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より快適で安全・安心の住宅リフォームで施主様の満足度UP！

2011 年 3 月 11 日以降、消費者の「防災への意識」「住まいの安全性」「住
まいの省エネ」「自然エネルギー利用」への関心が高まり、耐震診断後
のリフォーム実施率向上、省エネ機器活用など省エネリフォームが活
発化している。
国も日本の住宅市場をストック型に転換する施策の一つに 5000 万戸を
超える既存住宅の品質・性能を高めることに重点を置き、一定の要件
を満たす「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォー
ム」で【所得税の控除】【固定資産税の減額】の減税制度と、住宅取得
等資金の贈与税の非課税措置を実施している。さらに、平成 25 年度の
税制改正要望に国土交通省がリフォーム減税の拡充を盛り込んでいる。
今後のリフォーム市場の規模が拡大すると言われている中で、こうし
た制度をうまく利用して今後の受注に繋げたい。
ジャパン建材㈱としても、中古住宅・リフォーム市場には着眼をして
おり、需要拡大に繋げられる制度のご案内や取り組み支援を行なって、
住宅業界の発展に貢献します！

省エネ性または耐震性を満たす住宅 それ以外の住宅

平成 24 年　1,500 万円 平成 24 年　1,000 万円

平成 25 年　1,200 万円 平成 25 年　　700 万円

平成 26 年　1,000 万円 平成 26 年　　500 万円

●住宅リフォームへの減税制度（現行）の概要

自己が居住するための住宅について、新築や取得だ
けでなく、増改築等のための資金（住宅取得等資金）
を父母や祖父母など直系尊属からの贈与により取得
した場合、一定の要件を満たすときは、その住宅取

得等資金のうち一定額までの金額について贈与税が
非課税となる（詳細については、2012 年 9 月号ブ
ルズ ビジネス 6 ページをご覧ください）。

リフォームの種類 耐震リフォーム 省エネリフォーム
バリアフリー

リフォーム

投資型減税
（自己資金）

適用期限

一定の住宅について一
定 の 耐 震 改 修 工 事 を
行った場合、確定申告
することで最高 20 万円
を所得税から控除。

平成25年12月31日まで

一定の省エネ改修工事を
行った場合、確定申告をす
ることで最高 20 万円（窓
の改修と併せて太陽光発電
設備設置の場合は 30 万円）
を所得税から控除。
平成24 年12月31日まで

一定のバリアフリー改修工
事を行った場合、確定申告
することで最高 15 万円を
所得税額から控除。

平成24 年12月31日まで

ローン型減税

適用期限

一定の省エネ改修工事を
行った場合、確定申告する
ことで工事費用の年末ロー
ン残高の２％または１％を
5 年間、所得税額から控除。

平成25年12月31日まで

一定のバリアフリー改修工
事を行った場合、確定申告
をすることで工事費用の年
末ローン残高の２％または
１％を 5 年間、所得税額か
ら控除。
平成25年12月31日まで

【所得税の控除】

リフォームの種類 耐震リフォーム 省エネリフォーム
バリアフリー

リフォーム

投資型減税
（自己資金）

適用期限

一定の住宅について一定
の耐震改修工事を行った
場合、物件所在の市区町
村に証明書等の必要書類
申請することで固定資産
税額（120㎡相当分まで）
を 3 年～ 1 年の間 2 分の
1 に減額。
平成27年12月31日まで

一 定 の 省 エ ネ 改 修 工 事 を
行った場合、在住の市区町
村に申告することで翌年度
の固定資産税額（120㎡相
当分）を 3 分の１に減額。

平成24年12月31日まで

一定のバリアフリー改修
工事を行った場合、在住
の市区町村に申告するこ
とで翌年度の固定資産税
額（120 ㎡ 相 当 分 ） を 3
分の１に減額。

平成 24 年12月31日まで

【固定資産税の減額】

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事を行った場合
住宅ローンの年末残高の１％が 10 年間にわたって所得税額から控除される。

適用となるリフォーム後の
居住開始日

平成 25 年 12 月 31 日まで

控除対象限度額
（長期優良住宅を除く）

平成 24 年 12 月 31 日まで　　　3,000 万円
平成 25 年 12 月 31 日まで　　　2,000 万円

控除率
（長期優良住宅を除く）

年末ローン残高の１％

対象となる借入金
償還期間 10 年以上のローン
★ 本号 2 ページで対象となる【ジャパンリフォー

ムローン】を　ご紹介します !!

適用要件

家屋の適用要件：工事完了または住宅の取得か
ら 6 ヶ月以内に入居
改修工事の要件：工事費 100 万円超および増改
築工事後の床面積が 50㎡となる工事
工事費の要件：工事費 100 万円超のもの
所得要件：合計所得金額が 3,000 万円以下であ
ること

【住宅ローン減税】

●住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

住宅リフォーム減税制度



ジャパン建材   木材・プレカット部  木材課
国産の木材製品から、海外からの木材製品まで、多種多様な構造材・羽柄材、森林認証製品を取り揃えて、

個性的な住まいづくりをお手伝いします！

ジャパン建材　木材・プレカット部　木材課では、木材完成
品づくりが活発化しているロシアから、化粧していない、選
別もしっかりした安定した品質の『アンガラプラス』アカマ
ツ野縁 KD 材をお届けします。

アンガラプラス正門 冬季は特に良質材が豊富 丸太投入工程

原板

選別された製品

原板の選別

加工後の製品

製材工場ラインはドイツ製

出荷を待つ製品

〈工場概要〉

アンガラプラスの製材工場は、ロシア連邦の東シベリア

経済地区に含まれるイルクーツク州の州都イルクーツク

から約 700㎞北のブラーツクにあります。ここは、1 年

の約半分は気温零下、冬の気温は－ 17℃～－ 33℃とい

う厳寒の地。この周辺の広大な森林で育った木材は、特

に目の詰った良質な北洋材として定評があります。

工場設備はドイツ製ラインを導入しており、整備も行き

届いています。優れた木材品質に加え、徹底した材料仕

分けさていることも大きな特徴です。

KD 釜 11 機はイタリア製で、プログラムはドイツ製を採

用し、精度の高い完成品を供給しています。

http://angara-plus.ru

〈供給内容〉

◆アカマツ、カラマツの完成品

◆日本向け　アカマツ　月産約 4,000㎥
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「リフォームローン」を
提案してみませんか？
現在の住宅業界は、新築需要が縮小傾向にあるなか、リフォーム・中古
住宅流通の市場は、今後 20 兆円規模に成長すると言われています。実
際にリフォーム・リノベーションの需要が増える傾向にあり、同時にロー
ンを組んでリフォームをする事例も増加傾向にあり、今後はリフォーム
ローンの需要が増えていくと思われます。そこで、ジャパン建材として
皆様にご活用をお勧めしたい「完成保証付 ジャパンリフォームローン」
をご紹介します！

①完成保証付リフォームローンのメリット
　�関係会社である㈱ハウス・デポ・ジャパンの「ハートシステム」（右図）と
いう完成保証がついているので、施主様に安心感をもってリフォームをご利
用いただくことができます。

②工務店審査が比較的簡易であることのメリット
　�提携金融機関（東芝ファイナンス㈱）による工務店審査が比較的簡易であり、
工務店様の負担を軽減。しかも、工務店審査は初回利用時のみなので、長期
的に使いやすい。

③ローン期間最長 15 年、融資金額上限 1,500 万円のメリット
　�ローン期間が、最長 15年と比較的長期で返済しやすく、融資金額の上限も
1,500 万円と比較的大きいので、大型物件でも安心。

④出来高払いのメリット
　��「ハートシステム」によって専門工事業者へ出来高払いを行うので、工務店
さんの資金繰りを支援します。特に大型物件・長期物件において、工務店様
にも安心してご利用いただけます。

★�その他にも、連帯保証人が原則不要、団体信用生命保険の保
険料が提携金融機関負担（ローン金額 300万円超の場合）、担
保は 1,000 万円まで原則不要等の商品特徴があります。

「ジャパンリフォームローン」の大きなポイント 4
①完成保証付のリフォームローンである
②工務店審査が比較的簡易である（※工務店審査は初回のみ）
③ローン期間最長 15 年、融資金額上限 1,500 万円で利用しやすい
④出来高払いのため、長期・大型物件のご利用もご安心

今後の「ブルズ　ビジネス」で「ジャパンリフォームローン」を活用した住宅リフォームの施工事例をご紹介する予定です。

アンガラプラスのアカマツ野縁 KD 材ご案内



5 年、10 年先を見据えて

大久保　Dynea（ダイネア）社のアジア太
平洋部門を買収されたそうですね。
小野　2013 年 3 月期を最終年度とする中
期三ヵ年計画に「海外事業の強化」を重点
方針に掲げ、昨年 10 月にインド化粧板事
業を、本年 8月に台湾での建築関連商品販
売強化のために合弁会社を設立、9月には
ベトナムに塗床材の製造子会社を設立しま
した。
　さらに今回、フィンランド共和国の接着
剤メーカーで欧州・アジア太平洋地域で建
築・産業・自動車用接着剤・樹脂事業を展
開するDynea社との間でDynea�AP部門（ア
ジア太平洋部門の子会社 13 社と持分法適
用会社 2社）の全株式を譲り受ける契約を
締結しました。
大久保　株式取得価格 150 億円でしたか。
小野　昨年、話が持ち込まれた時点の 150
百万ユーロから、円高が進みましたのでタ
イミングも良かったと思います。
　Dynea�AP 部門は、1970 年にインドネシ
アに拠点を出して事業をスタートしたのが
最初で、インドネシア・その他のアセアン・
中国・ニュージーランドにある全社合わせ
た売上が約221億円、従業員数約1,300人。
当社とは全く違うものを製造し、まだ進出
していない地域に拠点をもっています。
大久保　ということは、事業領域が一気に
倍増しますね。進出していない地域に拠点
があるメリットも大きいでしょう。
小野　大きいです。
大久保　それぞれの国の文化、国民性を把
握するだけでも大変です。自社で拠点を出
せば、投資額も 150 億円では収まらなかっ
たでしょうね。
小野　自力でやれば 20 年はかかる、その
時間を買ったと思います。
大久保　今回の買収も含め、海外事業強化
の最大の目的は何ですか。
小野　今回の買収で Dynea�AP 部門とアイ
カ工業が手掛けていなかった樹脂技術の相
互補完や商流が活用でき、アイカ工業のビ
ジネスモデルである接着剤・樹脂、それを
使った化粧板・建材を今後の 5年間、10
年間にこの地域で展開していく計画です。
大久保　成長著しいアセアン諸国の需要獲
得を目指していくということですか。
小野　当社の売上の約 8割は国内建設市場
への売上で、これが今後も当社の中核であ
ることは変わりませんが、長期的に見ると
市場の成長は期待できないと思います。ま
た数年スパンで見ると、消費税引上げ前の
駆け込み需要の反動で市場が大きく落ち込
むことも予想されます。
　接着剤などの化成品事業は、国内だけで
は成長を続けていくことは厳しいですが、
アジア市場は今後も大きな成長が期待でき
ます。アジアの成長市場を取り込んで海外
における収益基盤を確立し、国内建設市場
への依存軽減と、当社グループの持続的成
長へつなげたいと思います。
大久保　拠点はシンガポールですね。
小野　はい。ですから、海外版『Bulls 商品』
についてはシンガポールの拠点がご厄介に
なると思います。
大久保　それは楽しみです。ジャパン建材

のみならず、JKグループの海外拠点もご活
用いただければと思います。

環境対応商品を積極的に供給

大久保　私ども JKグループは今年 10月に
創業 75 年を迎えましたが、アイカ工業さ
んは昨年 10月で創業 75年でしたか。
小野　飛行機部品などを作っていた愛知時
計電機株式会社から化学部門が分離独立し
て設立されたのが当社のスタートですが、
昭和 20年代には倒産の危機に直面してい
たそうです。その後、昭和 30年代にメラ
ミン樹脂を手掛けるようになって業績が上
向き、今日に至っています。
大久保　私どもも昭和 43 年頃に経営危機
を経験しましたが、それがあって経営基盤
が強化できたという一面があります。
小野　私が入社した昭和 54 年当時、まだ
年商 330 億円ほどでしたが、おかげさま
で三ヵ年計画の最終年度である今期は年商
1000 億円で経常利益 120 億円を目標に掲
げています。
大久保　先程の海外戦略でもお話が出まし
たが、「持続的成長」ができる企業である
ことが何よりも大事ですね。メラミン化粧
板一つ見ても、今も続けているメーカーさ
んは数少なくなりました。
小野　当社を入れて 4社ありますが、皆さ
ん電子基板に大きくシフトしています。
大久保　建設・建材ルートではアイカ工業
さんのシェアが群を抜いていますね。

小野　メラミン化粧板のシェアに関しては
当社が相当程度有していると考えていま
す。加えて、昭和 64 年に発売して約 10
年間は泣かず飛ばずだった『アイカセラー
ル』が、おかげさまで大きなシェアを獲得
しています。
大久保　抗菌メラミン不燃化粧板『アイカ
セラール』は大ヒット商品ですね。
小野　メラミン化粧板の市場が縮小してい
く中で、“ 壁 ” という新しい視点から生ま
れたメラミン化粧板の派生商品ですが、当
社№ 1のヒット商品です。
大久保　タカラスタンダードさんが、流し
台と吊り戸棚との間の壁に貼る『ホーロー
キッチンパネル』を発売されたのを機に
キッチン周りの壁に使われる材料が変わっ
てきましたが、そこにピタリと合う商品で
需要を伸ばしてきましたね。
小野　リーズナブルであったこともヒット
の要因になったと思います。
大久保　当社の『BULLS キッチンパネル』
としても提供いただき、最近は洗面所周り
の壁にも活用される人気商品で、全国の営
業所に在庫しています。
小野　ありがとうございます。
大久保　私どもの【Bulls 商品】は、メーカー
さんのブランド名やブランド力に頼りきっ
た販売ではなく、我々問屋自らが売る力を
つけるというコンセプトで取組んでいるも

ので、各メーカーさんの商品の違いをより
詳しく理解することにもつながっていると
思います。
アイカ工業さんには【Bulls 商品】草創期
からお世話になり、おかげさまで毎週のよ
うに新商品が加わる商品群に成長していま
す。またこの度は、新商品の超多用途接着
剤『アイカストロングル』も提供いただき
ありがとうございます。
小野　当社は、建築の基礎資材となる接着
剤分野でも環境対応を促進し、それをベー
スに、さらに新技術による高付加価値商品
を生み出し、ジャパン建材さんと共に木建
ルート、住宅業界に広めていきたいと思い
ます。
大久保　宜しくお願い申し上げます。

医療介護看護市場にも取り組む

小野　先程お話のあった住宅の洗面所周り
にも使われている『アイカセラール』は、
用途展開がどんどん広がって、地下鉄や JR
駅舎のトイレ、コンサートホールなどでも
使われるようになっています。
大久保　メンテナンスが楽で、不燃性能や
抗菌機能もあるのが大きな特色ですね。
小野　軽く拭くだけで汚れが取れる、消毒
薬にも耐える、その機能をさらに強化して老
人介護施設など、シニア産業関連への事業展
開を前提に検証を進めているところです。
大久保　これからの成長をおおいに期待し
たい分野ですね。
小野　実は、医学博士であり経済学者でも
ある岩尾聡士教授が、コミュニティ全体で
高齢者を看守る「CEM（Community�Based�
Medicine コミュニティベースドメディス
ン）構想」を提唱し、実際にクリニックと
デイケア施設を併設した『聖霊陽明ドク
ターズタワー』を建て、病院と介護施設
の中間的な医療看護介護ケアミックス型・
サービス付き高齢者向け住宅を普及させる
ことで医療費を削減、シニアマーケット拡
大による新ヘルスケア産業の創出、雇用の
増加が期待できる仕組みの可能性を研究さ
れています。
　その研究に対して当社から 5年間で 2億
円を寄付し、当社商品も含めて、どのよう
な機能が必要かを検証してフィードバック
してもらい、新たな機能を付加していくプ
ロジェクトを進めています。
大久保　高齢者をサポートする仕組みその
ものを変えることで住宅業界も含めて日本
を元気にしようという構想ですか。
小野　団塊世代の方がどんどんリタイアさ
れると、そういう施設の需要はもちろんで
すが、質に対する要求も当然高まっていく
と思います。これが国内の市場拡大に発展
していくことを期待しています。
大久保　私どもも、この分野への取り組み
について社内研修を始めたところです。
小野　この分野に役立つ商品も【Bulls 商
品】に加えていただけると、ジャパン建材
さんとしても強みになるのではないかと思
います。
大久保　ぜひ提供をお願いします。

リフォーム対応＋女性目線の商品開発

大久保　外装・内装仕上げ塗材『ジョリパッ

ト』の動きはいかがですか。
小野　フランスから技術導入して昭和 50
年に発売した商品で、ここまで育ててきた
ブランド力がありますので、ここで止まっ
てはいけないと思っていますが、現状は伸
び悩んでいます。
大久保　ジャパン建材フェアで施工実演を
拝見しますが、壁の塗り替えリフォームに
適した商品だと思いますが。
小野　一番の原因は、湿式工法から乾式工
法へ変化し、簡便な乾式工法のほうが大
きな流れになっていることがあります。
　加えて外壁の 10 年保証の問題があり、
現状は当社の施工技術を習得された施工
店紹介までしかしていませんので、今後
は全国に 283 社あるアイカ工業の代理店
が持つ物流・施工機能を活用して協業体
制での顧客開拓を進めていきたい、と考
えています。
大久保　『アイカセラール』の接着テープ
工法同様に、リフォーム対応の壁や階段で
簡易施工を工夫されたものが増えてきてい
ます。職人さん不足もあり、簡易工法がリ
フォーム対応には欠かせない要素になって
いると思います。
小野　実は昨年 10 月に社内でリフォーム
プロジェクトを発足させ、今年 3月に当社
初のリフォーム向け「アイカリフォームカ
タログ」を発行しました。この総合カタロ
グには当社ならではの高耐久建材で快適・
安心リフォームをコンセプトとしてデザイ
ン・耐震・ペット・バリアフリーをキーワー
ドに施主様へ訴求を進めています。
　さらに今年 4月に当社初の女性主導のプ
ロジェクトチームを立ち上げました。
大久保　女性による新商品開発ですか。
小野　入社 2年〜 11 年目の女性 4人で発
足させ、当初はキッチンを選ぶ、改造する
ときの主役である女性にキッチンの商品づ
くりをテーマにと考えていましたが、女性
の不満が渦巻いている女性用トイレの改善
が最初のテーマになりました。
大久保　確かに我々男性は女性トイレに
入ったこともありませんし、不平不満を知
ることもできませんね。
小野　女性 4人で企画し、技術者の男性 3
名を加えて試作して来春の外販を目指して
いるトイレを見せてもらいましたが、洗面
と化粧コーナーを分離し、バッグがぬれな
い棚や、他の女性と目が合わないように小
さな鏡を配するなどの工夫がこらされてい
ます。これが成功したら、次はキッチンに
取組んでもらおうと思っています。
大久保　人口の半分は女性、住宅で主導権
をもつのは女性ですからね。
小野　当社の女性比率は約 15％、課長級
以上は約 200 人中 1 人が現状ですが、女
性リーダーの育成を急いでいます。
大久保　当社の『シマウマ・コレクション』
は女性目線で考えた収納に特化した商品群
ですが、女性目線は、商品づくりに欠かせ
ない大切な視点だと思います。より使いや
すいリフォーム対応商品や、女性による女
性のための新商品の登場を楽しみにしてい
ます。
　今後の経営、商品開発の方向性について
詳しいお話をありがとうございました。商
品開発の趣旨、商品の特長を理解して販売
力強化に努めて参りたいと思います。
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1936 年に愛知時計電機㈱から化学部
門が分離独立して愛知化学工業㈱設
立。1939 年、 我 が 国 初 の ユ リ ア 樹
脂接着剤『愛知無敵』を、1943 年に

『フェノール樹脂接着剤』を発売す
る。1954 年にはユリア樹脂木材接着
剤が我が国初の JIS 表示許可となる。
1958 年にメラミン樹脂含浸紙『レジ
ンペーパー』を開発、1960 年にメラ
ミン化粧板『アイカデコライト』を
発売、その後商品名を『アイカ』と

改称。1966 年、全商品に「アイカ」
を冠し、ブランド力の強化を促進、
会社名をアイカ工業㈱に変更。独自
の化学合成技術をベースとする化成
品事業、これに化粧板加工技術・木
材加工技術・エレクトロニクス技術、
さらに積層技術を融合し、 [ 化成品事
業の（原料）＋建装材事業の（部材）
＝住器建材事業の（商品）] による新
商品開発と積極的な商品価値の向上
に取り組む。

トップ対談

“ 持続可能なモノづくり ” を合言葉に、環境配慮型、完全循環型社会の構築を実現していきたいと考えています。

アイカ工業 株式会社
【会社概要】* は平成 24 年 3 月期

創　　立　1936（昭和 11）年
本　　社　愛知県清須市西堀江 2288 番地
資 本 金　98 億 9,100 万円 *
従業員数　992 名（連結 1,874 名）*
年　　商　837 億 9,900 万円
　　　　　（連結 950 億 7,100 万円）*

代表取締役社長

小野��勇治��様
　お　 の　　　ゆう　じ

【プロフィール】
1956（昭和 31）年、岐阜県に生まれる。
1979 年に金沢大学工学部工業化学科卒業後、アイカ
工業㈱入社。化成品開発第一部長、化成品カンパニー
営業部長、同副カンパニー長、執行役員、第二 R ＆ D
センター長、化成品カンパニー長、取締役、常務取締
役を経て 2010 年代表取締役社長に就任、現在に至る。
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施主様のハートを掴む
わかりやすい
体験型ショールーム続々
家に関するあれもこれもが見られて、
相談もできる LIXIL ショールーム

LIXIL ショールームは、カタログやホームページだけでは伝わりにくいサイズ・質
感・操作音などをよりリアルにイメージできるように「実物を見て、触って、動
かせる」。しかも、複数のショールームに足を運ぶ手間を省くことができる点を特
長に展開されている。
なかでも「大阪水まわりショールーム」は、ワンフロアで約 500 坪の広さを活か
した空間展示を多彩に展開。また、今年 8 月 8 日に首都圏最大級の展示スペース
をもつショールームとして「LIXIL ショールーム東京」が、東京都新宿区西新宿に
オープン。新築・リフォームの際の設備機器や建材の実物を確認して選べるよう
に LIXIL ブランドを一堂に揃え、「いい暮らしゾーン」「いい住まいゾーン」「商品
選定ゾーン」で構成。LIXIL が提案するスマートハウスや、環境形成型生活も体験
できる空間展示と情報発信基地として多彩な情報発信を行っている。

住まい・住宅のリフォームが体験できる
コラボレーションショールーム

札幌から福岡まで全国 6 箇所にあるリモデルに焦点を当てた TDY コラボレーショ
ンショールームでは、「一度でいろんな商品が目れる」「アドバイザーに相談できる」

「家族でゆっくり見れる」「見積りができる」ことを特徴に体験型展示を行っている。
さらに今年 11 月 3 日には「TDY 東京コラボレーションショールーム」を東京都
渋谷区代々木の JR 南新宿ビル 7F・8F にオープン。TOTO のキッチン・浴室・洗
面所・トイレ、DAIKEN の床材・建具・収納、YKK AP の窓・玄関ドアを組み合わ
せた戸建とマンションそれぞれのモデル
棟を設置し、3 社商品が可能にした統一
感のある空間が体験できるショールーム
となっている。
また各社コーナーには住まいづくりに必
要な設備や部材の現物サンプルや空間イ
メージのミニチュアサンプルなどを一堂
に揃え、それそれのバリエーションを納
得いくまで比較検討できる。

 『木材・合板博物館開館 5 周年』
11月3 日を「合板の日」に制定

名古屋の浅野吉次郎氏が
手先の器用さと柔軟な発
想力を発揮して木材丸剥
機（ロータリーレース）開発に成功、1907 年 11 月 3 日に日本初の合板が生産された。
合板建材業界にとって記念すべきこの年から数えて 100 年を迎えた 2007 年、木
を育てることの大切さと、木材資源の有効活用から生まれた合板の良さをより多
くの人々に知ってもらおうと、特定非営利活動法人木材・合板博物館（𠮷田繁理
事長）がオープン、首都圏の小学校の社会科見学にも活用され、これまでに 5 万
人近い（年間約 1 万人）来場があった。
開館から 5 周年を迎えた今年、「木材・合板博物館開館 5 周年記念式典」が、11
月 20 日に新木場タワー 1F 大ホールを会場に賛助会員企業・団体を招き、265 名
が出席して開催された。同日、日本初の合板誕生から 105 周年の今年、11 月 3 日
を「合板の日」に制定したことが、博物館理事長𠮷田繁氏と同副理事長で日本合
板工業組合連合会会長である井上篤博氏の二人から発表された。

OSB とは
　　 OSB とはオリエンテッド（Oriented）
　　　　　　ストランド（Strand）
　　　　　　ボード（Board）の略です。
　　　　　　Oriented…配向性　Strand…木片
　 ・ 原料である丸太を木片に切削し、強度を持たせるために、木片を配向

しながら 4 層構成に積層接着した木質パネルです。
　　 また、合板と同様に木目の流れを直行させていますので、強度があり

ます。
　・原材料・・・・アスペン　ヤナギ科

OSB の用途
　・構造用合板・ボードと同じように使用可能
　・壁、屋根、床などの下地向けとして

用途で選ぶ
サイズ（㎜） JAS 構造用パネル等級 用途 枚 / 山

9 × 910 × 1820　

4 級

98
9 × 910 × 2440　 2 × 4 工法 75
9 × 910 × 2730　 在来工法　壁　2 階 71
9 × 910 × 3050　 在来工法　壁　1 階 75

12 × 910 × 1820　 3 級 屋根・床下地
80
73

住宅のより高い耐久性・耐震性を実現するた

めには適材適所の素材選びが重要です。そこ

で、構造用木質ボードの一つで、環境配慮型

製品としても注目される「OSB」の活用に役

立つ情報をご紹介します！

豆事典

★ LIXIL ショールーム東京

★
TDY 東京コラボレーションショールーム

J
R
新
宿
駅

青梅街道

甲州街道

𠮷田繁理事長を筆頭に NPO 法人木材・合板博物館理事・幹事 12 名を紹介。

2012 年 9 月に就任したばかりの林
野庁長官沼田正俊氏（写真）、東京
都産業労働局農林水産部部長津国保
夫氏、全国木材組合連合会会長吉条
良明氏が来賓として臨席。

浅野吉次郎翁親族も列席、記念のくす
玉割りが行われた。

開館 5 周年を機に名古
屋の合板会館から新木
場タワー大ホール南側
の中庭に移設された浅
野吉次郎翁の胸像。

西口

南口

注：床・壁倍率は施工方法によって異なりますので、
　　カタログ等をご覧下さい。
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私たちは「21 世紀は木質構造の時代」を確信し、皆様の木質構造づくりをサポートしています。

ジャパン建材木構造建築事業室
●業務内容
木質構造建築躯体工事の意匠に基づく構造設計か
ら施工管理までのトータルシステムにより、新たな
木質構造建築の可能性を創造します。

構
造
計
画

構
造
設
計

積
　
　
算

部
材
加
工

建
方
施
工

●用　　　　　途●
教育施設／体育施設／事務所／保育所／幼稚園

集会施設／共同住宅／宿泊施設／老人ホーム
展示施設／店舗／教会／社寺／プール／木造橋／畜舎

お問い合わせ　施工事例案内のご用命は
JK 木構造建築事業室へお気軽にどうぞ！

TEL：03-5534-3719

ご活用ください!!
木質構造建築

施工事例案内
これまで JK 木構造グループが
実際に手掛けた事例の具体的内
容を一冊にまとめた施工事例集
です。

【受注事例】

岡山県立大学　同窓会館
　コ メ ン ト： 地場産ヒノキ製材と一部中断面集成材を

使い、市販の金物で構造躯体を構成する
「シザーストラス工法」を採用した全国で

も珍しい双曲放物面（HP）シェル形状の
木造モノコック構造の難易度の高い建物。
トラス外部にはヒノキの構造用合板が張
られている。

　受　　　注：材工（建方施工まで）
　木質構造部材：集成材、製材、合板　55㎥

■ DATA
　所 在 地：岡山県総社市
　設計デザイン：岡山県立大学デザイン部　岩本弘光教授
　構 造 設 計：東京大学木質材料研究室　稲山正弘教授
　施 工 会 社：㈱あらい建設
　用　　　途：学校教育施設
　延べ床面積：236.32㎡

【受注事例】 

大潟村ふるさと交流施設
　コ メ ン ト：  構造フレームは構造設計事務所の提案。当社は、それに対し

接合部の接合方法等の提案を行う。秋田グルーラム㈱の CAD/
CAM により、立体トラスト工法という複雑な加工を提案。

　受　　　注：材工（建方施工まで）
　木質構造部材：秋田グルーラム㈱　柱、梁　集成材　ベイマツ 21.26㎥
　　　　　　　　　　　　　　　　一部　　製材　　スギ・ベイマツ 1.6㎥
■ DATA
　所　在　地：秋田県南秋田郡大潟村
　設計事務所：㈱青島祐之建築設計室
　施 工 会 社：㈱沢木組
　用　　　途：地域交流施設
　建築延べ床：132.6㎡
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無垢ならではの風合いや感触、温もり感で自然
志向の高まりと相まって注目を集めているシス
テムキッチン『スイージー』は、木材の有効活
用とともに環境保全につながる 30 年輪伐シス
テムから生まれる環境配慮型商品だ。

【自然体で過ごせる家族のキッチン】
レンガで森のコテージ風に仕上げたダイニング
キッチンは、家族みんなで集まって楽しむため
の大切な場所。オーガニックでスローな暮らし
には、キッチンもやっぱり天然素材で。棚の扉
はニュアンスのあるステンドグラス、取っ手に
は一つひとつ手仕事で仕上げたアイアンを組み
合わせると素敵な印象になる。

【無垢の魅力】
ふたつとして同じものの無い意匠。その表情は、
木材の育ってきた環境により千差万別。自然の
営みから生み出された唯一の意匠には、生命の
息吹が感じられる。

【30 年輪伐システム】
30 年サイクルでニュージーパイン®を計画的
に管理することで、木材を有効活用するととも
に、環境保全にも役立って
いる。木材資源の安定供給
を図りながら、万全な管理
体制のもと、良質なニュー
ジーパイン®をニュージー
ランドからお届けしている。

無垢のある暮らしを提案

システムキッチン『スイージー』

空気中の浮遊ウィルスを強力に抑制

『プラズマクラスターイオン発生機』
癒し＆安眠サポート　さくら色LED照明（特許出願中）�

『LED シーリングライト』

株式会社ウッドワン　

シャープエレクトロニクスマーケティング株式会社　

『スイージー』

かわいいホワイトのコンロはお手入れラクチンの天板加工。人造大理石
エッグマルチシンクはお手入れ簡単で使いやすい工夫が随所にあり、楽し
んで使えるのも魅力。

I 型プラン　間口 255㎝
扉グレード：NZ40
無垢落し込み框組ストライプパネル
カラー：ミディアム　取っ手：アイアン
￥1,531,900
　* 価格は水栓・加熱機器・レンジフードなどを含む。

LED シーリングライトの特長
①省エネ
②寒色も暖色も明るい
③ シーンに合わせて明るさと色が変えられる
④設計寿命 4 万時間
⑤低紫外線・低赤外線
⑥すぐに明るく点灯

癒しと安眠サポート効果も
さくら色照明は、癒しと安眠サポートに効果を発揮するとされる（大阪市立大学梶本
教授試験より：それぞれの効果を保証するものではない、また個人差がある）。

癒し＆安眠サポート　さくら色 LED 照明
『LED シーリングライト』
住まいの省エネ性 UPで注目される LED 照明。シャープの『LED
シーリングライト』は、省エネ性に加えて “ 癒しと安眠サポート
に効果 ”を発揮するとされるさくら色（特許出願中）�を実現。八重
桜とソメイヨシノの 2色が楽しめる。

※ シャープの LED シーリングライトは LED
デバイス 3 年保証 !!　デバイス故障によ
り不点灯の場合、御買上げ日より 3 年間
は無料修理対応。

プラズマクラスターイオンは
空中除菌技術
①浮遊ウィルス・カビ菌の分解・除去
②付着カビ菌の増殖抑制
③ ダニのふんなどのアレル物質を
　分解・除去
④ タバコやペット、
　部屋干しのニオイなどの脱臭
などの効果を発揮するシャープ独自（特許）
の空中除菌技術。空気をキレイにしながら、
お肌もキレイにする（効果・効能には個人差がある）。

空気をキレイにする
『プラズマクラスターイオン発生機』
最近では、山形新幹線や日産・トヨタ自動車・LIXIL（順不同）はじめ世界中のメー
カーで数多く採用され、累計出荷は 2012 年 6月に 4000 万台を突破！　家庭
用から理美容、業務用まで幅広い品揃えで『プラズマクラスターイオン発生機』
への注目度が高まっている。



〒 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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国内合板
国内針葉樹合板の生産量は、各
メーカーが減産を表明した 6月
以降は季節要因も合わせて 18万
㎥であったが、ここにきて今年
ピークの 5月に拮抗する生産量
となっている。しかし依然好調な
直需向けの出荷が下支えしたこ
とで、在荷量は 2ヶ月連続で 20
万㎥を切る状況となっており、こ
の状況は当分続くと思われ、現状
需給バランスは取れている。
出荷増、在庫減で価格は上昇する
はずであるが、今年において市
場はなかなか予想通りの展開に
なっていない。その大きな要因は
ルートの物件が見えないことか
ら価格が上がらず、流通側が先安
感を誘い、買い意欲を削ぎ当用買
いが続いていた。
先月初めに東の大手メーカーが、
軟調相場を仕切り直すことと、流
通の疑心暗鬼を払拭したい狙い
で値上げを表明した。東西のメー
カーが同調することと、節度ある

生産を続けることで、安値販売も
払拭され価格も上昇局面への転
化も有り得る展開になると思わ
れる。

輸入合板
輸入合板は、強気調が浸透しつつ
あり、12㎜品を中心に動き良好。
特に塗装型枠の引き合いが多く、
入船の遅延により、瞬間的に品薄
品目が多くなり、川上では現物玉
を探す動きもみられる。
産地は雨季に入り、今後の原木出
荷減が見込まれことや、為替の変
化や現地で来年 1月に施行され
る最低賃金法により労賃引き上
げによるコスト上昇と入荷量の
減少もあり、大手メーカーは強気
姿勢を当分崩さないと思われる。

今年も最後の月となった。国内合
板と輸入合板で相場は連動して
いないが、ともに在庫水準は低水
準であり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

曇のち晴

　私の好きな言葉の一つに

「やってみせて　言って聞かせて
やらせてみて　ほめてやらねば　人は動かじ」

長岡が生んだ連合艦隊司令長官　山本五十六の言葉があります。

長岡営業所の営業は、35歳を筆頭に下は24歳の4名の若手社員で、
長岡・魚沼・上越地区を担当させて頂いております。販売店様のニー
ズに応えるべく、若さと行動力で今後も努力して参ります。
今後市況は厳しさを増すばかりですが、サポートセンター、ハウス・
デポ・パートナーズ、ハウス・デポと連携しながら、

「明るく、元気に、前向きに」
をモットーに販売店様の役に立つよう、社員一同、笑顔で頑張り
ますので今まで以上の御指導、御鞭撻を宜しく御願い致します。

ジャパン建材株式会社
東日本グループ

関東営業部

長岡営業所
所長　須佐  紀夫

地域活性隊

めざせ

天守閣を模した長岡市郷土資料館 日本海の海の幸が味わえる長岡・
柏崎エリアの名物といえば「浜焼」


