけない、木と
同じ性能に、鉄板と同じ性能をもたせな
ければならないなど、どんどん高く、厳
しくなる性能要求をクリアーしてきてい
ます。圧密加工の技術も 20 年前に完成
して特許も取っていたものです。この技
術を活用してカラマツとクリで作った床
暖房対応で足腰への衝撃も少ない「ふん
わり圧密」を第二弾として考えています。

住宅産業は地場産業

大久保　木質建材メーカーさんは、これ
からますます国産材・県産材活用で地産
地消の製品づくりに貢献されるのですね。
私どもも金太郎飴的ではない、各エリア
の実情を踏まえた “ 地域密着 ” の推進。
建材販売店様・工務店様、お施主様、そ
して仕入先様のお役に立つことを目指し
て JK サポートセンターのサポート力 UP
にも努めているところです。
吉川　住宅産業は、新築を手掛けるにし
ても、リフォームに取り組むにしても、
地場産業だと思いますね。ですから、全
国規模のハウスメーカーさんでも、それ
ぞれの地域で地場産業になることを目指
して、学区による土地探しから営業に取
り組んでいらっしゃいます。
　建材販売店様、工務店様も、地場産業
ということをもっと前向きに自覚され、
自社のある県の物件はすべて請けていこ
うじゃないかという意気込みをもって頑
張っていただいて、かかりつけのお医者
さんのような存在になっていただければ
最高だと思います。
大久保　私どもも業界の “ 架け橋 ” とし
ての役割をおおいに発揮して参ります。
貴重なお話をありがとうございました。

永大産業株式会社
【会社概要】2010 年 3月末現在
本　　社：大阪市住之江区平林南二丁目 10-60
設　　立：1946（昭和 21）年
資 本 金：3,285 百万円
従業員数：1,143 名
年　　商：550 億円（連結）
1946 年、大阪市大正区で戦後の復興資材として
の合板の製造販売会社を創業。1959 年に国産第
1号のプリント合板を販売開始。1985 年、国内
初のフローリング着色塗装量産ラインを稼働。
2006 年にはフローリングで日本初の「環境ラベ
ル付き」となる PEFC-CoC 認証を取得。エコに

つながる新製品開発を推進する。
2007 年、東京証券取引所市場第二部に上場。同
年、PEFC-CoC 認証『エコメッセージフロア』
発売、翌2008年にはその第2弾となる『エコメッ
セージ V』を発売して環境配慮型フローリング
のシリーズ化開始。持続可能な森林資源の利用
や、役目を終えた木製品や木質廃材が再び社会
で利用されるためのマテリアルリサイクルシス
テムを構築。木材資源を循環させる「環境創造
型事業」を通じて、より質の高い住まいづくり
に挑戦し、広く社会に貢献する製品開発に取り
組んでいる。

代表取締役　社長

吉川  康長  様
〔プロフィール〕
1943（昭和 18）年生まれ。1968 年に永大産業㈱入社。
1997（平成 9）年に東京特販営業部長就任以後、取締
役東京特販営業部長、取締役営業本部副本部長、常務
取締役営業本部長、常務取締役事業本部長など重職を
歴任。2003 年、代表取締役社長就任、現在に至る。

木を活かし、よりよい暮らしを

トップ対談
  よし   かわ　　  やす  なが
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ジャパン建材おススメ 住まいの骨格 “ECO 商材 ”
数世代にわたって長く住み継いでいける住宅を建て、手入れし
て大切に使っていく。これが資源を大事に使うことにつながり、
究極の ECO になる。住宅建材・住宅設備機器メーカー様から
世に送り出される “ 環境に配慮した製品 ” の数々。ジャパン建
材は、こうした優れた商材を販売店様を通じて工務店様、さら
にお施主様にお届けし、「快適で豊かな住環境の創造」に貢献
していくことを目指しています。
多種多彩な品揃えから、今回は、住まいの骨格づくりに役立つ
“ECO 商材 ” をご紹介！

■ 耐震・高耐久・高気密に優れた軸組み金物工法
数世代にわたって住宅の構造を維持する基本は、何といっても構造躯体。品質が
一定、経年変化をより小さくとどめ強靭な接合力を発揮する「金物工法＋集成材」
をご用意。
◇主要な金物工法
　�『テックワン P− 3』『プレセッター』『HS・HSS 金物』『SSLOCK』『モッケン金物』
など。
　※プレカット協力工場の加工機により使用可能な金物が異なります。

■ 地震に強い高性能木質住宅の構造材・耐力面材
地震の被害を食い止めるための大事なポイントは、水平面の剛性を高めること。収
縮・ねじれ・たわみ・割れなどの不安を払拭する、床組・小屋組、耐力壁にも最適
なものをラインナップ。
◇主要な構造材・耐力面材
　�『キーラム AQ土台セッコン K3』『木材保存処理建築土台』『構造用 LVL キーラム』
『杉平角・檜柱』『ネダノン』『キーラム耐震開口フレーム』『キーラムジョイスト』
『パワーウッド』『構造用OSB パネル』『ノボパン構造用パネル』『あんしん』『J
パネルQF』『ネダノンスタッドレス 5＋』『長尺針葉樹合板』など。

■ 地震力を吸収する制震金物・振動抑制装置
最先端の技術と豊富な研究実績を重ねて開発された地震の振動エネルギーを吸収
する振動抑制装置や、抵抗力と吸収力で木造住宅の強さを引き出す制震金物。
◇主要な地震力吸収装置・制震金物
　『GARDIAN：Re』『エースダンパー』など。

■ 省エネに欠かせない断熱材
次世代省エネルギー基準（平成 11（1999）年基準）をクリアするには、壁・床・
天井の断熱性UPが不可欠。さらに断熱性＋遮熱機能＋防湿気密で省エネ度をUP。
それぞれの素材特性を生かした気密性UPの工夫、通気層の施工性も進化。
◇主要な断熱材
　�『マグオランジュ』『床トップ剛床』『通気くん』『パーフェクトバリア』『パーフェ
クトバリア・アルミ遮熱シート』『スタイロエースⅡ』『スタイロフォーム』『ス
タイロフォーム AT』『スタイロラスター TM』『ハウスロン』『ハウスロン eキュー
ズ』『フルカットサン』『露断 204 プレミア』『カネライトインサーR』『カネライ
トオメガR』『ソフティセルONE』『フクフォーム・フクフォームN』『フクフォー
ムルーフ』『サニーライトR』『サニーライトR�JUMBO』『ネオマRフォーム』『ロ
クセラム　アムマット・アムマット 9』『ホームマット』など。

●決め手は［長期優良住宅認定基準］クリア
各地の JK サポートセンターで申請をサポートしている「長期優良住宅」。そ
の基準に対応する住宅が、すでに住宅業界の標準仕様になっている。
戸建て住宅の場合、認定の技術基準は 4 項目。
①「劣化対策：等級 3」
②「耐震性：等級 2」
③「維持管理・更新の容易性：等級 3」
④「省エネルギー性：等級 4」
加えて、変化に対応できる空間が確保できる「住戸面積」として居住面積
75㎡以上・基準階部分の床面積 40㎡以上、将来を見据えた定期的な点検・
補修等に関する「計画的な維持保全」のための住宅履歴情報の作成や、地方
公共団体ごとの規制・誘導規制に沿った優良な「住環境への配慮」等が求め
られる。

●都市部狭小地でも木造 3 階建てが可能
JK 木構造グループ㈱キーテック『キーラム耐震住宅 Sun-Shine Structure』は、寸
法安定性に優れ、強度が高い『キーラム』を活用した木造耐震住宅。

■ 『キーラム耐震住宅 Sun-Shine Structure』の 開発コンセプト

◇�都市部狭小地ではできないと思われていたプランを、『キーラム』と『キーラム耐震開
口フレーム』を利用して実現。
　�『キーラム耐震開口フレーム』は、開放的なプランでも壁倍率がとれ、耐力壁になるの
で開口部を自由自在に設けられる。
◇ �1階のオープンスペー
スはインナーガレー
ジや店舗としても利
用可能。
◇�狭小地ながらも開口
部の自由度が高まり、
ハイサイドライトが
可能になる。
◇�躯 体＋耐震開口フ
レーム＋構造計算を
セットでご提供でき
るので、手間がかか
らず安心して利用で
きる。

平成 22 年「経済危機対応・地域活性化予備費」による

【住宅エコポイント制度】1 年延長！
本年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」のステッ
プ 1。平成 22 年の経済対策予備費（9,179 億円）を活用した即効性ある施策として【住
宅エコポイント制度】が 1年延長された。
補助金交付申請受付期限・建築着工（根切り工事または基礎杭打ち工事の着工）期限
本年 12 月末日まで　⇒　平成 23 年 12 月 31 日まで延長
ポイント発行の申請期限：戸建て住宅では平成 24 年 6月 30 日まで
　　　　　　　　　　　　共同住宅の 10 階以下は平成 24 年 12 月 31 日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 階以上が平成 25 年 12 月 31 日まで

なお、平成 22 年度補正予算による「住宅エコポイント対象の拡充」の詳細については次号でご紹介します！

キーラム耐震住宅モデルプラン
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補助金交付申込受付　平成 23 年 1 月 31 日まで！
平成 22 年度  木のまち・木のいえ整備促進事業

〜木のいえ整備促進〜
【長期優良住宅普及促進事業】

〈申請者の資格〉すべてを満たす住宅供給事業者

①�直近3年間の平均新築住宅供給戸数が54戸以下。

②��建築主と住宅の建設工事請負契約を締結（また

は、買主と住宅の売買契約を締結）し、その住

宅建設工事を自ら行う者。

　※�建設業と宅地宅建取引業を兼ねる者が住宅の

建設工事を行い、その売買を自ら行う場合も

対象になる。

① 一般型対象住宅
　（1 戸当たり 100 万円上限）
　  中小住宅供給事業者による【長期優良住宅】へ

の取組みを普及促進

②地域資源活用型対象住宅
　（1 戸当たり120 万円上限）
　 中小住宅供給事業者による地域材を活用した

【長期優良住宅】への取組みを普及促進

1 戸当たり
①に加えて

20 万円を

限度に追加補助

持続可能な森林経営に
資する地域材の活用

【地域材】

〈補助対象住宅の要件〉

「構造材（柱・梁・土台）の過半に都道府県の
認証制度などによる

【産地証明等が
なされている
木材】を使用」

【産地証明等がなされている木材】
◇�都道府県等により産地が証明される制度によって認
証される木材・木材製品（例：都道府県等が実施す
る認証制度、FIPC など）
◇�森林経営の持続性や環境保全への配慮などについ
て、第三者機関によって認証された森林から産出さ
れる木材・木材製品（例：FSC、PEFC、SGEC など）
◇�林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能
性の証明のためのガイドライン」（平成 18 年 2 月）
に基づいて合法性が証明される木材・木材製品

1 戸当たり
建設費の 1 割以内
かつ 100万円を

限度に補助

中小住宅生産者により
供給される木造住宅

【長期優良住宅】

〈補助の対象住宅の要件〉
「長期優良住宅建築等計画の認定」

◇構造躯体の耐久性の確保
◇省エネ性の確保
◇耐震性の確保
◇維持管理の
　容易性の確保

所管行政庁による長期優良住宅建築等
計画の認定を受けるものであること。

補助事業の実績報告までに住宅
履歴情報の適切な整備・蓄積が
なされていること。

「所定の住宅履歴情報の整備」

住宅の棟上げ以降で、内装工事
よりも前の工程で工事中の現場
を一般公開すること。

「建設過程を公開すること
により関連事業者や消費
者を啓発」

住まいの履歴情報

木
の
い
え
整
備
促
進
事
業

【
長
期
優
良
住
宅
】建
設
中
！

柱

梁

土台

要件・申込先・応募手続等の詳細

については「支援室」（平成 22 年

度長期優良住宅普及促進事業　実

施支援室）にお問合せください。

電話　0570（050）792

受付　月〜金（祝日、年末を除く）

　　　9:30 〜 17:00

　　　http://www.cyj-shien22.jp

◇ ◆ ◇ カルチャー倶楽部◇ ◆ ◇

日本は、西洋の「石の文化」に対

して「木の文化」といわれる。

確かに国土の 3 分の 2 は森林で、かつ

ては住宅はじめ多くの生活用具の多く

が木で作られていた。それだけ木が人々

の身近にあり、手に入れやすい材料で

もあった。日本書紀には「杉と楠で浮

玉（船）をつくれ、檜で宮殿（家）を

つくれ、槙で棺をつくれ」とスサノオ

ノミコトが教えたと記されているそう

だが、これも、日本人が太古の昔から

樹種ごとの特性を把握して適材適所に

活用していたから、といわれる。

そして今、大きくクローズアップ

されているのが森林の再生と木

材利用の促進という国の政策だ。日本

の森林の 4 割を占める人工林面積は約

1,000 万 ha ある。そのほとんどが第

二次世界大戦後に植林された。森林破

壊が地球的規模の問題になっているが、

日本の人工林は植林した当時と同じ面

積を維持。1959 年に木材丸太の輸入

が完全自由化され、木材資源の海外依

存度を高めてきたことがその背景には

ある。

戦後の植林時代から 50 年を経て、

人工林の蓄積量（木の幹の全体

積）は 43 億㎥に増大。さらに毎年、

国内の木材需要量の 1 億㎥に迫る成長

量（8,000 万㎥）がある、と分析され

ている。この豊富な資源を有効活用し

て木材自給率を高めれば、資源ナショ

ナリズムの影響が回避できる。かつ、

脱炭素社会の実現にもつながる。“50

年に一度の林業再生の好機 ” は、雇用

環境改善の切り札ともされているのだ

が、実際には、丸太価格に占める諸経

費（伐採・搬出費、輸送費、労災保険料、

市場経費等）の割合が多すぎるなどの

課題も山積している。

この状況を打破する政策の一つが

「住宅分野への地域材供給シェア

拡大総合対策事業」。さらに、国や地方

自治体が公共建築物等で木材利用を率

先垂範する【公共建築物等への木材利

用促進法】も施行された。木材を素材

に製品開発するメーカーでも、こうし

た国の政策の後押しを受けながら、新

たな技術・製品開発に努力が続けられ

ている。

「木材利用」と「森林再生」

　国産材自給率向上に貢献する合板
　合板（単板製造用素材）に占める国産材率

　　　暦年　　　　　　　国産材（千㎥）　　　外材（千㎥）　　　　国産材率（％）
　2004（平成 16）� 546� 4,843� 10.1
　2005（平成 17）� 863� 3,773� 18.6
　2006（平成 18）� 1,144� 4,039� 22.1
　2007（平成 19）� 1,632� 3,595� 31.2
　2008（平成 20）� 2,137� 1,849� 53.6
　2009（平成 21）� 2,011� 1,092� 64.8



6 2010.12

話
題
の
商
品

美しく快適で耐久性に優れた住環境、施工のし
やすさによる工期短縮で建設コスト軽減の両立
を追及したアイジー工業の屋根材。住まいの省
エネ性 UP に関心の高いお施主様に喜ばれる商
材としておススメしたい。

● 群を抜く断熱性能
ガルバ断熱ルーフ『ガルテクト』は、鋼板の裏
に最大厚さ 16㎜の断熱性能に優れた「ポリイ
ソシアヌレートフォーム」を一体化した屋根材。
特に上下左右のジョイント部にも断熱材を充填
し、屋根全体の断熱性能を高めた。
表面材には太陽光の中の赤外線（熱エネルギー
の元）を反射する温熱鋼板を採用。断熱・遮熱
の W パワーで、夏涼しく、冬温かい、快適な
住環境を実現する。

● 酸性雨・酸性雪に威力を発揮する
　 優れた耐食性で長寿命
原板には耐食性に優れたガルバ鋼板を採用。
メッキ層は、粒状のアルミリッチ層を亜鉛リッ
チ層が網目状に取り囲む構造で、従来の亜鉛
メッキ鋼板に比べ3～6倍の寿命が期待できる。
自ら酸化物・水酸化物になって鉄素地を保護す
る亜鉛と、メッキ表面に「不動態被膜」を形成
して鉄素地を保護するアルミニウムが最もバラ

ンス良く機能する組成によって、特に酸性雨・
酸性雪で優れた耐食性を発揮する。

● 安心の「塗膜 10 年保証」＊

赤外線の反射特性が大きく、耐候性に優れたち
ぢみ塗装採用による「塗膜 10 年保証」を実現。
赤錆・穴あきに加え、塗膜のひび、われ、はがれ、
ふくれを保証項目に含む。
＊対象：保証登録いただいた建築物

近年の健康志向や美容への関心の高まりによ
り、家庭や温泉施設、スポーツジム等で「ナノ
ミストサウナ」が注目を集めている。低温・高
湿度で、通常のミストよりも更に細かいナノサ
イズの水粒を発生させ、身体をあたためるコロ
ナのナノミストサウナ『ナノリッチ』。高温の
ドライサウナに比べ、身体への負担が格段に少
ないので快適に入浴できる。

●身体と家計にやさしい『ナノリッチ』
◆低温なので身体への負担が少なく、
　高湿度だからたっぷりの汗
　 浴室内は体温に近い温度（38 ～ 40℃）なので、高

温のドライサウナ（90 ～ 100℃）に比べ身体への
負担が少なく、ゆっくりと入浴を楽しむことがで
きる。また、湿度も 90 ～ 100％と非常に高く、汗
をたっぷりかける。入浴後も湯冷めしにくく、身

体の温かさが持続する。
◆目に見えない、水濡れ感のない超微細ミスト
　 浴室内に放出される 10 ナノ（10 万分の 1 ミリ）

の水粒は目に見えないほど細かく、水濡れ感もな
い。だから入浴中に読書ができるほど。これまで
にない安らぎの空間が身体を包み込む。

◆レナード効果※ 1 でマイナスイオンを発生
　 独自の超微細水破砕方式※ 2 により、レナード効果

で浴室内にマイナスイオンが発生。これまでのミ
ストサウナでは実現できなかった、心地よい空間
を創りだす。

◆家計にやさしい低ランニングコスト
　 独自の熱回収システムにより、電気代は約 40 ～

50 円程度で運転が可能（ウォーミングアップ運転：
約 30 分、入浴約：20 分の場合）。また、使用する
水の量は 1 回の入浴で約 11 リットルと経済的。

耐久性・快適性・意匠性を融合した屋根材
ガルバ断熱ルーフ『ガルテクト』 アイジー工業株式会社

新感覚‼　熱くないのに、たっぷりの汗
ナノミストサウナ『ナノリッチ』 株式会社 コロナ

afterbefore

標準 1人用 標準 2人用

➡
ガルテクト

　 �※ 1 レナード効果：水が急激に微粒化したときに、大きい水粒子は
プラスに帯電して落下し、小さい水粒子はマイナスに帯電して周囲
の空気をマイナスに帯電させる現象。ノーベル物理学者フィリップ・
レナード博士（独）によって実証されたもの。
　※ 2�特許取得番号　第 3051055 号

イチ
押し
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東洋エクステリア▶表札・インターホン・郵便受
けなどの機能も集約できる戸建て向け電気自動車
用コンセント付きの機能門柱『スクリーンファンク
ションユニット EV 仕様』の 10 月 20 日発売を発表。
トーヨーキッチン▶ドア表面を 1312 色から選べ
るシステムキッチン『イノ・プレミアム　アズール』
の 10 月 21 日発売を発表。
エス・バイ・エル▶維持管理費・光熱費が低く抑
えられる間取りがコンパクトな平屋タイプを戸建
て住宅『家族謳歌』に追加発売。
トステム▶扉本体に内蔵するタイプのドアストッ
パー『みえナイゾウドアスットッパー』を標準装
備し、チャイルドロックもオプションで後付けで
きる居室用ドアを発売。／扉開閉時に扉が縦枠に
近づくと自動減速、開閉時音も抑えられる、業界
で初めてプッシュ錠も採用した『室内引戸』を発売。
YKKAP ▶近年流行のモダンなデザインの住宅に合
う直線型シンプルデザイン、風速毎秒 34m の風
圧に耐え、20㎝程度の積雪にも耐えらるカーポー
ト『エフルージュ』発売。／サッシ業界ではサッ
シとガラスを工場で組み込んで窓として販売する
手法が増えるなか、ガラスをサッシに接着して窓
の厚みを抑えたシンプルデザインのアルミ樹脂複
合窓『APW310』を 11 月 1 日から順次発売と発表。
／壁工事が不要の『スマートカバー工法』を窓リ
フォーム専門店『MADO ショップ』限定商品とし
て投入後、参入を希望する流通店相次ぎ、市場攻
略順調に動く。
積水化学工業▶入社 3 年目までの若手社員キャリ
ア研修で「会社での自分の将来像を考える習慣を
身につけさせる」仕組みを導入。
INAX ▶浴槽の残り湯を流すときにできる渦を利用

して排水口に髪やゴミをまとめる『くるりんポイ
排水口』の集合住宅向け新製品を開発、マンショ
ンのリフォーム需要開拓へ。／中国東北部でビル・
商業施設建設が相次いでいることから遼寧省瀋陽
市に外壁用大型タイルの新工場を 2012 年春稼働
をメドに建設、投資総額 26 億円と発表。
立川ブラインド工業▶高い耐水性で浴室・キッチ
ンなどの窓に対応、ネジを使わないで取り付け可
能な窓用ブラインド『シルキーサート　アクア』
の 11 月 1 日発売を発表。
京都府▶電気やガスの削減量に応じてポイントが
もらえ、集めたポイントは府内の商業施設等で買い
物に使える、地元有力企業が経済面を支える『京都
エコポイント』で個人や家庭の省エネ継続を促す。
TOTO ▶世界的な水不足によって海外で節水規制
が広がりはじめたのを契機に 2009 年 6 月に発売
した洗浄水量が国内で最小の『ネオレスト』で磨
いた節水技術を普及価格帯製品にも導入。2011 年
度に国内向け発売する住宅用トイレの 8 割を 4.8
リットル型に切り替える目標を掲げ、消費者が商
品を直接選ぶケースが多いリフォーム市場を狙う。
／広州直営ショールームを移転し、面積を倍増し
てプロ向け技術説明などもできる「TOTO 広州テ
クニカルセンター」に格上げ、大連の水栓金具工
場能力を倍増、上海に建設中の第 2 工場能力を上
乗せするなど、中国でショールーム拡充・衛生陶
器の生産能力拡大を進めると発表。／一般職採用
の女性社員の能力育成を目指す新たな研修制度「女
性ステップアップ研修」を導入、職場での課題を
的確に把握して解決策を立案できる人材を育成。
2017 年度までに課長以上の管理職に占める女性の
比率を現在の 3.7％から 10％に引き上げる。
ノーリツ▶兵庫県明石市の西新町事業所で製品の
故障などに電話対応する顧客向け相談部門などの
社員に仮装でストレス解消、気分転換させて顧客
対応を向上させる「カスタマーサービスウィーク」

（10 月 28 日～ 31 日）を実施。
国土交通省▶ 9 月の新設住宅着工戸数 71,998 戸

（前年同月比 17.7％増）で 4 カ月連続の増加、季
節調整済み年率換算値 837,123 戸（5 カ月ぶり
の 80 万戸台回復）。構造別・建て方別の木造は
41,141 戸（前月比 2.2％減、前年同月比 13.0％増）、
と分析。
信越ポリマー▶燃料電池基幹部分のセパレーター
の製造コストを従来品の半分以下に抑える技術を
開発、家庭用燃料電池向けなどへの普及に注力。
住生活グループ▶ 2011 年 4 月 1 日付でトステム
を存続会社に、INAX・新日軽・東洋エクステリ
ア・戦略立案会社 LIXIL の 4 社を吸収合併、新社
名「LIXIL（リクシル）」に変更すると発表。／川
島織物セルコンと資本・業務提携、12 月 15 日付
で第三者割り当てによる増資を引き受け（取得額
約 22 億円）、サッシ事業などとのシナジー効果を
狙う。／ 2011 年 4 月の統合を機に事業会社ごと
に分かれている営業機能再編、100 箇所を超える
国内営業拠点を 17 箇所に集約。
綜合警備保障▶住宅用火災警報機の設置・メンテ
ナンス、火災の発生時には警備員が訪れる、持病
やかかりつけ医師の情報を事前に伝えておけば意
識がなくても病院に搬送するなど高齢者向けに特
化したセキュリティーサービス『ALSOK シルバー
パック』を開始。
東レ ACE ▶炭素繊維配合で強度・耐久性を向上し
た外装材『炭素繊維補強サイディング』を開発、
戸建て住宅向け需要など開拓へ。
パナソニック電工▶ 12 月発売の明るさ・色が蛍
光灯並で消費電力は 60％の直管形 LED（発光ダ
イオード）照明の商品発表会を東京・大阪で開催、
オフィス・店舗での切り替え需要を見込む。
住友林業▶インターネット上で住宅間取り設計や
家具配置も自由にでき、出来上がった設計を 3D
画像で閲覧できるサービスを開始。
ダウ化工▶クラレ子会社と共同で特殊繊維などで
弾力性を高めて転倒時のケガ防止、藁畳の半分～
3 分の 1 の厚さで 3 ～ 4 倍の断熱性を備えた薄畳
芯材『芯匠（しんぞう）』を開発。

業 界 2010年 10月 16日〜 11月 15日

インデックス

国産材から地域産材利用へ進む
ニーズに応える JK 木構造グループ
2020 年までに木材自給率を 50％に引き上げるための国の政策の一つと
して今年 10 月 1 日スタートした「公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律」。これに先立って、木質建材メーカー様では国内の
森林で伐採された間伐材や未利用材の有効活用に動いている。
JK 木構造グループでも、国産材よりもさらに産地を限定した県産材活用
を望む地元の要請に応える形で「地産地消の木材利用」を実現するため
の技術開発を積極的に進めている。

●多様なニーズに対応する販売システム
　JK 木構造グループでは、公共等の建物では特に地元で育った木
を使うケースが今後も増えていくことを見据え、多様なニーズに対
応できる販売システムを構築。新たな木造建築の可能性を創造する
さまざまなご提案のためのグループ内の相互協力・補完関係の強化
にも取り組んでいます。
　また同時に、グループ外のメーカー様とも積極的なコラボレー
ションも進めるなど、JK 木構造グループの可能性を多面的に広げて
います。

●集成材・LVL の企画から建方施工まで対応
　JK 木構造グループでは、集成材・LVL の製造だけでなく、建物
の企画、デザイン、積算、構造計画、CAD、構造設計、工場プレカッ
ト、建方施工まで、あらゆるご要望にお応えします。

◇ 集成材・LVL はプレカットしてお届けします。
◇ 養生塗装、または仕上げ塗装して出荷します。
◇  ジョイント金物、ボルト等をセットにしてお届けします。
◇  建方専属チームによる現場での建方施工を行います。
◇  設計支援（事例紹介・構造計算等）をします。
◇  豊富なデータに基づく正確かつ迅速な見積（概算、設計）をします。

■ JK 木構造グループ「プランニングのフロー」

■集成材・LVL 製造から建方施工まで

■これまでの実績
文教施設（保育所・小学校音楽室・体育館）／スポーツ施設（アリーナ、ドーム）／
公営住宅／多目的公営文化・スポーツ施設／公営野外活動センター／町役場建物／
駅舎／空港施設／工場／事務所

集成材・LVL 製造

ご提案 企　画 デザイン 積　算

構造計画 CAD 構造設計

工場プレカット 接合金物 建方施工

❹ジョイント金物

❸
塗
装
養
生

❻
二
次
工
事❷プレカット加工

❶集成材・LVL 製造

❺現場建方施工

❼全体請負工事



首都圏サポートセンターとともに、工務店様に対し住みよい住宅づくりのご
提案、営業・受注支援にも力を注いでまいりますので、なんなりとご相談く
ださい。
① ハウスプラスすまい保険の取次ぎを行い、工務店様の瑕疵保険加入のお手

伝いを行っております。
② 性能表示、長期優良住宅申請サポートとして、長期優良住宅でメリットの

多い補助金、減税やローン金利の優遇対応。
③ 住宅ローン支援として、切り離せないのが住宅ローン。長期固定金利の「フ

ラット 35S」など他社には真似の出来ない低金利の住宅ローンを提案。
さらに、力を注いでいる商材は「太陽光」です。オール電化住宅市場が
2015 年には 45.1 万戸と予測される中、山梨県など外周エリアのオール電
化率は約 40％に高まっています。気候も、夏季には日本有数の猛暑となり
40.4℃と歴代 6 位を記録し、日照時間も年間で 1961 時間と全国 3 位。普及
促進には恵まれた地域ですので、PR に努め、普及・受注に努力してまいり
ます。ぜひ、ご相談ください。

〈最新情報！〉
山梨県における新たな情報発信基地として「コーディネートルーム」が 11
月 20 日にオープンしました。この施設は、私どものお客様でもある中央ベ
ニヤ様が主体となって整備された DAIKEN ショールームと商談のための空間
ですが、県内の販売店様、工務店様、お施主様、どなたでもご利用いただけ
るものになっています。ご活用方法は当営業所にお問合せください。

　9 月の新設住宅着工戸数が発
表されたが、4 カ月連続の増加
となった。木造住宅に関しては
9 カ月連続で前年対比増加とな
り、一戸建は前年比 20.5％増で
9 カ月連続の増加。木造比率も
57.1％と 50％以上をキープし、
首都圏を中心に全国的に回復傾
向となっている。今後も回復傾
向は続くと思われる。
　 国 内 合 板 の 9 月 の 生 産 量
は 23.1 ㎥ と な り、 前 年 同 期 比
111.0％であった。針葉樹合板生
産量も 20.1 万㎥と今年 2 番目の
高水準となった。ただ、9 月出荷
量は大手プレカット工場や住宅
メーカー向け中心に厚物合板が
引き合ってきたことで 19.5 万㎥
と健闘した。生産量がまとまっ
たため在荷量が 9.9％増の 20.3
万㎥と 10 カ月ぶりに 20 万㎥台
に乗った。昨年末から荷動きが
出てきた戸建て分譲など直需向
けに後押しされ、プレカットは
首都圏中心に手応えも顕著で年
内は好調が予想される。
　好調の理由は各社様々だが、
夏 場 以 降 か ら ロ ー コ ス ト ビ ル
ダーの受注が増加している。た
だし、今後についてはより一層、

需給のバランスをとるために需
給に見合った生産を維持するこ
とが大切。いずれにしても原木
の手当てと接着剤等の値上げも
あり値上げ傾向は変わらないと
思われ、需要家は消費分から新
値玉に着手せざるを得ない状況
になる。
　 輸 入 合 板 の 9 月 の 入 荷 量 は
26.8 万㎥で前月比 6.7％減とな
り、インドネシアの入荷が増え
たものの全体では 2 カ月連続の
入荷減少となった。円高による
ドル建てシッパーへの転換と、
マレーシア産合板の主力商品で
あるコンパネ・構造用関係への
需要が低下した結果である。
　各商社の買い付け状況からみ
ても 10 月入港も低水準が予想さ
れる。関東圏では比較的港頭在
庫はあるものの、地方ほど在庫
調整は進んでいる。現地での原
木価格の高止まり、接着剤値上
げ等依然として値上げ要請が多
い。
　11 月以降は更に入荷減少を引
き起こす可能性もあり、再度上
値を探る展開も予想される。

合板部　部長　内藤裕之

【 晴 】

合 板 天 気 図

〒 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

ジャパン建材株式会社  JK 情報センター
JK お客様
センター 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。

お聞かせ下さい。お客様の声！
企画
発行

甲府市は、山梨県の中央を南北に三日月形に縦断、市街中心部は

甲府盆地の中央北寄りに位置しています。甲府の地名は「甲斐

の国を司る府中」に由来し、戦国時代には大名領国を形成した武

田氏の本拠地となり、武田氏滅亡後は徳川氏や豊臣系大名浅野氏

の甲斐国経営のもとで国中地域や甲斐国の政治的中心地として発

展。写真は、甲斐の英傑・武田信玄公。山梨県は首都圏整備法上

の首都圏に属し、その位置関係から東の関東地方への志向性が強

く、先取の気風あふれる土地柄です。

快適な住まいづくりのお手伝い
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◇開催日程
札　幌� 12 月 9日� 10:30 〜 12:00　ホテルさっぽろ芸文館ロイヤルホール
仙　台� 12 月 13 日� 15:30 〜 17:00　仙台国際センター　大ホール
東　京� 12 月 7日� 10:30 〜 12:00　新宿文化センター　大ホール
新　潟� 12 月 9日� 15:30 〜 17:00　朱鷺メッセ　スノーホール
名古屋� 12 月 8日� 10:30 〜 12:00　名古屋市公会堂　大ホール
大　阪� 12 月 7日� 15:30 〜 17:00　大阪国際会議場　メインホール
広　島� 12 月 13 日� 10:30 〜 12:00　広島国際会議場　フェニックスホール
高　松� 12 月 16 日� 10:30 〜 12:00　アルファあなぶきホール　小ホール
福　岡� 12 月 8日� 10:30 〜 12:00　アクロス福岡　シンフォニーホール
沖　縄� 12 月 14 日� 10:30 〜 12:00　沖縄コンベンションセンター　劇場

◇講習内容　住宅エコポイントの対象拡充
　　　　　　ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業
　　　　　　リフォーム工事・中古住宅売買を対象とした瑕疵保険制度
◇講　　師　国土交通省　担当官
◇受 講 料　無料
◇申込方法　開催日の 3日前までに電話または FAX で申し込む。
　　　　　　※事前申込していない場合も会場に余裕があれば受講は可能。
◇申 込 先　住宅エコポイント等講習会受付窓口
　　　　　　TEL　0120-884-647　FAX　0120-888-476
　　　　　　FAX 用紙は国土交通省のホームページからダウンロードできる。

ジャパン建材株式会社
東日本グループ
首都圏第二営業部

甲府営業所
所長　三浦　光晴

地域活性隊

めざせ

住宅エコポイント拡充、ストック活用型セーフティネット
整備事業推進事業及び瑕疵保険に係る講習会

第５回　雙環フォーラム　を開催します。
今回の演題：平成 23 年新春特別企画「日本の政局を斬る。」

平成 22 年も日本は揺れに揺れている。止まらない円高や尖閣問題に端を発した中

国、ロシアの外交問題など迷走する政治経済のスパイラルは、われわれ住宅業界

にとっても無関係とは言い難い。平成 23 年新春、生き抜くために必要なものは何

か。これからの日本情勢の風向きを読む。

講師：末延　吉正（すえのぶ　よしまさ）氏

講師プロフィール

テレビ朝日社会部、政治部、
ニューヨーク特派員、バンコ
ク支局長などを経て、1980
年代に政府訪朝団に同席し
てピョンヤン入り、従軍取
材を決行した 1990 年の湾岸
戦争を経て 2004 年にフリー
ジャーナリストとなる。中央
大学特任教授の肩書きもも
つ。政界とも深いつながりを
もち、歯に衣着せぬ意見は物
議をかもしだすことも。

ご好評をいただいております当フォーラムも今回

で５回となります。毎回、時代に則したゲストを

お招きし、業界に一石を投じることができればと

考えております。第５回は、末延吉正氏を講師に

お迎えして開催します。

開催日時　平成 23 年 1月 21 日（金）16：00 開始

○講演の部　16：10 〜 17：40

○情報交換会（懇親会）17：50 〜 19：20

参加ご希望の方は、参加申込書にご記入のうえ（平

成 23 年 1月 14 日締め切り）お申し込みください。


