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JK グループ創業 75年を 10月に迎えるに先立ち、感謝の気持ちを込めて開催！
テーマは『未来をクリエイトするジャパン建材』

　　　ECO プロデュース

第 28 回 ジャパン建材フェア（通算 70 回）
開催日：平成 24 年 8 月 24 日 ( 金 )・25 日 ( 土 )　
会　場：東京ビッグサイト東展示棟 1・2・3 ホール

おかげさまで
創業75周年

開催まで

23 日

200 社を超えるメーカーブースと併せて
お買い得品・最新情報がキャッチできる各コーナーもお見逃しなく

初登場！木質実践ミニセミナー
8 月 24 日（金） タイトル 講演企業 講師

11：00 ～ 11：30 国際森林認証制度 PEFC の概要とその普及 　PEFC アジアプロモーションズ 　堀尾　牧子　氏

12：00 ～ 12：30
「高い汎用性」と「安いコスト」を実現する

中規模木造システムについて
　（株）タツミ 　常務執行役員　小池　浩司　氏

13：00 ～ 13：30 構造計算と空間利用のご提案 　ポラテック（株） 　プレカット事業部　西関東営業部　部門長　田中　氏

14：00 ～ 14：30
海外における植林事業及び、

合板工場での製品管理について
　SHIN YANG PLYWOOD SDN.BHD. 　牧野　氏　　　北岡　氏

15：00 ～ 15：30 都市建築の木質化事例紹介 　（株）イトーキ 　Econifa 企画開発室　　末宗　浩一　氏

16：00 ～ 16：30 木質構造新時代 !! 　ジャパン建材（株） 　木構造建築事業室　　内野チーフマネージャー

8 月 25 日（土） タイトル 　講演企業 講師

10：00 ～ 10：30 国際森林認証制度 PEFC の概要とその普及 　PEFC アジアプロモーションズ 　堀尾　牧子　氏

11：00 ～ 11：30
「高い汎用性」と「安いコスト」を実現する

中規模木造システムについて
　（株）タツミ 　常務執行役員　小池　浩司　氏

12：00 ～ 12：30 構造計算と空間利用のご提案 　ポラテック（株） 　プレカット事業部　西関東営業部　部門長　田中　氏

13：00 ～ 13：30
海外における植林事業及び、

合板工場での製品管理について
　SHIN YANG PLYWOOD SDN.BHD. 　牧野　氏　　　北岡　氏

14：00 ～ 14：30 都市建築の木質化事例紹介 　（株）イトーキ 　Econifa 企画開発室　　末宗　浩一　氏

15：00 ～ 15：30 木質構造新時代 !! 　ジャパン建材（株） 　木構造建築事業室　　内野チーフマネージャー

木質・素材エリアにある休憩所②（お食事スペース）の一角に設けたセミナー会場では、木質・素材を実際に
活用するのに役立つ短時間セミナーを実施します。予約は不要、気軽にお立ち寄りください。

新築住宅だけでなく、住宅リフォームにも役
立つ ECO 商材、多種多様な新商品・売れ筋
商品・話題の商品を一堂に集めて展示即売。
長期優良住宅、ゼロ・エネルギー住宅、スマー
トハウス（HEMS）、国策への取組み方等々、
必見の最新情報もご紹介します !!

木質・素材 内装・外装・小物・CAD その他 水廻り・住設機器

★特設コーナー 特価市場

★木材
　プレカット
　コーナー

★住宅保証
　オープンセミナー会場

★特設コーナー　
　家電市★ Bulls コーナー

★快適住実コーナー

★スマートハウスコーナー
★フェアガイド
　特集コーナー

★快適住実セミナー会場

★初登場！
　木質実践ミニセミナー会場

* 各ブースでの展示即売内容のダイジェストを本誌 P3 〜 P6 に掲載しています。
⬆　⬇
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憧れの材木店を創業

大久保　会長、お生まれはどちらですか。
笠井会長　私は茨城県との県境に近い栃
木県那須郡馬頭町で生まれました。
大久保　自然が豊かなところですね。
笠井会長　鮎で有名な久慈川と那珂川の
間で、実家は製材業を営んでおりました。
大久保　この業界に縁があったのですね。
笠井会長　はい。それで、木材業界に入っ
て、自分で店を持ちたいという気持ちが
強くありましたので、19 歳の時に東京都
荒川区にあった大久商店に縁があって、
そこで修業させて頂くことになりました。
　ところで、大久保社長はどちらのご出
身ですか。
大久保　私は、筑波山の麓、今は筑西市
になっている茨城県下館市の生まれです。
　笠井木材さんは今年で創業から 41 年
ですね。
笠井会長　はい、現社長が幼稚園に上が
る前に自分で創業しようと、忙しい仕事の
合間を縫って土地を探しました。人という
のは生まれた場所に足が向くようです。
大久保　それが、今、本社のある場所で
すね。かなり広い土地ですね。
笠井会長　奥行きはさほどありませんが、
お客様に来ていただくには間口が広いほ
うが良いと思い、道路に面したこの土地
に決めました。お世話になった大久商店
の社長からは、「そんなところへ行かずに
東京で商売をしろ」とアドバイスを頂き
ましたが、都会よりも少し郊外のほうが
私に合っているかなと考えて、この場所
に決めました。
大久保　こちらも今ほど市場は大きくな
かったでしょうからね。

コツコツ、着実に成長

大久保　独立当時、お幾つでしたか。
笠井会長　30 歳になっていました。ちょ
うど需要がどんどん伸びていた頃で、問
屋さんで修業して独立された方は営業も
上手で手広くご商売されていましたが、
私は、コツコツ仕事をするのが性に合っ
ていると思い、小売店を始めました。
大久保　私も、問屋であれ小売店であれ、
会社の規模に関係なく、「コツコツ積み上
げていくことが一番」という考え方です。
　当初は苦労もされたでしょうが、順調
に業績を伸ばされましたね。
笠井会長　開業したばかりの頃は在庫を
あまり持つことができませんでしたので、
注文を受けると、浜問屋でその都度材木
を仕入れて届ける、そんな商売から始め
ました。
大久保　しかし、順調に会社も軌道に乗
せて、現在では頼もしい二代目社長もい
らっしゃる。

笠井会長　私も製材所の倅、社長もこの
業界に接しながら育つ中で、自分は何を
やるべきか、後を継ぐことを考えながら
建築士資格を取ったと思います。彼のほ
うが世の中を把握している、これから進
んでいくべき方向性をしっかり持って、
この業界を盛り上げてくれる、問屋さん
にも可愛がってもらえるような笠井木材
へ一歩、一歩前進して伸ばしてくれると
思い、今は社長に任せています。

木材だけの商売に危機感

笠井社長　そういえば、商売を始めて最
初にお付合いが始まった問屋さんは丸𠮷
さんだったでしょう。
笠井会長　実は創業当初は、こちらから
挨拶に行っても、なかなか取引条件が折
り合いませんでした。

大久保　それは大変失礼致しました。
笠井会長　それで最初は別の問屋さんが
メインだったのですが、そのうちに丸𠮷
さんからも熱心に来ていただけるように
なり、忘年会などにも誘えるお付合いに
深まっていきました。
大久保　最近では新入社員研修もしてい
ただくほどの間柄になりました。いつも
お世話になり、ありがとうございます。
笠井社長　こちらこそジャパン建材の皆
さんにご協力いただいて助かっています。
笠井会長　当初は、販売するものは材木
とベニヤばかり。創業後十数年ほどの間
は、軽トラックにヒノキの柱を 15 本、
それにベニヤ、不燃材料の石膏ボードを
積めば売上が 100 万円になる、そういう
時代でした。それも、工務店さんが木拾
いも全てして注文いただいたものを納品
すれば良かったので実に単純でした。
大久保　確かに今とは全く違いますね。
笠井会長　その後、建材を主にしていか
ないと生き残れないな、という危機感を
もつようになりましてね。それで、戸建
の建売業を手掛けるお客様開拓にも早く
から取り掛かり、建材も沢山売れるよう
になって業績を伸ばすことができました。
笠井社長　私も入社後 6、7 年間は販売
に専念しましたが、地元の工務店さんた
ちの仕事量が減ってくる、その解決策と
して設計部門の立ち上げを決めました。
笠井会長　昔は今と違って手仕事で体を
使いました。今はフォークリフトがあり、
配送作業は楽になりましたが、頭を使い
ますよね。

大久保　今は手間隙かかりますが、逆に
ご提案もできます。その点、笠井木材さ
んは設計ができるグループ会社ももって
いらっしゃる、これは大きな強みですね。
笠井社長　小規模ですが、組織化した設
計事務所を立ち上げることができました。
そのおかげで、「図面も描きましょうか？」
とお話しすると、材料をお届けしている
気軽さと安心感もあって「じゃあ、確認
申請も出して下さい」という感じで依頼
されることもあると思います。

設計力が物流にもプラス

大久保　先ほど、笠井木材さんの物流部
門と設計部門が連携している事例の一つ、
西福寺本堂の修復現場を見せていただき
ました。
笠井社長　グループ会社で設計を始めた
ことで、このような案件もご相談いただ
けるようになり、同時に材木も買ってい
ただける相乗効果が生まれています。
大久保　主だった柱は吉野のヒノキ、そ
の他の化粧材はケヤキだそうですが、こ
うした材料を集めるのも大変だったと思
います。

笠井社長　木材に関しては会長の得意分
野ですから。
大久保　こうして実際に建物に使われる
までには何十年もかかりますね。
笠井会長　乾燥度が高いほど高級品で、
値段も違ってきます。
大久保　丸柱は四角い材の角を削って六
角柱にし、さらに八角に、最終的に円柱
にする伝統的な木材加工も駆使されてい
るというお話でしたね。売上額も大きく
なりますでしょう。
笠井会長　利益はさておき、こういった
ものもできることが当社の PR に繋がっ
ていくことを何よりも大きいメリットと
考えています。
笠井社長　お寺を計画するにあたり耐震
性も大変重要です。耐力面材として合板
もふんだんに使っています。でも、お寺
にベニヤを使用することに対し、例えば

「ベニヤは剥がれる」等の反対の声が出る
のではないかと心配しましたが、現在の
耐震構造の考え方について説明申し上げ、
皆様に理解していただきました。
大久保　未だにそういうイメージをもつ
素人の方もいるようですが、今の合板は
強いですからね。それが日本の家を強く
しています。
笠井社長　合板を使用した耐力面材で耐
震性を高めた構造の 2 × 4 工法の良さを
有効に取り入れ、在来木造軸組工法は進

化しました。
大久保　今の在来工法は、軸組み構造で
はあるけれど、外壁に耐力面材を張り、
床下地に 24㎜以上の構造用合板を使うこ
とによって耐震性が大変に高まりました。
笠井社長　縦方向の筋違いの耐力が分散
していても、水平耐力を確実にとること
によってそれぞれが連携して耐力を発揮
するという考え方は、JAS 認定の構造用
合板『ネダノン』が登場してからです。
要するに、箱の側面を強くしても底と天
井が弱いと箱の形を保てないのと同じこ
とで、住宅の構造は筋違いのバランスと
水平耐力が重要であるという意識をもっ
て、それぞれの設計者が取組むようになっ
たことは日本の住宅にとって大変に良
かったと思います。
大久保　まさに画期的な商品です。
笠井社長　ここで一つの提案ですが、こ
うした構造部材を活用した新たな工法等
の認定を合板メーカーさんと協力して
ジャパン建材さん主体で取っていただけ
れば、汎用性が広がると思いますが、い
かがでしょうか？
大久保　どこの工務店さんでも使えるよ
うなものということですね。
笠井社長　そうです。よろしくお願いします。

世の中で必要とされる会社に

大久保　笠井社長が設計部門だけでなく、
グループ全体の経営を総合的にみる新体
制になって 2 年ですか。今、どのような
ことに力を入れていらっしゃいますか。
笠井社長　ここに来て、お客様ニーズが
細かく変わってきている、行政も長期優
良住宅・オール電化・HEMS 等々への細
かな対応を求めていますので、今までの
ように単純な設計では対応できなくなっ
てきています。時代はどんどん変化して
いる中で、常に変化に対応できる会社を
どう組織化していくかを考えています。
大久保　そういう面では頭を柔らかくし
て、過去の経験から判断するのではなく、
常に新しい情報をキャッチして判断する
ことが大事でしょうね。
笠井社長　ベースは建材流通におきなが
ら、設計・建築の 3 部門を配置して企業
として成長できるように、世の中の要望
に対応できる企業にしていくことを考え
ていかなければならないと思っています。
大久保　当社もそうですが、基本は、「住
宅」をはずさないということですね。
笠井社長　もちろんです。頼られる企業
であると同時に、ジャパン建材さんと連
携もできるような、次の代に継がせる社
会的意味のある企業にしていかなければ
ならない、と考えています。
大久保　当社も選ばれる問屋であり続け
られるよう商材の安定供給だけでなく、
情報の提供にも努力して参ります。
　広い視点をもって木材・建材流通に取
り組んでいらっしゃる先進的なお話を聞
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　埼玉県春日部市下蛭田 169
創　　業　1971（昭和 46）年
資 本 金　1,300 万円
従業員数　14 名
年　　商　8 億円（2012 年 3 月）

徳之助氏が創業して木材・竹材販売を開始。
12 年目の 1983 年に法人化して㈲笠井材木
店とする。1989 年に後継者として浩氏が
入社。住宅資材の需要変化に合わせて建材、
住設機器等の扱い幅を広げる。2002（平成
14）年には笠井木材㈱に組織変更、現在に

至る。
一方、設計・確認申請業務等を行い、行政
の新たな要請にも細かく対応できる設計事
務所を設立、一級建築士でもある浩氏が社
長として地元工務店の支援業務に当たる。
2010 年、木材・建材流通部門と設計・建
築部門の連携・統合を図るため、浩氏が両
社の社長に就任する。同時に木材・製材に
精通する徳之助氏は会長に就任し、住宅だ
けでなく、神社仏閣等に求められる高級木
材の供給でも手腕を発揮する。
物流から設計・建築までトータルに対応で
きる地元で頼りにされる存在である。

トップ対談

木材・住宅資材の物流をベースに設計、建築の 3 分野を配置しながら、
世の中の変化に対応できる企業として成長していきたいと思います。

笠井木材  株式会社

取締役会長

笠井 徳之助  様
【プロフィール】

1941（昭和 16）年、栃木県那須郡馬頭町（現・那須郡那珂川
町馬頭）に生まれる。実家が製材業だったことから材木商に
憧れ、1960 年に東京都内東日暮里の大久商店に入社して修業。
1971 年に独立、笠井材木店を個人創業する。

代表取締役

笠井　浩  様
【プロフィール】

1966（昭和 41）年、東京都に生まれる。大学で建築を学ぶ
傍ら宅地建物取引主任資格を取得、建築設計事務所で実務経
験も積んで一級建築士資格取得。1989（平成元）年に㈲笠井
材木店（現・笠井木材㈱）入社。2010 年、代表取締役に就任。

 かさ   い　　 とく  の    すけ かさ     い　　　 ひろし
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●木材プレカットコーナー
精度の高い家づくりをお手伝いします！
木材のプレカットはもちろんのこと、効率的な金物拾
いで手間とコストを削減する N 値計算、産廃処理など
で何かと面倒な発泡床断熱材をプレカットしてお届け
する新システムなど、トータルにアドバイスします。

第 28 回ジャパン建材フェア　展示即売内容ダイジェスト

◎木材プレカット・金物・制震ダンパー

◎ N 値計算と金物拾い

◎発泡床断熱　ジャストカット　など

発泡床断熱　ジャストカットしませんか !!
プレカット伏図から加工。産廃が発生しません

スタイロフォーム（床断熱）邸別プレカット

現在、木造住宅の構造躯体はほとんどがプレカット加工で現場に納入されます。
また、ネダノンも都市部を中心に、プレカット加工が増加しています。
今度は、スタイロフォーム（床断熱）のプレカットはいかがでしょうか。
プレカットの土台伏図から拾い（割付）を行い、土台・大引の組み方に併せ、ジャ
ストカットします。
施工のスピードがアップし、現場での廃材処理や清掃も不要です。
スタイロフォーム各種グレード・厚みに対応します。

まずは中部・関西エリアで先行販売。

単価見積もり

単価提示・契約

プレカット土台伏図

拾い（割付）

最終見積もり：正式発注

加工・配送

スタイロフォーム床断熱邸別
プレカットの流れ

割付図・材料明細

（メール、CEDEXM データ他）

※現場配送又は販売店様
（またはジャパン建材入れ）

グレード・サイズ確認

その他のエリアについては、お問い合わせ下さい。
問い合わせ先：プレカット課　03-5534-3718

番号 製品 厚（㎜） 幅（㎜） 長（㎜） 枚
1 スタイロエースⅡ 65 355 363 1
2 スタイロエースⅡ 65 363 810 1
3 スタイロエースⅡ 65 363 818 1
4 スタイロエースⅡ 65 355 803 3
5 スタイロエースⅡ 65 803 803 7
6 スタイロエースⅡ 65 803 810 6
7 スタイロエースⅡ 65 803 818 11
8 スタイロエースⅡ 65 355 810 2
9 スタイロエースⅡ 65 803 810 13

10 スタイロエースⅡ 65 810 810 8
11 スタイロエースⅡ 65 810 818 11
12 スタイロエースⅡ 65 803 818 9
13 スタイロエースⅡ 65 810 818 7
14 スタイロエースⅡ 65 818 818 22

見本 邸

床断熱材配置図、枚数（見本）

木質・素材
住宅の骨格づくりに欠かせない構造材・合

板、羽柄材、木材プレカットなどをご提案。

非住宅の木造化を推進する JK 木構造建築事

業室の事例も多数ご紹介。



4 2012.8

● 国内合板コーナー
強い家づくりに役立ちます！
国産材の有効利用として合板、
LVL や、認証材を用いた合板
をご紹介。また、注目を集めて
いる「耐震性」を高める構造
用合板をご提案します。

● 木材コーナー
多種多様な樹種を取り揃えて、個性
的な住まいづくりをお手伝い！
環境に配慮した国産の木材製品か
ら、個性豊かな海外の木材製品ま
で、多種多様な構造材・羽柄材、森
林認証製品を一挙ご紹介。木の強さ
と温もり、しなやかさ、優しさが再
認識できる家をご提案します。

数量限定販売
☆特設コーナーを

お見逃しなく
● 特価市場
早い者勝ち、2日間限定のチャンス!!

● 家電市
　　人気商品がお買い得 !!

● 輸入合板コーナー　
環境配慮型の多彩な合板、OSB を
ご提案！
森林資源の有効利用につながる合
板や、繰り返し利用できる型枠合
板、認証材を活用した OSB など、
多彩な製品をご提案します。

● 『住宅保証オープンセミナー 』スケジュール
ゼロ・エネルギー住宅、省エネ、性能向上リフォームなど、たったの 20 分間で、すぐに役立つ情報を提供します。

第 28 回ジャパン建材フェア　展示即売内容ダイジェスト

◎針葉樹構造用合板－長尺

◎ネダノンスタッドレス 5+

◎国産材 LVL

◎認証材合板　など

◎ 市場とのコラボレーション（東
京中央木材市場 / 浦安との展示
会同時開催）

◎ FSC/PEFC 認証木材
◎国産材各種
◎羽柄材（ホワイトウッド、米松、赤松）
など

◎シンヤン社　植林木合板
　同社の植林事業と製造管理について、
　「木質実践ミニセミナー」でご紹介。
◎エインズワース社 OSB、輸入針葉樹合板

◎ FSC/PEFC 認証材、カナダツガ  など

8 月 24 日（金）
『工務店の受注支援 !』 （株）ハウス・デポ・ジャパン 10:00 〜 10:20

『明日から役立つ【フラット 35】活用術』 （株）ハウス・デポ・パートナーズ 10:30 〜 10:50

『リフォーム保険・既存保険で安心の住まいをお手伝い』  住宅保証機構（株） 11:00 〜 11:20

『究極の省エネを達成する【ゼロエネルギー住宅】にチャレンジしよう』  NPO 法人 消費者住宅フォーラム 11:30 〜 11:50

『住宅省エネ化に関する技術・行政の動向と【フラット 35】S エコ活用法』 （独）住宅金融支援機構 12:00 〜 12:20

『雨漏り事案の現況と今後の対策』 （社）雨漏り検診技術開発研究所 12:30 〜 12:50

『工務店の受注支援 !』 （株）ハウス・デポ・ジャパン 13:00 〜 13:20

『明日から役立つ【フラット 35】活用術』 （株）ハウス・デポ・パートナーズ 13:30 〜 13:50

『リフォーム保険・既存保険で安心の住まいをお手伝い』  住宅保証機構（株） 14:00 〜 14:20

『住宅省エネ化に関する技術・行政の動向と【フラット 35】S エコ活用法』 （独）住宅金融支援機構 14:30 〜 14:50

『住まいの快適充実を実現する【性能向上リフォーム】に取り組もう』  NPO 法人 消費者住宅フォーラム 15:00 〜 15:20

8 月 25 日（土）
『工務店の受注支援 !』 （株）ハウス・デポ・ジャパン 10:00 〜 10:20

『明日から役立つ【フラット 35】活用術』 （株）ハウス・デポ・パートナーズ 10:30 〜 10:50

『リフォーム保険・既存保険で安心の住まいをお手伝い』  住宅保証機構（株） 11:00 〜 11:20

『究極の省エネを達成する【ゼロエネルギー住宅】にチャレンジしよう』  NPO 法人 消費者住宅フォーラム 11:30 〜 11:50

『住宅省エネ化に関する技術・行政の動向と【フラット 35】S エコ活用法』 （独）住宅金融支援機構 12:00 〜 12:20

『雨漏り事案の現況と今後の対策』 （社）雨漏り検診技術開発研究所 12:30 〜 12:50

『工務店の受注支援 !』 （株）ハウス・デポ・ジャパン 13:00 〜 13:20

『明日から役立つ【フラット 35】活用術』 （株）ハウス・デポ・パートナーズ 13:30 〜 13:50

『リフォーム保険・既存保険で安心の住まいをお手伝い』  住宅保証機構（株） 14:00 〜 14:20

『住宅省エネ化に関する技術・行政の動向と【フラット 35】S エコ活用法』 （独）住宅金融支援機構 14:30 〜 14:50

『住まいの快適充実を実現する【性能向上リフォーム】に取り組もう』  NPO 法人 消費者住宅フォーラム 15:00 〜 15:20
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● 快適住実コーナー
省エネ等級４を実現するための『D ＆ J 工法』
や各種断熱材。今注目の再生利用可能エネル
ギーのなかで最も採用しやすい「太陽光発電シ
ステム」、さらに「蓄電池」。住まいの「創エネ・
省エネ・蓄エネ」につながる各種商材をご提案
します。

▪ JK サポートセンター
「受注・営業支援」「住宅ローン支援」「ハウス・
プラス瑕疵保険取次」「長期優良住宅申請サポー
ト」「性能表示申請サポート」や、行政の流れ
を踏まえたスマートハウスのご提案や、国策へ
の取り組み支援など、各種サポートの活用をご
提案します。

● フェアガイド特集コーナー
「ジャパン建材フェアガイド」掲載の商品を展
示して、来場の皆様にわかりやすくご提案。
◎ トイレ・給湯機・エアコンの最新機種と従

来機種との省エネ度の違いが一目でわかる、
お役立ち情報を提供します。

● スマートハウスコーナー  ＊家電市コーナーの向かい側に開設

新築に限らず、リフォームにも、これからの住まいの常識＝エネルギー消費量を制
御しながら賢く使うスマートハウス。その実現になくてはならない HEM（ホーム・
エネルギー・マネジメント・システム）を誰にでもわかりやすい展示でご提案します。
ジャパン建材「エコプロデュース」おススメのメーカー 5 社（京セラ　シャープ　
東芝　NEC パナソニック）の協力を得て、各社の HEMS 商品を実際に見て、具体的
に理解いただける情報満載のコーナーです。
★参考資料： 本誌折込ページに HEMS の概要と、ジャパン建材おススメのメーカー

5 社の商品比較表を掲載しています！

● 『快適住実セミナー』スケジュール  

第 28 回ジャパン建材フェア　展示即売内容ダイジェスト

◆ 8 月 24 日（金）11：00 〜 12：00
『節電・省エネスマートハウスで時代が変わる～工務店が販売をする新しい住宅～』
○講演者：（独）建築研究所　理事長（東京大学名誉教授）　坂本 雄三　氏

◆ 8 月 24 日（金）12：30 〜 13：30
『新しい木の時代の到来』
○講演者：東京大学名誉教授　農学博士　安藤 直人　氏

◆ 8 月 24 日（金）14：00 〜 15：00
『家は営業で売るな　場の提供で売る

～お客様にどういった場を創るかによって決まる～』
○講演者：（株）プロップス　代表取締役　村川 大吾　氏

◆ 8 月 25 日（土）　11：00 〜 12：00
『住宅の長寿命化～今後工務店が取り組む新築住宅と中古住宅～』
○講演者：関東学院大学　工学部教授　中島 正夫　氏

◆ 8 月 25 日（土）　12：30 ～ 13：30
『新しい木の時代の到来』
○講演者：東京大学名誉教授　農学博士　安藤 直人　氏

◆ 8 月 25 日（土）　14：00 〜 15：00
　『2012 年 工務店営業実践論～今年で変わる住宅営業～』
○講演者：日菱企画（株）　長井 智史　氏

住まいの省エネ、
ECO につなげる
情報発信
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● Bulls コーナー
ジャパン建材ならではの売れ筋商品が勢ぞろいします。
基礎副資材から、建材、住宅設備機器まで幅広くラインナップ！輸入商材を含め、
エコ・リフォーム商材も多数展示致します。Bulls は住まいづくりを応援します！

●シマウマ・コレクション
エンドユーザー様への収納提案をお手伝いします！
仕舞うのがうまくなる「シマウマ・コレクション」を実際の使い
勝手も一目でわかる空間展示でわかりやすくご紹介します。

第 28 回ジャパン建材フェア　展示即売内容ダイジェスト
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商
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既存住宅のリフォームではスペースの制約を受
けがち。そんな悩みを解決するものとして注目
されているのが『ローリングドア』。これは、
引き戸の一種で、固定していない吊元が扉を開
くに従って移動するため、狭い場所にも使える
という利点がある。

【開放時が開き戸の約 3 分の 1】
◦ 開放時のドアの出幅が開き戸の 1/3 程度で、

狭い通路やスペースに有効
◦ 開閉の軌道が小さいので、開き戸のように一

歩下がって開閉する動作が必要なく、車椅子
の方でも使いやすい

　 引戸感覚でありながら、戸袋等は不要である
ため壁面の有効利用が可能

◦ 上吊式で床レールなしなので、子供も高齢者
も誰でも通行しやすく、掃除もしやすい

　 施工の際、床と絡むことが無く一度で施工が
可能

【製品の特長】
◦ ローリング金具は 2 色、扉・三方枠は 4 色
◦ 金物のみのオーダーも可能
◦ 製作範囲：W600 ～ 1000㎜、H=2100㎜ま

での範囲でサイズオーダーが可能
◦ 耐荷重：30kg

【オプション設定でより使いやすく】
◦ ダブルラッチ機能
　 戸尻側にも連動ラッチを付けることにより、

ラッチのかかりが強固に（ケース錠は限定さ
れる）

◦ ブレーキ機能
　 開閉時のドアの跳ね返りを防ぐ、戸先・戸尻

両側に取付け可能
◦ 非常開放機能
　閉じ込められ防止のセーフティーな仕様
◦ 下部アーム外れ防止機能
　 不特定多数の利用者が予測される場所等、よ

り多目的な利用が可能

美しくシンプルに、かつスマートでありながら、
素材の温もりを伝えるようなリアリティ。そし
てディティールまで語りかけてくる繊細さは、
ドアや床、壁…空間をデザインする人々のイマ
ジネーションをどこまでも刺激するはず。成熟
したインテリア空間に、本物志向を求めるユー
ザーのための 新『REAL FACE シリーズ』誕生。

【typeV】
リアルな木の風合いにどこか癒される。高級木材
の息吹さえ伝わるような存在感。天然木の色調、
素材感を徹底的に再現したリアルシートタイプ。
◦ 樹種バリエーション
　 カインドウォールナット・キャビンメープル・

ファインチーク・リードチェリー・ノースオー
ク 全 5 樹種

【typeA】
天然の木目を活かした突板は、2 つと同じもの
がない。それぞれの個性が楽しめる。
◦ 樹種バリエーション
　 ブラックウォールナット・チーク・アルダー・

ハードメープル 全 4 樹種

【typeB】
木肌の凹凸感を見事に再現したエンボスシート
タイプ。
触れるたびに気の温もりを感じられる。
◦ 樹種バリエーション
　 コールミディアム・クリークダーク・コール

ブラック・ホワイトシダー 全 4 樹種

【商品構成 3 タイプ共通】
◦ 開き戸・引き戸・収納折れ戸・収納開き戸
◦ 開き戸 / 引き戸 デザインバリエーション
　 フラットパネル・スリットガラス・サイドス

リットガラス 全 3 種
　 収納折れ戸 / 収納開き戸はフラットパネル

のみ

高齢者用の住宅リフォームに最適

『ローリングドア』

本物志向の高まりと多様化するマーケットに応える

洗練されたインテリア New 『REAL FACE シリーズ』

株式会社  ユニフロー　

住友林業クレスト株式会社　

リアル　　  フェイス

typeV
リードチェリー

typeA
ブラックウォールナット



〒 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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『お客様・仕入先様・地域』に必要とされる問屋を
目指し、日々邁進しております！

　当営業所は、長野市犀川の南側に位置し、長野県北信・東信
地域を営業エリアとしております。
　総勢 16 名で日々お客様・仕入先様・地域に貢献できるよう
研修会実施、在庫アイテムの充実など出来ることから一つ一つ
行っております。
　増税続きで厳しい世の中ですが、様々な地域の復興支援の為
にも、皆様と共に地元地域の住宅産業を盛りたてていければと
考えております。
　今後共、益々のご支援・ご愛顧の程宜しくお願い致します。

ジャパン建材株式会社
東日本グループ

関東営業部

長野営業所
所長　星野  仁志

地域活性隊

めざせ

曇のち晴

プラスα情報
あの善光寺が真っ赤に！第 9 回

になる「長野灯明まつり」での

光景です。オリンピック開催を

記念して、オリンピックの「平

和を願う精神」を後世に遺す為

に、世界に向けて「平和の灯り」

を発信しています。お寺をライ

トアップなんて宗派にこだわら

ない無宗派の善光寺ならではで

はないでしょうか。

白黒写真でわからないという方

は、是非長野へお越しください。

国内合板
　国内針葉樹合板は、買い手が先
安を見込んで 6 ヶ月にわたる当用
買いが続いている。大手プレカッ
トや住宅メーカーの引き合いは依
然として良好であるが、木建ルー
トは全国的に低迷しており、買い
手の揺さぶりも強烈で流通では売
上げ欲しさに利益を度外視した安
値販売も散見された。
　そんな中、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。西の大
手グループも共同歩調で生産調整
を発表したものの、市場では昨年
の 6 月から 12 カ月連続で在荷量
が増える状況が続いており、生産
調整の効果が数値として表面化す
るには時間がかかるため需要側は
様子見の姿勢は崩していない。
　しかし今後の減産状況から 5 月
の在荷量の 24.5 万㎥がピーク値

となり、ここ数ヶ月の減産効果に
より限りなく 20 万㎥の在荷量に
近づいてくることが予想できる。
当然、需要側は敏感に反応し買い
気に拍車がかかる事になる。

輸入合板
　輸入合板は、在庫調整の動きが
更に進み、12㎜厚品を中心に動
きは良好。港頭在庫の調整もつき
需給バランスは現状取れており、
今後においても入荷量が増えるこ
とは考えづらい。今年は 7 月 20
日から 1 カ月間のラマダン（断食）
が始まることで生産の減少も予想
され、コスト上昇と入荷量の減少
もあり現地は強気姿勢を崩さない
と思われる。価格においても上値
を伺う展開となってくる。

　国内合板、輸入合板とも堅調な
相場展開が続くと思われる。

合 板 天 気 図

ジャパン建材　合板部

部長  内藤  裕之



社　名 京セラ シャープ 東芝 NEC パナソニック

商品名 「ハウスマイルナビィ」 電力見える化システム
ホーム IT システム
「フェミニティ

（戸建用・集合住宅用）」
クラウド対応型 HEMS

「ECO マネシステム
（電気・ガス・水計測タイプ）」

電力
測定方法

・計測ユニット分電盤外付け
（最大 16 分岐回路）

・電源コンセント式タップ
（最大 30 個）

・計測ユニット分電盤外付け
（最大 30 回路）

・計測ユニット分電盤外付け
（主幹 4 個、分岐 8 個）

・計測専用分電盤一体型
（最大 32 回路）

見える化の
項目

・住宅全体計測
　 消費電力量、発電量、売電量
　買電量、ガス、水道

・個別計測
　分岐回路別表示
　( 最大 16 回路 )

・比較表示
　前日比、前月比、前年比

・データ蓄積
　機器内
　（microSD カードに保存）
　約 10 年分

・住宅全体計測
　（太陽光発電システムの電力
　　モニタとセットで使用の場
　　合のみ）
　消費電力量、発電量、売電量
　買電量

・個別計測
　タップ別 ( 最大 30 個 )

・比較表示
　前日比、前月比、前年比

・データ蓄積
　中継器（同梱）内
　25 ヶ月分

・住宅全体計測
　消費電力量、発電量、売電量
　買電量、ガス、水道

・個別計測
　分岐回路別表示 ( 最大 30 回路 )

・比較表示
　時間別、前日比、前月比、前年比

・データ蓄積
　インターネットサーバー上
　最大 10 年分

・住宅全体計測
　消費電力量、発電量、売電量
　買電量

・個別計測
　分岐回路別表示 ( 最大 8 回路 )

・比較表示
　目標比

・データ蓄積
　インターネットサーバー上
　13 ヶ月分

・住宅全体計測
　消費電力量、発電量、売電量
　買電量、ガス、水道

・個別計測
　分岐回路別表示 ( 最大 32 回路 )

・比較表示
　時間別、前日比

・データ蓄積
　機器内保存
　最大 10 年分

家電の制御
の

有無

スマートタップへの対応並びに
ECHONET Lite 規格のスマート家
電への対応検討中。（2013 年以降）

ECHO NET Lite 準拠の家電製品全
ての制御
(2012 年 11 月にタブレット本体
のバージョンアップにて対応予
定 )

IT 化家電の全て制御可能
ON/OFF だけでなく、きめ細やか
な制御可能

（ECHONET+ECHONET Lite）
JEM-A 対応家電の ON/OFF も可能

×

ファームアップ対応により、
機器制御機能を実装予定

（2013 年 3 月）
「ネットリモコンシステム」併用可能

⇒接続した JEM-A 対応家電の ON/
OFF が可能

モニター PC ／ TV/ タブレット / スマホ
専用タブレット端末付属

(Andoroid)
TV/PC/ タブレット
携帯電話 / スマホ

PC/ タブレット / スマホ
専用端末「ライフタッチ」

エネルギーモニター付属
宅内 LAN 接続された PC

ビエラ（TV）

工事の有無 有 無 有 有 有

特長

◦  PC/TV/ タブレット PC/ スマホ
を使って、エネルギーの見える
化が可能。

◦  PC への各種データ保存可
◦ インターネットに接続すれば、

外出時でも自宅のエネルギーを
見ることができる。

　※ 2013 年より予定
◦ 太陽電池と燃料電池の発電量表

示、京セラ製蓄電池の充放電状
況・残量表示、運転モード設定
可

◦ 蓄電システムと接続した場合、
停電時でも通常通りの表示 (=
見える化 ) などが可能

◦ コンセント毎に家電機器ごとに
消費電力をリアルタイムに確認
できる

◦ 軽量・薄型専用タブレット端末
で、その場で節電効果が実感で
きます。

◦ タップ式で取付が簡単
　ブレーカー工事不要です
◦ お知らせ画面で節電のアドバイ

ス
◦ 太陽光発電の運転状況も確認出

来ます
◦ 付属の andoroid タブレットで

インターネットもアプリケー
ションも楽しめます

◦  「電力量」「料金」「CO2 排出量」
単位での表示可能

◦ 分電盤メーカを問わず
◦ 既設分電盤に後付け可
◦ 無線（Bluetooth Ⓡ）接続なの

で新築、既築への設置・増設が
可能（有線 LAN タイプもある）

◦ ダ ブ ル 発 電（PV と 燃 料 電 池 ）
対応

◦ 「便利ボタン」で複数の IT 家電
機器を一括操作

◦ 外出先からでも携帯電話でエア
コン、照明、給湯機を遠隔操作、
節電

◦ 「来訪通知」で来訪者の写真付
きメールを携帯電話やメールに
通知

◦ 電力の「利用量」と「料金」単
位での表示可能

◦ ランニング費用、会員登録費用
が不要

◦ 分電盤メーカを問わず
◦ 既設分電盤に後付け可
◦ 太陽光発電メーカ問わず
◦ 無線 LAN 等と電波干渉しない
◦ 蓄電システムとの連係予定
◦ 初期設定出張サポートあり ( 有

料 )

◦ 別途、ネットリモコン設置およ
びライフィニティサービス申込
により追加機能あり（525 円 /
月）

　「外からスイッチサービス」
⬇

　 外出先から携帯電話で電気設備
を ON/OFF

　※ 宅内のみの機器制御はサービ
ス契約不要

◦  ECO マネシステム
　 単独設置の場合は、ランニング

コスト不要

設置対象 新築・既築 新築・既築 新築・既築 新築・既築 新築・既築

補助金対象

HSN-01A JH-RTP1
※タップ :AC100V/15A@3
　AC100V/20A@1、AC200V/20A@1
　中継器、専用タブレット

JH-RTP2
※タップ :AC100V/15A@5
　中継器、専用タブレット

BTR-12-A01( 無線 )
※電力の見える化 MAX10 回路
　Bluetooth 無線接続
　BTR12-A02( 有線 )
※電力の見える化 MAX10 回路
　LAN 接続

BTR12-B01( 無線 )
※電力の見える化 MAX30 回路
　ガス、水道の見える化、
    Bluetooth 接続

IG0001STC/CM MKN30159
MKN30259

（別途、ECO マネ対応専用分電盤が必要）

システム代
（別途
取付費）

HEMS コントローラ本体
メーカー希望小売価格

200,000 円（税別）
各種センサー、接続ケーブル及び表示
用アプリケーションは含まれておりま
せん。

JH-RTP1
198,000 円

JH-RTP2
196,800 円

141,800 円 オープン価格
105,200 円

+
専用分電盤代金

ジャパン建材『ECO プロデュース』おススメ メニュー‥‥HEMS
「スマートハウス」とは
「スマート」は「賢い」という意味。『創エネ・蓄エネ・省エネ』でエネルギーを賢く利

用できる機能をもつ家が「スマートハウス」です。

「HEMS」とは
「HEMS」は、Home Energy Management System（ホームエネルギーマネジメント）の

略称で、「スマートハウス」を実現するのになくてはならないものです。
住宅内のエアコンや給湯機、照明等のエネルギー消費機器と、PV（太陽光発電システム）
やガスコージェネレーションシステム（燃料電池等）などの創エネ機器と、発電した電
気等を蓄える蓄電池・EV（電気自動車）などの蓄エネ機器をネットワーク化。これによっ
て PC やスマートホン、タブレット端末などでエネルギー使用量を表示する「見える化」
や、居住者の快適性向上と同時にエネルギー使用量の削減を目的にエネルギーを管理す
るシステムのことです。

ヘムス

どんな「HEMS」商品があるの？
メーカー各社からさまざまな HEMS 商品が発売されています。

つくる

ためる

かしこく

ヘムス

ヘムス

HEMS

太陽光発電

電気自動車

蓄電池

燃料電池

家電

スマート
メーター

エネルギー
モニター

ヒートポンプ
給湯器

ガスメーター




