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太陽光発電

高効率給湯機

太陽熱温水器

高効率エアコン
躯体の高断熱化

蓄電池

・躯体の高断熱化
・太陽光発電
・蓄電池
・HEMS　（ホームエネルギーマネジメントシステム）

・太陽熱温水器
・高効率給湯機
・高効率エアコン
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● ゼロ・エネルギー住宅とは
住宅のエネルギー消費量を減らすには、住宅躯体
の断熱性を高めてエネルギー消費の効率化を図る
ことが不可欠。同時に、建物・設備機器などを含
む総合的な視点からの省エネによって一次エネル
ギー消費量を半減させる。これに太陽光等の再生
可能エネルギーによる「創エネ」をプラスすると、
年間の一次エネルギー消費量を実質上概ねゼロに
できるというのが「ゼロ・エネルギー住宅」だ。

住宅・建築物の省エネ・低炭素化を強化へ

ゼロ・エネルギー時代がやって来る ?!

東京ガス㈱と一般財団法人ベターリビング主催、

一般財団法人日本ガス協会・㈱ノーリツ・リンナ

イ㈱・㈱パロマ・パーパス㈱・㈱ガスターの協賛

で開催された「2012 ウィズガス・エコフォーラム」

にジャパン建材㈱からは大久保社長が参加した。

4 回目の開催となった今回は、2013 年 3 月に『エ

コジョーズ』のデファクト・スタンダード（標準）

化が迫っていることから、『エコジョーズ』の環境

性・経済性について一般流通事業者の理解・認知

度 UP を図り、『エコジョーズ』年間 100 万台ベー

スの普及に向けて積極的な拡販支援を要請。同時

に『エコウィル』『エネファーム』の拡販も加速さ

せるウィズガスクラブの新しいコンセプト「ガ、

スマート！」事例も紹介された。

業
INDEX
界

流通事業者経営幹部中心に 100 人が参加した

2012.5.28「2012 ウィズガス・エコフォーラム」

開催日：8月24日（金）・25日（土）
『未来をクリエイトするジャパン建材』

ECO プロデュース

国土交通省は「新産業・新市場の創出」に向けた
取組みの一つに〈住宅・都市・交通分野の省エネ・
低炭素化〉を打ち出している。その中で、省エネ・
低炭素化は、地球温暖化防止に貢献するだけでな
く、先導的な省エネ技術や再生可能エネルギーの
活用技術などがグローバルなハイテク分野での日
本の競争力にもつながる、としている。
特に今、民生部門でのエネルギー消費量を削減し
ていくことが大きな課題になっている。その解決

策の一つとして、国土交通省・経済産業省共同事
業【住宅のゼロ・エネルギー化推進事業】が平成
24 年度に創設された（本年度分の応募期間は終
了）。これに先行して被災地での住宅・建築物の
ゼロ・エネルギー化モデル事業も進められている。
同時に官庁施設のゼロ・エネルギー化（義務化に
向けた低炭素基準の策定、震災復興モデル事業）
や、災害時には地域の防災拠点となる学校建物の
ゼロ・エネルギー化を文部科学省との連携で実現・

促進に取り組むなど、ゼロ・エネルギー時代に向
かう国の動きが活発化している。
平成 24 年度中には断熱指標と一次エネルギー消
費量指標を組み合わせた「省エネ性能の評価基準」
策定、平成 25 年度前半には住宅性能表示制度等
を活用した「エネルギー性能表示制度」構築も計
画されている。「ゼロ・エネルギー住宅」が日本
の住まいづくりのスタンダードになる日が来るか
もしれない！

おかげさまで 創業75周年

第28 回（通算70回）
ジャパン建材フェア開催まで

54日
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平成２４年度第２四半期 ( ７月～９月 ) 見通しJ K 情報センター

●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・販売店様での需要予測
平成 24 年度第 2 四半期（7 月～ 9 月）に向けての需要予測がまとまった。

昨年の東日本大震災の影響から一時的に落ち込んだ仕事量のポイントも平成 23 年度第 3 四

半期の需要予測以降、除々に回復していたが、今年度のスタート期である平成 24 年度第 1

四半期には、若干の仕事量減少傾向が需要予測として表れた。そして更に、今回の平成 24

年度第 2 四半期に向けての調査では残念ながら昨年の同時期での予測は上回っているもの

の、工務店段階では、第 1 四半期から更に 0.7 ポイント低下のマイナス 9.9 ポイント、販売

店段階では 2.2 ポイント低下のマイナス 6.5 ポイントと、いずれも仕事量のマイナスを示す

結果が表れた。地域別には、東北、中国、九州地区が仕事量増加が減少を上回っている。

現在業界では、「地域型住宅ブランド化事業」「住宅のゼロ・エネルギー化推進事業」ある

いは「スマートハウス」といった部分に注目が集まっている。国からの補助金も有り、平

成 24 年度の住宅を取り巻くこれらの国策の動向には目が離せない状況と言える。地域型住

宅ブランド化事業については、事業提案の受付期間は第 1 回目が 6 月 8 日までで、その後、

評価委員が採択グループを決める。しかし、採択決定時期は調査時点では未定であり、多

少混乱を招いている感が伺える。

住宅のゼロ・エネルギー化推進事業についても、ゼロ・エネ住宅の認知を進めると共に地

域工務店への省エネルギー化技術の導入を図っていくのが目的で、これに関しても地域工

務店が建設するゼロ・エネ住宅に対し、最大で 165 万円の補助を想定するなど、意欲的な

工務店の実践を促す施策は長期優良住宅にも似ていると言える。また、住まいのスマート

化に関する取り組みも活発化してきている。畜電池、HEMS, 太陽光発電、燃料電池とスマ

ート化機器の導入が加速している。原子力発電の再稼働が不透明の中、住まいをスマート

化する事で環境負荷の低減と同時により快適な住環境の創造は、今後不可欠と言える。

主要メーカー様による販売予測
主要メーカーによる販売予測をみると、昨年の同時期の販売予測を合板メーカーと窯業・

断熱材メーカーは上回っているが、木質建材メーカーと住設機器メーカーは下回っている。

合板メーカーは被災した工場を持つメーカーも多く、昨年ほとんど生産することができな

かった事もあり、今回はかなり高い増加傾向を示している。

窯業・断熱材メーカーは次世代

省エネ基準の適合住宅への順

調な普及の様子が伺え、長期優

良住宅の定着と住宅エコポイ

ントの影響が少なからずある

事が増加予測に結びついてい

ると言える。

リフォームの現状
リフォームの現状としては、東日本大震災から 1 年経過した今でも東北地方の数字は高い

増加傾向を示したままだ。ただし、全国的に見ると横ばい傾向でグラフ上の変化はあまり

無いように見える。

最近のリフォーム市場においては次々と住宅業界以外からの参画が取り沙汰され、大きな

注目を浴びている。太陽光発電やスマートハウスなどリフォームに対する新たな商材の増

加によるところが非常に大きい。我々としても、数字に見えない部分において変化を感じ

とり、時代の変化に柔軟に対応したい。

●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。

●最近の売れ筋商品
　（全国）

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。
調査の時期と方法
この調査は平成 24 年 5 月中旬から下旬までを調査時点として、お取
引先 3000 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。
※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。

１位 サザナ
ラ・バス

hairo

ユニットバス

2 位
3 位

１位 Ｎクラレス
フォレスティア
クリアシルキー

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・セラディール

外装材

2 位
3 位

１位 ＲⅢシリーズ
アトリア

リビエ

造作材

2 位
3 位

１位 キッチンパネル

接着剤
ケイカルブルズボード

Bulls

2 位
3 位

１位 ラクエラ
アミィ

キッチン

2 位
3 位 クリンレディ

平成 24 年度 第 2 四半期
平成 23 年度 第 2 四半期

全国　回答数 2,931

北海道 172
東　北 297
関　東 1,104
甲信越 177
北　陸 63

中　部 206
近　畿 335
中　国 168
四　国 86
九　州 323

有効回答数

 増加予測 前年並予測 減少予測
合板 44.1％ 36.8％ 19.1％
木質建材 37.5％ 37.4％ 25.1％
窯業・断熱 46.1％ 39.5％ 14.4％
住設機器 48.8％ 32.4％ 18.8％
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優秀な人を集めるために

大久保　すばらしい新本社ビルですね。
加藤　事業というのはある程度の規模に
なったら伸びていくしかないですよね。
それには人、企業は人が命ですから、優
秀な人を集めなければいけないです。
　従来は中途採用が中心でしたが、その
うち 1 割しか残らなかった。その原因が
やっとわかった、人を育てられない、こ
れでは企業は伸びないです。
　そこで、優秀な人に来てもらえる、こ
こで働きたい、と思ってもらえるような
本社ビルにしようと思いましてね。
大久保　そのために惜しまず投資をされ
たということですね。
加藤　創業から 40 年を超え、独立して
24 年間この商売をしてきまして、もちろ
ん苦しい時期もありましたが、借金が嫌
いで、今、当社で抵当権の入っている資
産は全くありません。創造力を発揮でき
ても、それを実現するには資金が必要で
す。おかげさまで、それができるように
なりました。
大久保　20 年余りでこれだけの規模にさ
れ、しかも堅実経営を実践されている、
すばらしいことです。

来客営業への転換点

加藤　実は、20 年くらい前から考えてい
ることが一つあります。これまでは、こ
の業界では訪問営業が当たり前ですが、
需要のパイが縮小する中で相変わらず訪
問営業をしている会社は伸びていません
ね、労働集約型の仕事ですから。これか
ら業績を伸ばしていくポイントは、来客
営業への転換でしょう。それには IT をど
うやって活用していくのか。また、当社
では女性を積極的に採用しています。
大久保　IT と女性が来客営業に不可欠な
要素になる、ということですね。
加藤　具体的な内容については、まだ、
お話しできませんが、優秀な人を集める
という点でも女性は見逃せない存在です。
今、日本では男性に比べて 4 倍～ 5 倍は
就職難でしょう。でも、女性と男性の人
口も、能力も五分五分ですからね。
　良い人材を集めるノウハウは、大手時
代にも教えてもらえなかった、でも、そ
のコツが昨年あたりからやっとわかりま
してね。それで今年は、6 人を採用予定
で新入社員を募集しましたが、良い人材
13 人を全て採用し、もっか研修中です。
大久保　優秀な人を入れて、教育にも力
を入れているということですね。
加藤　そこです。実は、私は 19 歳のと

きにトーヨーサッシに入社したのですが、
3 日後に「営業をやれ」と言われ、さす
がに困りましてね。当時、長兄が静岡ト
ヨタでトップセールスだったので、その
兄のお客様訪問に 10 日ほどくっついて
歩いて、接客技術を身に付けた経験があ
ります。
大久保　ほぉう、セールスのコツという
か、ノウハウをお兄さんから吸収された
のですか。
加藤　商品を買っていただく姿勢はどう
あるべきかを学びました。
　私は、人生観まで含めて人を育てるこ
とが企業の発展には不可欠と考えている
のですが、長年、採用する側と採用され
る側のミスマッチングを続けていたこと
に気づきました。
大久保　そして、社長のお眼鏡に適う、
カンセイさんが求める人材が採用できる
ようになったのですね。
加藤　採用試験もやり、性格的な面も見
て、最終面接をして採用しました。
大久保　この春に採用された女性は何名
ですか。

加藤　2 年ほど前に優秀な女性が入って
功を奏しているので、今年は一気に女性
を 8 名増やしました。男性は 5 名で、計
13 名採用しました。これも、私が 20 年
くらい感じてきたことの一つですが、住
宅産業で働く人は男性に偏っている、で
も、住宅の 65％は女性が支配しています。
大久保　仰るとおりですね。
加藤　この男性中心で進めている業界を
抜本的に変えていかなければ駄目だ、と。
それと同時に、我々の営業は、基本的に
は、積み上げると高さ 3 メートルになり
そうなカタログを営業車に満載してお客
様を廻っています。車は傷む、燃料は食う、
これを何とかしなくちゃいかんと、当社
では iPad を持たせることにしました。
大久保　カンセイさんでは、みなさん電
子カタログを見ているのですか。
加藤　膨大な商品情報から検索が楽にで
きますからね。この大変な作業を若い人
にやらせて、文句ばかり言っていた、そ
れが間違いだと。文明の利器をいかに活
用するかです。
大久保　IT の活用方法が大事ですね。
加藤　サーバーも大容量のものを入れ、
PC も一人一台で使っています。
大久保　カンセイさんは進んだ販売店さ

んですね。
加藤　販売店というより、企業としての
考え方です。社長としてどこを目指すの
か、それが大事だと思います。
　ようやく人の問題がそろそろ片付きそ
うで、目標も明確になっていますので、
今後は、「販売力強化」と「需要の創造」、
これにどのように取り組んでいくかです。
そのノウハウを確立したら、フランチャ
イズ事業を展開したいと思っています。
大久保　そうですか。
加藤　日本でフランチャイズ事業に一番
成功しているのは㈱ LIXIL だと思います。
その前身、トーヨーサッシ㈱がサッシメー
カーから総合住宅資材メーカーへ総合化
を始めた時代に、私は、潮田健次郎社長
の元で新規事業の立上げを手伝い、ユニッ
トバスやリビング建材の開発にも携わり
ました。「住宅のトータルコーディネート」
という言葉を言い始めたのも、実は、私
なんですよ。
　さらに、大工さんや職方さんの近代建
築技術習得をサポートする「TH 友の会」、

「トーヨーファイナンス」なども手掛け、
自分で言うのもなんですが、フランチャ
イズ事業にも詳しいです。

大久保　業界のパイオニアとして活躍さ
れたので、さまざまなノウハウをもって
いらっしゃいますね。
加藤　23 歳～ 25 歳の頃は、経営が成り
立たなくなった閉店前の東洋ドアの店を
半年ばかり任せられ、2 カ月で再建した
こともあります。
大久保　それも、凄い。そうしたさまざ
まなノウハウを、今のご商売にも生かさ
れているのでしょうね。
加藤　営業だから、秘訣は商品を売るこ
としかないですよ。ただ、世の中にはい
ろいろな方がいますが、偉い人であろう
が、上下の区別なく誰とでも臆せず話せ
るというのはありますね。

若い人の創造力を大事に育てる

大久保　創業 40 周年記念のイベントに
お招きいただいたときに、社長自ら従業
員のみなさんを引っ張っている様子を拝
見して、カンセイさんにはすでに後継者
もいらっしゃるけれど、加藤社長はまだ
まだ現役だな、と思いましたよ。
加藤　でも、55 歳で引退しようと考えて
いたんですよ。
大久保　それは早すぎるでしょう。
加藤　と言うのも、片親で 5 人兄弟の真
ん中という環境で育ち、小学校 1 年生の

頃から自分の小遣いは自分で稼がなけれ
ばいけなかったので、実際の歳より 12
年間長く社会で生きてきましたからね。
大久保　そういう事情がおありでしたか。
加藤　事業というのは、ある程度の規模
になったら伸びていくしかない、伸びて
いく企業の歴史の中で頑張ってくれた人
を、若い人を育てるポストにつけ、若い
人をどんどん入れてやっていくべきです。
今の時代の流れは速いですからね。住宅
の考え方についても、私は、今は何も言っ
ていません。
大久保　若い人たちに任せているという
ことですか。
加藤　若い人たちの創造力を大事にして
います。私が企業の要になっていては、
私がいないと社内がバラバラになってし
まう、それではいけないと思い、社内に
要をたくさん作っています。
　ですから、この社長室も、オフィスと
会議室で隔てた場所にあります。この本
社ビルを建てる前は、倉庫の中に社長室
を置いていました。
大久保　そうでしたか。
加藤　社長が四六時中監視しているよう
な環境では、若い人たちも思う存分創造
力を発揮できないと思いますよ。
　私自身、大企業に勤めて先駆的な働き
もしてきたと思うのですが、その恩恵に
与っていません。でも、自分の会社では
それはしたくない、創造力を発揮して企
業の発展に貢献した人には相応の対価を
払うべきです。
大久保　それが、働く人たちのモチベー
ション UP につながって、どんどん創造
力を発揮してくれるでしょうね。

静岡一の企業であり続ける！

大久保　今ある 4 営業所は、全て静岡県
内ですが、県外への進出についてはいか
がでしょう。
加藤　会社を大きくする方法も知っては
いますが、あくまでも静岡県内に限定し
た商売を続けて、静岡一の企業でありた
い、と考えています。
　会社を大きくして自分本来の姿を押し
殺して生きていきたくはない、これが私
の生き様です。地球数億年の歴史や、太
陽の一生に比べれば、我々の存在なんて
小さなものです。どれだけ生きられるか
はわかりませんが、自分の人生は自分の
ために過ごしたい。そして、一生を終え
るときを満足した気持ちで迎えられるよ
うに、と思っています。
　もっとも、若い人たちには創造力のあ
る企業は伸びる、と教えています。若い
人たちの代には、彼らの生き様で進んで
もらえれば良いと思います。
大久保　本日は貴重なお時間をいただき、
興味深いお話を聞かせていただき、あり
がとうございました。
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【会社概要】
本　　　社　静岡市駿河区弥生町 4-1
会 社 設 立　1972（昭和 47）年
資 本 金　2,100 万円
従 業 員 数　65 名
年　　　商　20 億円（2011 年 12 月）
税前利益率　6.6％

1972（昭和 47）年にトーヨーサッシの 100％出
資による沼津トーヨー住器㈱として発足。1988
年の加藤社長が独立したのを機にカンセイトー
ヨ ー 住 器 ㈱ に 商 号 変 更。2011（ 平 成 23） 年、
会社設立当初からの目標であった「年商 20 億

円企業」となり、創業 40 周年の節目となった
2012 年 1 月に㈱カンセイへと商号を変更した。
静岡県の優良企業としての認知度を高め、地元
の優秀な人材を集めることを目指した斬新な本
社ビルを完成。本社ビル内にはキッチンスペー
スを利用したイベントも開ける空間を設けた
ショールームを開設、仕上がり状況が詳細に確
認できる商品展示を行っている。
市場のパイが縮小傾向にある中で、住生活を中
心とした需要創造に向けて、本社隣接地（約
600 坪）にペット・ホテル建設を計画、訪問営
業から来客営業への転換を目指すなど、積極的
な取組みを進めている。

トップ対談

住生活にかかわる需要の創造に向けて、
若い人たちが創造力を存分に発揮できる

静岡一の企業でありたいと思います。

株式会社  カンセイ

代表取締役

加藤  雅紀  様
【プロフィール】

1950（昭和 25）年静岡県に生まれる。1969 年にトーヨーサッシ㈱（現㈱ LIXIL）
に入社。1974 年頃より各地所長を歴任後、1977 年に沼津トーヨー住器㈱の代表
取締役に就任（非常勤）。1988 年に独立、同社を買収し、カンセイトーヨー住器
㈱に商号変更して代表取締役に就任、創造力を発揮して 20 億円企業を実現。

　か　とう　　  まさ    き
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住まいの創エネ：太陽光発電

【おススメ POINT】
◉太陽電池で太陽光を直接電気に変えるので太陽の光が当たる場所なら基本的には

　どこにでも設置でき、「光熱費削減＋省エネ」

◉ 補助金で設置費用を低減（1 戸の太陽電池モジュール容量 4.34kW［H23 年度平均］）

　国の H24 年度補助金募集：平成 25 年 3 月 29（金）まで（消印有効）

　補助金対象：最大出力 10kW 未満、1kW あたり 55 万円（税抜）以下であること〈注 1〉

　補　助　金：太陽電池モジュールの公称最大出力 1kW あたり 3 万円

　　　　　　　〈注 1〉1kW あたり 47 万 5 千円以下の場合は 3 万 5 千円

◉再生可能エネルギーの固定価格買取制度

　（発電した電力－消費電力）×売電価格（10kW 以下太陽光単体設置時 42 円／ kWh）〈注 2〉

◉太陽電池の遮蔽効果で屋根からの太陽熱を低減

◉自立運転機能で停電時も安心（停電時に手動で切り替えて使用）

◉蓄電池（最新機種 7.2kWh）をプラスすると、災害時の非常用電源にもなる＋押し上げ効果   昼間の売電量増加

　〈注 2〉蓄電池併設の場合は、W 発電価格 10kW 以下太陽光で買取価格 34 円／ kWh

●JK おススメ メニュー‥‥‥

メーカー名 株式会社京セラ ソーラーコーポレーション 株式会社　ノーリツ ダイキン工業株式会社 フジプレアム株式会社 シャープ株式会社 パナソニック株式会社 三菱電機株式会社 株式会社東芝 ソーラーフロンティア株式会社

商品ラインナップ ECONOROOTS（タイプ R、U、G）、
SAMURAI、ADVANCE、HEYBAN　 PVMD シリーズ スカイソーラーシリーズ 205・210・215・220W 195・167・165・119・061W HIT シリーズ

240・233・205W
212 シリーズ・スリムシリーズ・
207 シリーズ　　　　　　　　　 240W、210W、200W（NEW） 3 × 4：155W、150W、145W

2 × 4：95W、90W　　　　　

タイプ（多結晶・単結晶・その他） 多結晶 多結晶 多結晶 多結晶・単結晶 ブラックソーラー・多結晶・単結晶 単結晶系ハイブリッド型 単結晶 単結晶 CIS（薄膜系）

お勧め商品
豊富なモジュールバリエーション

ECONOROOTS（タイプ U）、ADVANCE
豊富なモジュールバリエーション スカイソーラー　タイプ P 超軽量単結晶モジュール 215W【希】 バックコンタクトブラックソーラー HIT233 シリーズ

スリムシリーズを含むマルチデザイン
業界 No.1 の変換効率 97.5% を誇るパワーコン
ディショナ
積雪地域対応モジュール（垂直積雪量 2.0m 以下）

変換効率 No.1　240W 155W

モジュール変換効率＊ 15.1% 14.10% 14.27%（DKJA165NS） 15.1%・14.8% 16.9%・14.5%・14.3%etc 18.2% 14.9% 240W：19.3%、210W：16.9%、
200W：15.4% 　　　　　　　 150W：12.2%

4kW 時　年間発電効率（東京） 4123kWh（3.999kW） 4152kWh　 4,123kWh（3.999kW） 4269.6kWh（18 枚　3.96kW） 4391.73kWh (21 枚　4.095kW）　 4500kWh（4kW 時） 4522kWh（20 枚　4.24kW） 5254kWh（18 枚　4.32kW） 4676kWh（27 枚　4.2kW）

寸法・重量 1338 × 990 × 46㎜　16.0kg
ECONOROOTS（U） 1336 × 1008 × 46㎜　16.0kg 1168 × 990 × 36mm　13.6kg 1482 × 985 × 35㎜　17.0Kg 1165 × 990 × 46㎜　14.5Kg 1580 × 812 × 35mm　15.0kg 1657 × 858 × 46㎜　16.0kg

1657 × 698 × 46㎜　13.0kg
240W、210W 共通：1559 × 798 × 46㎜
200W　　　　　　：1318 × 983 × 46㎜

150W：1257 × 977 × 35㎜
90W：1235 × 641 × 35㎜

パワーコンディショナ仕様 4kW、5.5kW 2.7kW、4.0kW、5.5kW 4.0kW、5.5kW 4.0kW、5.5kW 4.0kW、4.5kW、4.8kW、5.5kW 【集中型】2.7kW、4.0kW、5.5kW
【マルチストリング型】 4.0kW、5.5kW 4.0kW、5.5kW、3.0kW、1.8kW 3.0kW、4.0kW、5.5kW

新単独運転機能搭載 2.7kW、4.0kW、5.5kW

　システムの
　メーカー保証内容・期間

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
※自然災害　標準仕様

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
工事　　　　：10 年補償
災害　　　　：10 年補償（販売店様加入保険）

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
自然災害　　：10 年補償（販売店様加入保険）
工事　　　　：10 年補償（販売店様加入保険）

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
出力　　　　：15 年保証（諸条件あり）

総合 15 年保証（諸条件あり）
システム：15 年保証
工事漏水：15 年（諸条件あり）
出力　　：15 年保証

システム機器瑕疵：10 年保証（諸条件あり）
自然災害　　　　：10 年補償
※販売店にお問合せください

システム機器：10 年保証（諸条件あり） システム機器：10 年保証（諸条件あり）
自然災害　　：10 年補償（販売店様加入保険）

機器　　　　　：10 年保証（諸条件あり）
モジュール出力：20 年保証

特徴・今後の展開

【特徴】
・ 36 年の実績と原料からの一貫生産。だから製

品の細部まで高品質。
・ 豊富なバリエーションの中から、お客様宅の

屋根に合わせて選択可能。
【新商品・今後の展開】
・ 今夏、新たにリチウムイオン蓄電システム

&HEMS を発売。太陽エネルギーは「創って蓄
える」時代へ進化します。

【特徴】
・ 業界初のメーカーとしての工事 10 年補償
・ 太陽エネルギーをトータル提案（太陽光 + 太陽熱）
・ ショールームでの実機プレゼン等で太陽エネル

ギーとガス給湯機器　のベストミックス提案。
【新商品・今後の展開】
・ 太陽エネルギーを中心とした新エネルギー商材や

住宅設備機器、水廻り商品のリフォームなどでトー
タルにエコな暮らしを推進。

【特徴】
・原料からの一貫生産による高品質
・寄棟屋根で大容量のパネル設置
・3 つの安心　10 年保証
・24 時間 365 日のサービス体制

【新商品・今後の展開】
・ NEC 様製の HEMS､ 蓄電池を 7 月より販売予定。

【特徴】
・ 改正建築基準法施行前の加重計算のなされて

いない建築物・住宅・産業用を問わず、超軽量
モジュール「希」のスペックを提案。

【新商品・今後の展開】
・ 220W 以上の大容量モジュールの展開も検討

中。

【特徴】
・ 日本の屋根 45% を占める切妻屋根への戦略
・ ルーフィット技術とマルチストリングのパワ

コンでロスがなく効率的な発電を提案
・ 架台の部材点数の削減で軽量化と施工スピー

ドを実現

【特長】
・ HIT233 シリーズは、面積（㎡あたり）でもシ

ステム容量（kW）あたりでも発電量トップクラ
ス。

【今後の展開】
・ 太陽電池とリチウムイオン蓄電池が連携する
「住宅用創蓄連携システム」など、パナソニッ

クは「つくる」「ためる」「ムダなく活かす」を
実現して参ります。

【特徴】
・ 台形・ハーフ & スリム　様々な形状パネルで

設置容量拡大、実発電量 UP
・ 垂直積雪量 2.0m 以下対応で相当地域をカバー

【新商品・今後の展開】
①スリムモジュール
②垂直積雪量 2.0m 以下対応モジュール

【特徴】
・ 世界№ 1 の変換効率を誇る 240W モジュール
・ 表面に銀色のハンダ付や電極がないバックコンタク

ト方式で光を遮るものないフラットな仕上がり
【新商品・今後の展開】
・ コストパフォーマンスのよい 200W モジュールを新

発売
・スマートハウス（HEMS) と併せて総合提案が可能
☆ 210W は在庫限りです。

【特徴】
・ 優れた実発電量 108%（結晶シリコン系との発

電量比較）
・ 国内メーカーでは唯一のモジュール出力 20 年

保証
・影に強い回路設計
・グッドデザイン賞受賞

【新商品・今後の展開】
・155W がラインナップに

さらに「発電＋HEMS＋蓄電」で
電気を賢く使って、災害時などの非常用電源も確保！

カナダを代表する OSB 製造会社エインズ
ワース社の OSB JAS 構造用パネル（F ☆☆
☆☆）は、高い壁倍率で国土交通大臣認定
を取得。耐久性・耐震性など、さらに性能
の高い住宅を実現できます。

OSB のご用命はジャパン建材の各営業担当、
合板部  輸入合板課（TEL：03-5534-3733）へ！

ご活用ください !!
高い壁倍率の
OSB JAS 構造用パネル

TV PCスマートフォン

蓄電システム

HEMS
コントローラ

無線 LAN
太陽光発電システム

見積等は各担当営業マンに
お問い合わせ下さい。

＊ JPEC（補助金）等が定めているモジュール化後のセル変換効率とは異なります。



52012.7

メーカー名 株式会社京セラ ソーラーコーポレーション 株式会社　ノーリツ ダイキン工業株式会社 フジプレアム株式会社 シャープ株式会社 パナソニック株式会社 三菱電機株式会社 株式会社東芝 ソーラーフロンティア株式会社

商品ラインナップ ECONOROOTS（タイプ R、U、G）、
SAMURAI、ADVANCE、HEYBAN　 PVMD シリーズ スカイソーラーシリーズ 205・210・215・220W 195・167・165・119・061W HIT シリーズ

240・233・205W
212 シリーズ・スリムシリーズ・
207 シリーズ　　　　　　　　　 240W、210W、200W（NEW） 3 × 4：155W、150W、145W

2 × 4：95W、90W　　　　　

タイプ（多結晶・単結晶・その他） 多結晶 多結晶 多結晶 多結晶・単結晶 ブラックソーラー・多結晶・単結晶 単結晶系ハイブリッド型 単結晶 単結晶 CIS（薄膜系）

お勧め商品
豊富なモジュールバリエーション

ECONOROOTS（タイプ U）、ADVANCE
豊富なモジュールバリエーション スカイソーラー　タイプ P 超軽量単結晶モジュール 215W【希】 バックコンタクトブラックソーラー HIT233 シリーズ

スリムシリーズを含むマルチデザイン
業界 No.1 の変換効率 97.5% を誇るパワーコン
ディショナ
積雪地域対応モジュール（垂直積雪量 2.0m 以下）

変換効率 No.1　240W 155W

モジュール変換効率＊ 15.1% 14.10% 14.27%（DKJA165NS） 15.1%・14.8% 16.9%・14.5%・14.3%etc 18.2% 14.9% 240W：19.3%、210W：16.9%、
200W：15.4% 　　　　　　　 150W：12.2%

4kW 時　年間発電効率（東京） 4123kWh（3.999kW） 4152kWh　 4,123kWh（3.999kW） 4269.6kWh（18 枚　3.96kW） 4391.73kWh (21 枚　4.095kW）　 4500kWh（4kW 時） 4522kWh（20 枚　4.24kW） 5254kWh（18 枚　4.32kW） 4676kWh（27 枚　4.2kW）

寸法・重量 1338 × 990 × 46㎜　16.0kg
ECONOROOTS（U） 1336 × 1008 × 46㎜　16.0kg 1168 × 990 × 36mm　13.6kg 1482 × 985 × 35㎜　17.0Kg 1165 × 990 × 46㎜　14.5Kg 1580 × 812 × 35mm　15.0kg 1657 × 858 × 46㎜　16.0kg

1657 × 698 × 46㎜　13.0kg
240W、210W 共通：1559 × 798 × 46㎜
200W　　　　　　：1318 × 983 × 46㎜

150W：1257 × 977 × 35㎜
90W：1235 × 641 × 35㎜

パワーコンディショナ仕様 4kW、5.5kW 2.7kW、4.0kW、5.5kW 4.0kW、5.5kW 4.0kW、5.5kW 4.0kW、4.5kW、4.8kW、5.5kW 【集中型】2.7kW、4.0kW、5.5kW
【マルチストリング型】 4.0kW、5.5kW 4.0kW、5.5kW、3.0kW、1.8kW 3.0kW、4.0kW、5.5kW

新単独運転機能搭載 2.7kW、4.0kW、5.5kW

　システムの
　メーカー保証内容・期間

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
※自然災害　標準仕様

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
工事　　　　：10 年補償
災害　　　　：10 年補償（販売店様加入保険）

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
自然災害　　：10 年補償（販売店様加入保険）
工事　　　　：10 年補償（販売店様加入保険）

システム機器：10 年保証（諸条件あり）
出力　　　　：15 年保証（諸条件あり）

総合 15 年保証（諸条件あり）
システム：15 年保証
工事漏水：15 年（諸条件あり）
出力　　：15 年保証

システム機器瑕疵：10 年保証（諸条件あり）
自然災害　　　　：10 年補償
※販売店にお問合せください

システム機器：10 年保証（諸条件あり） システム機器：10 年保証（諸条件あり）
自然災害　　：10 年補償（販売店様加入保険）

機器　　　　　：10 年保証（諸条件あり）
モジュール出力：20 年保証

特徴・今後の展開

【特徴】
・ 36 年の実績と原料からの一貫生産。だから製

品の細部まで高品質。
・ 豊富なバリエーションの中から、お客様宅の

屋根に合わせて選択可能。
【新商品・今後の展開】
・ 今夏、新たにリチウムイオン蓄電システム

&HEMS を発売。太陽エネルギーは「創って蓄
える」時代へ進化します。

【特徴】
・ 業界初のメーカーとしての工事 10 年補償
・ 太陽エネルギーをトータル提案（太陽光 + 太陽熱）
・ ショールームでの実機プレゼン等で太陽エネル

ギーとガス給湯機器　のベストミックス提案。
【新商品・今後の展開】
・ 太陽エネルギーを中心とした新エネルギー商材や

住宅設備機器、水廻り商品のリフォームなどでトー
タルにエコな暮らしを推進。

【特徴】
・原料からの一貫生産による高品質
・寄棟屋根で大容量のパネル設置
・3 つの安心　10 年保証
・24 時間 365 日のサービス体制

【新商品・今後の展開】
・ NEC 様製の HEMS､ 蓄電池を 7 月より販売予定。

【特徴】
・ 改正建築基準法施行前の加重計算のなされて

いない建築物・住宅・産業用を問わず、超軽量
モジュール「希」のスペックを提案。

【新商品・今後の展開】
・ 220W 以上の大容量モジュールの展開も検討

中。

【特徴】
・ 日本の屋根 45% を占める切妻屋根への戦略
・ ルーフィット技術とマルチストリングのパワ

コンでロスがなく効率的な発電を提案
・ 架台の部材点数の削減で軽量化と施工スピー

ドを実現

【特長】
・ HIT233 シリーズは、面積（㎡あたり）でもシ

ステム容量（kW）あたりでも発電量トップクラ
ス。

【今後の展開】
・ 太陽電池とリチウムイオン蓄電池が連携する
「住宅用創蓄連携システム」など、パナソニッ

クは「つくる」「ためる」「ムダなく活かす」を
実現して参ります。

【特徴】
・ 台形・ハーフ & スリム　様々な形状パネルで

設置容量拡大、実発電量 UP
・ 垂直積雪量 2.0m 以下対応で相当地域をカバー

【新商品・今後の展開】
①スリムモジュール
②垂直積雪量 2.0m 以下対応モジュール

【特徴】
・ 世界№ 1 の変換効率を誇る 240W モジュール
・ 表面に銀色のハンダ付や電極がないバックコンタク

ト方式で光を遮るものないフラットな仕上がり
【新商品・今後の展開】
・ コストパフォーマンスのよい 200W モジュールを新

発売
・スマートハウス（HEMS) と併せて総合提案が可能
☆ 210W は在庫限りです。

【特徴】
・ 優れた実発電量 108%（結晶シリコン系との発

電量比較）
・ 国内メーカーでは唯一のモジュール出力 20 年

保証
・影に強い回路設計
・グッドデザイン賞受賞

【新商品・今後の展開】
・155W がラインナップに

カナダを代表する OSB 製造会社エインズ
ワース社の OSB JAS 構造用パネル（F ☆☆
☆☆）は、高い壁倍率で国土交通大臣認定
を取得。耐久性・耐震性など、さらに性能
の高い住宅を実現できます。

OSB のご用命はジャパン建材の各営業担当、
合板部  輸入合板課（TEL：03-5534-3733）へ！

ご活用ください !!
高い壁倍率の
OSB JAS 構造用パネル

製品名 厚さ（㎜） 壁倍率 釘の
種類

釘間隔 準拠
サイズ（㎜） 外周部 中通り

JAS 構造用パネル
４級またはそれ以上

9.0
3.2 CN50 100 200 国土交大臣認定 APA

FRM-0327910 × 3050
JAS 構造用パネル

４級またはそれ以上
9.0

4.1 CN50 75 150 国土交大臣認定 APA
FRM-0326910 × 3050

木造軸組工法壁パネルとの比較

杉合板
9.0

2.9 CN50 100 200 国土交大臣認定910 × 3030

◆木造軸組工法には
OSB（オリエンテッド・ストランド・ボード）JAS 構造用パネル 4 級またはそれ以上

◆枠組壁（２×４）工法には
OSB（オリエンテッド・ストランド・ボード）JAS 構造用パネル 4 級またはそれ以上

製品名
厚さ（㎜）

壁倍率 釘の
種類

釘間隔
準拠サイズ（㎜） 外周部 中通り

JAS 構造用パネル
４級またはそれ以上

9.0
3.6 CN50 75 150 国土交大臣認定 APA

TBFC-0088910 × 2440

枠組壁工法（２×４）壁パネルとの比較

JAS 構造用合板
１級 9.0㎜以上

9.0
3.5 CN50 100 200 建築基準法

910 × 2440

パーティクルボード
JIS12㎜以上

12.0
3.0 CN50 100 200 建築基準法

910 × 2440

予防してますか？
【ヒラタキクイムシの被害】

万一、合板原木や単板にヒラタキクイムシの幼虫が潜んでいても、合板は単板を接着する
などの製造工程で高温処理されるので虫は死滅する可能性が高く、侵入段階は製造後。倉
庫での備蓄時、配送段階、施工中、施工後などが考えられる。また、内装壁の場合は防虫
処理されていない枠材・桟木などの辺材の上に合板を貼った場合に辺材の中で育った幼虫
が成虫となって外へ飛び出すときに合板に穴を開けることが考えられる。

【最近激増している虫害の主な要因】
◆各地域の温暖化
◆ホルムアルデヒド放散防止策による
　ホルマリン臭の低下
◆輸入品の増加

【被害を防ぐ方法】
◆防虫処理された造作材を使う
◆防虫薬剤で処理された
　「JAS 認定合板」を使う

安全・安心の住まいづくりには、
確かな品質の JAS 認定

「防虫処理普通合板」　　
「防虫処理構造用合板」の

ご活用を !

★詳しい内容のお問合せ先★
ジャパン建材  合板部  国内合板課

TEL：03-5534-3717

☆
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国産材を活用した生活空間づくりに役立つ “ 木
の良さを生かし、優れた機能性を備えた ” 装飾
壁材「COOL JAPAN PREMIUM（クール ジャパン  
プレミアム」は、手軽に壁の印象が変えられ、
調湿機能も発揮する。

デザイン【美】
木の素材感を最大限に活かしたデザインだから
こそ、飽きのこない空間を演出。空間に合わせ
て 2 つのタイプが選べる。長尺 3m で壁一面の
印象を変えられる「杉　ボーダータイプ」と、
450㎜モジュールの方型「杉・桧　スクエアタ
イプ」を用意。表面の凹凸デザインや塗装を選
んで自由にコーディネートできる。

調湿性能【快適な生活空間】
木材が持つ自然の機能を活かし、室内の湿度を
調整する。木質材料として初の調湿建材マーク
を取得。また杉や桧の心地良い香りが部屋に溢
れ、空気環境を向上させる。

国産材の活用【環境配慮、日本の森】
朝日ウッドテックは、林野庁が取り組む「木づ
かい運動」へ参加。国産材の積極的な利用を通
じて山村を活性化し、CO2 を吸収する森づくり
を進めている。

簡易な【浮かし施工】
◦ ボーダータイプ、スクエアタイプともに取付

ブロックや専用金具や固定ネジ等を同梱。
◦ 位置出しをしてクロスの上から簡単に施工が

可能。
◦ 浮かし施工のため、背面空間を利用してテレ

ビバックボードに利用することもできる。

住まいの防犯に欠かせないドアホン。在宅時に
来訪者をチェックする機能だけでなく、外出中
にも自宅の様子が確認できる機能が搭載され
て、さらに防犯効果 UP。

【玄関 2 ヵ所・室内 4 ヵ所までの多局形】

【IT ホームセキュリティサービスに対応】
◦ 月額 1,680 円で留守中の自宅の様子を外出先

から確認できる。
◦ ケータイにメールで来訪者の静止画像をお知らせ。
◦ 外出先でもパソコンなら来訪者とリアルタイ

ムで映像を見ながら、通話ができる。

【電気錠付ドアをリモート解錠】
◦ 来訪者をモニターで確認したらインターホン

でドアを解錠できる。

【玄関先がほぼ真横まで見える
   超広角カメラを搭載】
◦ 玄関の端に立っている来訪者や背の高い来訪

者、背の低い小さなお子様でもしっかりと顔
を確認できる。

◦ 顔を見られないように隠れながらドアホンを
押す不審者も見逃さない。

【留守中でも誰が来たのかを確認できる
  録画機能付】
◦ ズームとワイドの両方で録画するから、来訪

者がどこに立っていてもしっかり録画。
◦  1 件あたり静止画を 6 枚録画で 40 件保存

可能。
◦ ドアホンが押されると自動で録画がスタート。

【夜間や逆光時でも見やすく補正して顔を確認】
◦ 夜間の来訪者でも玄関子機に内蔵の LED 照

明が自動で点灯。
◦ 逆光時や夜間など、来訪者の顔が見えにくい

ときは「みやすさ」ボタンで明るさ補正。

国産の杉や桧を使った装飾壁材。2010 年、2011年「グッドデザイン賞」受賞。

国産材を活用した調湿壁材『COOL  JAPAN  PREMIUM』

ケータイやパソコンで留守中の様子を確認できる

テレビドアホン『J H － 24』

朝日ウッドテック株式会社　

アイホン株式会社　

クール　　　　　　ジャパン　　　　　　プレミアム



〒 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
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『栃木県地域同盟軍』
　栃木県内の販売店様・工務店様は、私達ジャパン建材
と同盟を結んでいる言わば同志です。今の『経済戦国時代』
を共に、勝ち残りましょう。
　その為に出来る事は何でもやっていく所存で御座いま
す。同盟軍として皆様と同じ志を持って、色々な提案を
して参ります。
　未知なる外敵と互角以上の戦いをしようではありませ
んか。戦うからには勝ちましょう。勝てば官軍 !!!

ジャパン建材株式会社
東日本グループ

関東営業部

宇都宮東営業所
所長　津嶋  文義

地域活性隊

めざせ

曇のち晴

マイナスイオンを浴びてリフレッシュ
毎秒約３ｔの水が高さ 97 ｍを落下。ダ

イナミックな「華厳の滝」

全長 210 ｍの溶岩の上を階段状に滑り落

ちる。流れが２つに分かれる中央の岩が、

竜の頭に見えることが名前の由来の「竜

頭の滝」。湯ノ湖から流れ出た湖水が落

下。落差は 66 ｍ、幅は最大 25 ｍにおよぶ。

なだらかな溶岩壁を横に広がりながら２

筋に分かれるように滑り落ちる様子が壮

麗な「湯滝」。

日光自慢の滝めぐりはいかがですか。

国内合板
　国内針葉樹合板の状況は、大手
プレカットや住宅メーカーの引き
合いはまずまずだが、木建ルート
は全国的に低迷しており、買い手
の値下げ要求が強く、流通では売
上欲しさに利益を無視した安値販
売も散見された。
　在荷量も昨年 5 月から 11 カ月
連続で増加し、買い手も先安を見
込んで約６カ月にわたる当用買い
となり、手持ち在庫は依然少ない
状態が続いている。
　このなか、東の大手グループが
需給バランスを再構築するため生
産調整を強化すると発表。各工場
一律に 20％の生産調整を目標に
据え価格引き締めに繋げる方針を
打ち出した。この発表と時同じく
して、西の大手グループも共同歩
調で供給量を 15％程度絞ること
を発表。今後において在荷量が減
ることは予想されるが、その効果

が数値で表れるには数カ月かかる
と思われ、買い手は各合板工場の
本気度を探っており、情報収集や
相場の先行きをじっくり見極める
状況に移っている。
　この様な東西での市況安定化共
同歩調はここ数年では初めてで各
メーカーの本気度が伺える。

輸入合板
　輸入合板は、前月同様在庫調整
の動きが進み安値販売は無くなっ
た様子。
　現状需給バランスは取れてお
り、先行きコストが上昇すること
とあわせ、港頭在庫も一部を除け
ば調整がついており、荷余り品目
は見られない。価格においては品
薄品目を中心に上値を伺う展開と
なっている。

　国内合板、輸入合板ともに明る
い兆しが見えてきた。

合 板 天 気 図

ジャパン建材　合板部

部長  内藤  裕之

華厳の滝


