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JK Support Center
JKサポートセンター

●�営業受注や着工、引渡し後のアフターフォローまで、当コー
ナーにてサポートいたします。

●�建材等の商材だけでなく、保険やサービスなどのソフト面
における住まいづくりを 12 社の出展によりご提案します。

●出展内容
　�地盤調査、瑕疵保険、住宅ローン、完成保証、雨漏り検診、
消費者支援、CAD ソフトなど、さまざまな住まいづくり
サポートをご提供。また、JK サポートセンターでは「営業
受注の支援から引渡し後のアフターサービスまでのワンス
トップサービス」をご提供します。

住まいづくりサポートコーナーでは、『快適住実の家』のご説
明をする専用のミニコーナーをご用意しております。『快適住
実の家』会員様には、さまざまなメリットやご提案をご用意
しております。是非お立ち寄りください。

お詫び・訂正
ブルズビ�ジネス 2013 年 1 月・2月号に掲載の JK 関東サポートセンターの電話
番号に誤りがありました。正しい番号は 048-864-2081

第 29 回ジャパン建材フェア（通算 71 回）
はじめよう、スマートライフ！『快適住実の家』

開催日程：2013 年3月15日( 金 )・16日 ( 土 )

ブルズの UD 提案ブース
ALL ブルズでのユニバーサルデザイン
商品のご提案！
全ての商品が「快適住実コーナー」の
みの展示です！

TDYのコラボ UD 提案ブース
TDY でのメーカー商材のコラボレー
ションご提案！
拡がる可能性を「快適住実コーナー」
でご覧ください！

玄関の UD 提案ブース
車椅子でもスムーズに入れる玄関のご
提案！
電子キーなどの組み合わせで更に快適
度 UP!!

アクティブシニア向けの
ライフスタイル提案ブース
アクティブシニア住宅のキーワードと
なるライフスタイルのご提案！

02BOX（高気圧酸素ボックス）
UD 提案ブース初登場！
高気圧酸素で体も心もリフレッシュ。
どなたでも気軽に入れるゆったり型
ボックスタイプ。

「快適住実コーナー」UD 提案ブースで
お待ちしております。是非お越しくだ
さい！

高齢者施設向け
商材提案ブース
高齢者施設向けのハイスペック
商品のご提案！

「快適住実コーナー」だけの特
別展示です！

太陽光や HEMS など
スマートハウス提案
HEMS や蓄電池システムなどの新しい取り組
みによる不安や問題を解決します。
施主様に対しても自信を持ってスマートハ
ウスを提案していただけます。

　��200 社を超える出展メーカーブースと併せて、ジャパン建材の独自企画による、
　��お買い得品・最新商材・話題の商品・最新情報満載の各コーナーをお見逃しなく !!ジャパン建材フェア特集   ここが見どころ　Part １

東2東3 東1 快適住実コーナー

住まいづくりサポートコーナー

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

快適住実コーナー　必見 !!UD コーナー登場 !!　　　東 1 ホール

環境にやさしく、快適で安心な住まいづくりを提案いたします。

住まいづくりサポートコーナー
『快適住実の家』コーナーも登場�　　　　　東２ホール
住まいづくりにおけるあらゆるサポートを提案いたします。

開催まで
あと15日！
開催まで

あと15日！
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城北支部

支部長
早川  淳
早川住建㈱　代表取締役社長
▶�各種研修会を通じて会員の知識を広めると
共に相互の親睦をはかっていきます。

正会員 26 千葉支部

支部長
斉藤  章
㈱斉藤材木店　代表取締役社長
▶�建材会の充実を図って、益々発展する為に
会員の増強を推進していきたいと思います。

正会員 33 千葉北支部

支部長
中居  忠良
㈱ナカイ　代表取締役社長
▶�支部の会員一社でも多く入会お願いいたし
ます。

正会員 9 木更津支部

支部長
豊田  文智
㈲豊田　代表取締役社長
▶�今回より役員をさせていただきます。会員
のお役に立てるように頑張って行きます。

正会員 19

柏支部

支部長
金子  正
㈱丸金　代表取締役社長
▶�支部活動を積極的に行ない、会員増強にも
努力して行きたいと思います。

正会員 8 つくば支部

支部長
生井  邦彦
㈱生井　取締役会長
▶�永続企業は時代の変化に敏感であることが条件だ。
今、市場は何を求めているのか、を皆で考えよう。

正会員 13 水戸支部

支部長
松浦  義文
㈱松浦製材所　代表取締役社長
▶�地域活性、業界の発展の為にジャパン建材
会と共に邁進して行きます。

正会員 11 昭島支部

支部長
矢澤  俊一
㈱ YAZAWA LUMBER　代表取締役社長
▶�今年も支部の活動にご協力ありがとうござ
います。JK フェアも宜しくお願いします。

正会員 13

多摩支部

支部長
大江  悦男
㈲山二商店　代表取締役社長
▶�新しい支部ですのでこれから皆様の指導を
頂き活気ある支部になる様にがんばります。

正会員 8 山梨支部

支部長
戸栗  淳
㈱白根ベニヤ　代表取締役社長
▶ �JK 会山梨支部の代表として、販売店の立場
から会員の為に尽力をつくして参ります。

正会員 14 入間支部

支部長
亀山  正義
竹内木材工業㈱　代表取締役社長
▶�今年も支部活性化の為頑張ります。支部活
動において支部員増を目指します。

正会員 21 横浜支部

支部長
小泉  武信
小泉木材㈱　代表取締役社長
▶�国の住宅施策の変化にどう対応していくか、会
員の方々と、JK 大樹にすがり勉強して行きたい。

正会員 13

平塚支部

支部長
中村  藤嘉
㈱中藤材木店　代表取締役社長
▶�本年は巳年、変化を恐れずにガンバリま
しょう。

正会員 15 川崎支部

支部長
笠井  善泰
㈱ミヅサワ住設　代表取締役社長
▶�今年から支部の活動ガンバリたい。

正会員 7 藤沢支部

支部長
髙橋  秀和
㈱髙橋屋　専務取締役
▶�本年も支部活動がんばります。宜しくお願
い致します。

正会員 12 熊谷支部

支部長
岡本  庄一郎
オカモト建商㈱　代表取締役社長
▶�支部の活性化を図り、企画を充実させます。
会員を増やす努力をします。

正会員 8

春日部支部

支部長
染谷  重明
㈲染谷材木店　代表取締役社長
▶�地域貢献の一環として、染谷だより情報紙、
地元の皆様へ発信します。

正会員 11 埼玉支部

支部長
木寺  靖典
㈲マルミ　代表取締役社長
▶�着眼大局、着手小局の気持ちで、皆様方々
と確実に邁進したいと思います。

正会員 15 古河支部

支部長
鈴木  健司
旭木材工業㈱　専務取締役
▶�本年も支部活動頑張ります。宜しくお願い
申し上げます。

正会員 8 高崎西支部

支部長
若林  郁夫
ヤマワ合板㈱　代表取締役社長
▶�今年は巳年！大きく飛躍する年！新時代の
幕開け元年。

正会員 13

高崎東支部

支部長
堤　博道
㈱前橋銘木店　専務取締役
▶�今年の幕明は興味津々でした。活気ある一
年にしたいと思います。

正会員 21 太田支部

支部長
稲垣  柳一郎
㈲稲垣材木店　代表取締役会長
▶�会員相互の親睦を深め、研修会や情報交換
会等を行い、各店の発展を目指します。

正会員 7 宇都宮西支部

支部長
山口  久一郎
㈱真岡建材店　取締役会長
▶�ジャパン建材のすばらしい提案に耳を傾け
時代の変革を勝ち取りましょう。

正会員 23 宇都宮東支部

支部長
篠崎  昌平
㈱シノザキ　取締役会長
▶�久方振りで明るいきざし　これに乗り遅れる
ことなく今年も右肩上りで目標達成 !! 祈願 !!

正会員 15

長野支部

支部長
宮森  武久
ミヤモリ㈱　代表取締役社長
▶�住宅業界の発展なくして日本の繁栄はあり
ません。会員の皆様の力を結集します。

正会員 12 松本支部

支部長
鈴木  文雄
㈱丸富　代表取締役社長
▶ �J 建材様と J建材会の皆様と共に、地場の工
務店様支援と地域活性化の為に努力します。

正会員 13 新潟支部

支部長
齋藤  昭三
㈱山市　代表取締役社長
▶�新潟支部活性化に向け、尽力致します。

正会員 16 長岡支部

支部長
西澤  柾紘
㈲カネ柾西澤材木店　代表取締役社長
▶�長岡支部、元気を出して頑張ろう、良い風
にのろう。

正会員 14

相模原支部
東京ジャパン建材会　副会長
支部長
小栗  利夫
㈱カナモク　代表取締役社長
▶�相模原支部会の皆さん、皆様方が少しでも飛躍出
来る年になります様、藤田所長共々頑張ります。

正会員 16 府中支部
東京ジャパン建材会　副会長
支部長
池田  昭義
㈱コバヤシ　代表取締役社長
▶�今年は期待の年、事業も会の活動も充実し
た年となるよう全力を尽します。

正会員 16中央支部
東京ジャパン建材会　会長
支部長
名畑  豊文
㈱ナバケン　代表取締役社長
▶�いい風ふくよ！前例にとらわれず脱皮して
JK 会も進化して行きましょう。

正会員 26 新木場支部
東京ジャパン建材会　副会長
支部長
沼田  允利
㈱トーイツ　取締役会長
▶�ならぬことはならぬ【会津魂�八重の櫻】歴
史に学び時代に対応して前進する。

正会員 61

東京ジャパン建材会
住宅資材販売店の皆様方が地元の同業の方々との輪をつなぐジャパン建材のお
客様会「ジャパン建材会」。なかでも「東京ジャパン建材会」は首都圏・関東・
甲信越の 32 支部、正会員 517 社・賛助会員 51 社、合わせて 568 社と、全国一
の規模を誇り、会長兼中央支部支部長を務める株式会社ナバケン代表取締役社
長 名畑豊文様のリーダーシップのもと活発に交流を深めています。

新年恒例の東京ジャパン
建材会総会は、平成 25 年
1 月 11 日にホテルニュー
オータニで開催され、369
社、総勢 745 名が出席さ
れました。
第一部「講演会」には、副
総理兼財務・金融担当大臣
となった麻生太郎氏を講
師にお迎えし、「麻生太郎大いに語る」と題して講演いた
だきました。時の人の登場に、会場は驚きと興奮に満ち
溢れました。
1 時間の講演では JK ホールディングス𠮷田会長との学生
時代の話から始まり、世界経済とデフレからの脱却、また、
日本経済の未来について熱く語っていただきました。

東京ジャパン建材会各支部 正会員 517 社　賛助会員 51 社



創業 60 年の歴史を受け継ぐ

大久保　社長ご就任おめでとうございます。
小柳　ありがとうございます。
大久保　また本日はお忙しい中、トップ対
談にご登場ありがとうございます。
小柳　昨年 9 月に社長になって、まだ日が
浅く、若輩者ですが、宜しくお願いいたし
ます。
大久保　早速ですが、小柳社長は四代目で
すね。
小柳　曽祖父の時に始めた木材店が実際に
は創業ですが、コヤナギを創立した祖父・
光から数えて四代目です。
大久保　三代目の由都佳前社長は小柳社長
のおじさん、二代目社長がお父さんですね。
　私ども JK グループの創業者・猛会長と
初代社長・光さんとは仲が良く、コヤナギ
さんとは長いお付合いになります。こちら
の本社にもよくお邪魔しました。
小柳　いつ頃ですか。
大久保　30 年くらい前、このビルを新築
されてすぐの頃です。コヤナギさんの歴史
は古いですね。
小柳　曽祖父の時代から数えて 90 年を超
えましたが、ベニア販売を本格的に始めた
小柳ベニア設立時点を当社の創業としてい
まして、昨年が 60 周年でした。
大久保　後継者不足が課題になっているこ
の業界で創業 60 年にトップを若い世代に
バトンタッチされた、我々としてもとても
嬉しいことです。

外から建材業界を見る

大久保　私が入間営業所所長だった頃、由
都佳前社長が所沢営業所の所長で来られ、
以来、同い年ということもあって親しくさ
せていただいています。
小柳　その頃、私はノダさんでお世話に
なっていました。
大久保　そうでしたか。その後、こちらに
入社されたのですか。
小柳　いえ、その後、コンピューター業界
に入り、平成 23 年 2 月にコヤナギに入社
しました。
大久保　今まで全国各地のお客様にお話を
伺い、建材・住設機器メーカーさんで修業
された方はかなりいらっしゃいますが、さ
らにコンピューター業界を経験された方は
珍しいです。
小柳　派遣程度と思っていたのが正社員に
なり、さらに部下をもつ立場になり、気が
ついたら 15 年が経っていました。水が合っ
たのでしょうね。前社長からは前々からコ
ヤナギに入るように言われてはいたのです
が、容易には決断がつきませんでした。当
社は、私だけが中途採用で、他の社員は全
て生え抜きです。
大久保　小柳社長が他業界を経験している
ことで社員を広い目で見られるでしょう
し、これから経営をされる中で他業界での
15 年間が役立つと思います。
　実は私も、ジャパン建材社長になる前、
九州や大阪のグループ会社で社長を経験さ
せてもらい、外からジャパン建材を見るこ

とができ、自分で言うのも何ですが、視野
が広くなったと思います。
小柳　今回、建材業界に戻って来て、販売
する商材は違っても、ビジネスとしてやっ
ていることは全く同じことに気がつきまし
たし、建材業界は正社員率が高く、恵まれ
た業界だということを強く感じました。
大久保　そういう見方ができることが、外
の世界を知っている人と知らない人との大
きな違いだと思います。

外からの評価を励みに

大久保　発祥は木材店だそうですが、今は
材木以外の建材・住設機器がほとんどです
ね。ALC も扱われていますか。
小柳　今も ALC の材工は続けていまして、
新規開拓や需要掘り起こしで回ると、「コ
ヤナギさんは ALC 屋さんですね」と言われ
ることが多いです。
大久保　ほぉう。
小柳　それを聞いて、外からは ALC 工事会
社に見られているというのに初めて気づか
されました。

大久保　売上全体の中でも大きな割合を占
めているのですか。
小柳　そうです。社内を第一事業部、第二
事業部、監理部の 3 グループに分け、監理
部が ALC 担当です。ALC 関連の売上が全
体の約 4 分の 1 を占めています。工事物は
先が見え、計画が立つのがありがたいです。
大久保　なるほど。それ以外の商材の売上
にも貢献しているということもありますで
しょう。
　ところで、現在の社員構成はどのような
感じですか。
小柳　40 歳代〜 50 歳代が中心で、若手人
材が不足していますので、人材確保に奔走
しているところでございます。
　今後 5 年間は大丈夫ですが、人を育てる
には少なくとも 5 年はかかりますので、5
年先、10 年先を考えると、新卒も入れな
ければいけません。
大久保　私どもも 20 代、40 代が多くて
30 代が少ないですが、コンスタントに新
卒者を採用していきます。
小柳　コンスタントに採用すると、当社は
人が余ってしまいそうなので 2、3 年ごと
に 2 名くらい入れて、切磋琢磨させるのが
良いのかもしれません。
大久保　上司の育て方もありますね。

新しい歴史の扉を開く

大久保　小柳社長の経営方針は、ALC 関係
を伸ばしていくお考えですか。
小柳　それも含めた工事物を伸ばすことで
は、前社長の時から力を入れている MA（モ
ダンアート）ストーンと太陽光発電システ

ムがあります。その一環で城北営業所倉庫
に太陽光発電システムを設置しようと検討
してきまして、図面がやっと出来上がりま
した。単に設置するだけでは面白くないの
で 3 社くらいの機種が比較できるようにし
たいと思っています。
大久保　現行の電力固定買取価格 42 円と
いうのは魅力的ですね。
小柳　銀行の低金利を考えると、PR にも
なる投資が良いのではないかと、メーカー
さんにご協力をお願いして実現しようと
思っています。
大久保　コヤナギさんのお客様は地元の工
務店さんが中心ですか。
小柳　以前はビルダーさんにも販売してい
ましたが、今は、ほとんどが地元の工務店・
大工さんです。
　実は、インターネット販売に取り組むこ
とも考えたのですが、結局、価格競争で
適正利潤をいただくのが難しくなるのであ
れば、そうならないことを考えようと。従
来は物を売ることに力点を置いていました
が、「コヤナギでしか買えないものはサー
ビス」ではないかという結論に至りました。
これからはサービスに力を入れ、幅をもた
せたいと思います。
大久保　それは、我々問屋も同じです。サー
ビスの度合いによって付加価値、利益率が

高められる、そういう商売だと思います。
小柳　かつてはご自身で打ち合わせから携
わっていた方も、高齢化でできなくなってい
ますので、そこを当社の営業が補う形のサー
ビス面を強化していければと考えています。
大久保　コヤナギさんがそこまでやれば、
必要な資材はコヤナギさんに頼もうという
気持ちになりますでしょう。
　私は「元気で明るく」とよく言うのです
が、企業には売上があること、これが元気
の源で、適性利潤をいただいて初めて明る
くなるものです。

発祥の地で営業を再開

大久保　新規開拓についてどのようなお考
えですか。
小柳　自転車の車輪の空気が減っていくの
と同じで、何もしなくても、タイヤの空気
が減っていくのと同じように、顧客も年間
約 15％減少傾向にあるという話を聞きま
した。当社は営業をエリアで分けていませ
んので、本社周辺の文京区より南の地区を
見直そうではないかということも含めて、
昨年からこちらにも営業を再度置くことに
しました。
大久保　15％まではいかないでしょうが、
お客様の廃業などで簡単に 5％、10％減少
してしまいます。だからこそ新規開拓でお
客様数を維持、できれば増やす努力が欠か
せません。

　コヤナギさん発祥の地でもあるし、本社
周辺のお客様にとって心強い存在になると
思います。
小柳　新たに家は建たないかもしれません
が、大通りを一歩中に入ると住宅がまだあ
りますし、同業者が撤退しているので、逆
にニッチ需要があればと思いましてね。営
業がいることでメーカーさんにも頻繁に来
ていただけるようになりました。
　売り先減少に歯止めを掛けるには新規を
増やしていかなければいけないですが、与
信の心配もあります。そこに端を発して、
当社が工務店さんを支援することで軌道に
乗ってもらえることが一番なので、サービ
スを軸に据えるためのツールの一つとして
[ ハートシステム ] を知りたいと思い、後
学のために茨城県龍ヶ崎市のハウス・デポ
店も見学させていただきました。
大久保　これは次の時代のビジネスモデル
です。[ ハートシステム ] などを活用して
業績を伸ばしている事例も参考にしていた
だいて、新しい取り組みを始めていただけ
ればと思います。

ヒューマンスキルを高める

小柳　当社の成績の良い営業マンは、実に
細かなことまで打ち合わせ、サポートをし
ていますので、一度御利用いただければ、
他社に発注する気にはならないだろうと思
います。そこを伸ばしていくのが当社の生
きていく道かな、と思います。
大久保　それはお客様に「頼むならコヤナ
ギだな」と思ってもらえる大きな強みにな
ります。私どもの JK サポートセンターと
同じ発想ですね。
小柳　サービス面に特化した JK サポート
センターの取組みは魅力があります。そ
れと同じような機能を自社でもたせようと
思ったら相当の経費・人件費がかかります
ので、アウトソーシングで利用させていた
だければと思います。
大久保　ご利用いただいて、コヤナギさん
でも内製化できるものは自社内で処理され
てお客様支援を強化することができると思
います。堅実経営は非常に良い事ですが、
前向きな初期投資も必要だろうと思います。
小柳　そうですね。それと、社員研修を今
年 3 月まで一人ずつ受けさせて意識改革を
進めています。
　当社の社員はみんな仕事のスキルその
ものは高いものをもっているのですが、
ヒューマンスキルの部分、知っておいたほ
うが良いこと、そこを高めてもらえば今後
に役立つのではないかと思いまして。後は

「人ありき」です。
大久保　それはいいですね。企業はやっぱ
り「人」です。
　若い経営者ならではの発想と行動力でコ
ヤナギさんはもちろんのこと、住宅・建材
業界の活性化も積極的に進めてください。
私どもも出来る限りの応援をさせていただ
きたいと思います。
　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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1919（大正 8）年、現社長の曽祖父が木
材店を創業。日本の伝統的木造建築を支
える大工職人の要求に応えながら良質の
木材供給に努め、特に関東大震災や戦中
の資材不足、戦後の復興期から経済成長
期にかけての深刻な住宅不足の中でも、
高い信用力と調達力とで木材供給の役割
を果す。1952 年、プレハブ等の新工法
やベニア等の新建材が本格的に導入され
はじめ、住宅の洋風化・量産化による和

風建築の近代化が進む中でベニア事業を
中心とする㈱コヤナギを設立、独自のス
タンスで順調に業績を伸ばす。
平成 24 年 9 月に就任した四代目小柳社
長のもと、進化しつづける住空間づくり
を担う建築・設計業界の動向や、社会・
個人のニーズを的確にとらえ、これらに
応える総合的な住宅コーディネーターへ
とフィールドを拡大し、更なるサービス
体制の拡充にも積極的に取り組む。

トップ対談

あらゆる要望や条件に応えながら、快適住空間づくりを総合的にサポートします。

株式会社コヤナギ
【会社概要】
会社設立　1952（昭和 27）年
本　　社　東京都文京区本郷 4-17-8
資 本 金　3,000 万円
年　　商　7億 3,200 万円（2012 年）
従業員数　16 名

代表取締役

小柳　明  様
こや  なぎ　　　あきら

【プロフィール】
1967（昭和 42）年、東京都文京区に生まれる。
専門学校を卒業後、㈱ノダに入社して営業を経験。
その後、コンピューター業界に入る。2011（平
成 23）年に㈱コヤナギ入社、2012 年 9 月に代表
取締役就任、前社長の堅実経営を踏襲しながら社
員の意識改革、売上拡大を目指す。
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　��200 社を超える出展メーカーブースと併せて、ジャパン建材の独自企画による、
　��お買い得品・最新商材・話題の商品・最新情報満載の各コーナーをお見逃しなく !!ジャパン建材フェア特集   ここが見どころ　Part ２

ポイント１
   JAS 構造用合板を使用した耐力壁は、
   強度、耐久性、施工性等に優れ、
   安全・安心・快適な住宅づくりに
   貢献。

ポイント２
   建設省告示の倍率 2.5 に加え、
   国土大臣認定を受けたこれらの
   合板張り耐力壁により、
   設計の自由度が広がる。

ポイント３
   国内で生産された合板は、
   豊かな森林づくりや二酸化炭素の
   削減に貢献する、環境に優しい
   建築資材である。

厚さ 12㎜の国産構造用合板を使用した耐力壁は、
国土交通大臣認定を受けました。

◇大壁仕様「倍率 4.0、倍率 3.8．倍率 3.1」
◇大壁床勝ち仕様「倍率 3.6、倍率 3.2」
◇受材真壁床勝ち仕様「倍率 4.0、倍率 3.5」
◇受材真壁仕様「倍率 3.4」

木造軸組構法

厚さ 12㎜の国産構造合板を使用した耐力壁は、
国土交通大臣認定を受けました。

◇「倍率 5.0、倍率 4.8、倍率 4.5、倍率 3.6」

枠組壁工法

『厚さ 12㎜国産構造用合板』を使用した耐力壁は、「木造軸組構法で壁倍率 4.0、枠組壁工法で壁倍率 5.0

今、注目を集めている住宅の耐震性・耐久性を高める「国産構造用合板」をはじめ、国産材の有効利用を促進す
る合板や LVL、認証材を用いた合板など、国内合板メーカー各社の製品情報と、最新の合板情報をご提供します。
展示内容　◦厚さ 12㎜国産構造用合板　◦針葉樹構造用合板－長尺　◦ネダノンスタッドレス 5+　
　　　　　◦国産 LVL　◦認証材合板　など

◦お値打ち品：出展メーカー各社のご協力を得て、多数出品。
◦特　　　価：良い品を取り揃え、どこよりもお安く。
◦超　特　価：出血大奉仕の超特価も登場。

NEW!! 　

耐震性・耐久性に優れた JAS「厚さ 12㎜国産構造用合板」の具体的な施工方法を模型展示 !!

東2東3 東1

国内合板ブース

免震体験車特設コーナー　特価市場

特設コーナー  特価市場　東３ホール（順路左手前方）

2 日間限り !!　早いもの勝ち、数量限定にて売切れ御免 !!

免震体験車もやって来る！
過去 80 年間に起きた大地
震の揺れや、震度 5 ～ 7
といった震度等の揺れを
再現。
タイプ別の大地震の揺れ
をリアルに比較体験いた
だきます。

国内合板ブース��東３ホール

強い家づくりに役立ちます！
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制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、効率的な金物拾いで手間とコス
トを削減する N値計算、地震の揺れを吸収する制震ダンパー
など、トータルにご提案します。

◦木材プレカット・金物・制震ダンパー
◦ N 値計算と金物拾い

国内外の森林認証材と、
国産材有数の産地からの化粧材をご案内します。
二つとして同じもののない、木材ならではの多彩な表情・色合
い・美しさをもつ化粧材を多数集めて展示即売いたします。
是非お立ち寄りください。

◦宮崎・島根・栃木・長野などからの国産材化粧材
◦国内外の森林認証材

制度の高い家づくりをお手伝いします。
森林資源の有効利用につながる、環境配慮型の多彩な合
板と認証材を活用したOSB をご提案します。

◦エインズワース社 OSB（PEFC 認証材）
◦輸入針葉樹合板　
◦植林木合板

同時開催！木質実践ミニセミナー
「OSB 構造用パネルについて」

エインズワース社
OSB「厚床」初登場！
接着剤配合を変えて
耐水性を強化し、膨
らみを抑制した OSB
を実現。国産針葉樹
合板『ネダノン』と
同等の性能を発揮す
る新製品です。

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。
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。

今回の見どころ
JK 木構造グループがこれまで手掛けてきた施工事例を 1冊にまとめた「木質
構造建築　施工事例案内」の全事例をパネル展示。併せて、JK 木構造グルー
プ 4社の担当者が各社の事例を詳しく解説します。

木質実践ミニセミナーを同時開催 !!
会場：木質構造グループ展示ブース正面向かい
セミナー詳細スケジュールは本誌折込ページに掲載しています。
是非ご参加ください !!

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

東2東3 東1

輸入合板ブース

木質実践ミニセミナー JK 木構造グループ

木材・プレカットコーナー

NEW!!

JK 木構造グループ　　　　　　　　　　　　　東３ホール

ジャパン建材木質構造建築事業室・キーテック・秋田グルーラム・物林

木材・プレカットコーナー　　東３ホール

輸入合板ブース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　����　　　東３ホール
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お悩み解決！　楽々収納
「どうしたら、もっと家が片付くの !?」
実はみんなが悩んでいた収納問題。
ミセスのリアルな声を元に、ミセスの悩みを収納セラピストが解
決！簡単に仕舞うのが上手くなる収納「シマウマ・コレクション」
の活用事例をリアルな設計プランでご提案します。

東2東3 東1

Bulls コーナー

特設コーナー  家電市

シマウマ・コレクション

商事課オススメ！話題沸騰の輸入商品もご提供 !!
輸入屋根材『パルテ』
洗練されたデザインと独特の色調が特徴の　アスファルトシングル材

輸入『無垢フローリング（ナラ、サクラ）』
暮らしのまんなかに安らぎの無垢フローリング材

続々と登場する新商品を加え、
Bulls 商品群を一挙ご提供します。

　　　Bulls リフォームフロア『クオータ』
　　　 　�リフォーム現場の声から開発されたナチュラルな木

目柄シートで美しく仕上げたハーフサイズで取り回
しがしやすい厚み 6㎜の薄型フロア。

　◦ 1 × 3 サイズなので、取り扱いが容易
　◦施工方法は従来のフロアと全く同じ
　◦ 4 種類の人気の高い木目柄をラインナップ
　◦木目が自然にばらつくように配慮
　◦表面は汚れやすり傷に強い EB オレフィン
　◦床暖房に対応する強力ヒビワレ防止
　◦凹み傷に強い硬質パワーシート

EBオレフィンで発揮される性能

硬質パワーシートで発揮される性能

耐塗膜凹み傷性 耐塗膜白化傷性

耐落下傷性 耐静荷重傷性

お手入れが簡単

日焼けに強い ワックス不要 耐摩耗

耐キャスター傷性

◦�パーソナル用小型画面から
　超大画面まで豊富なサイズの
　液晶 TV
◦�住まいの省エネに貢献する

ベーシックアイテム LED 照明
◦�節電を応援する白物節電商品

　��200 社を超える出展メーカーブースと併せて、ジャパン建材の独自企画による、
　��お買い得品・最新商材・話題の商品・最新情報満載の各コーナーをお見逃しなく !!ジャパン建材フェア特集   ここが見どころ　Part ４

新発売

Bulls コーナー　　　　　　　　　　　　　　東２ホール

シマウマ・コレクション　　　　　　東 2 ホール

特設コーナー　家電市　　　　　　　　東 2 ホール

ジャパン建材フェアご来場の皆様だけに特価でご提供 !!
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東京消防庁のデータ（平成 20 年）によると、
都内の家庭での不慮の救急事故のうち、実に
52.3％を「転倒」が占める。このうち 65 歳以
上の高齢者の「転倒」が 71.5％、発生場所も「居
間」が 75.1％と飛びぬけて高くなっている。転
倒によって寝たきりになるケースも見られ、高
齢者は視力の衰えなどから平面でも転倒した
り、カーペットなどに足先が引っ掛かって転ぶ
こともある。こうした転倒事故を未然に防ぎ、
ケガをしにくいようにと開発されたのが『衝撃
吸収フロア ネクシオ』。転倒しても衝撃を吸収
する 2 段構えで転倒事故のリスクを抑える。

【優れた滑り抵抗係数・衝撃吸収性】
ノダの測定による『衝撃吸収フロア ネクシオ』

の滑りの評価試験で「滑り抵抗係数（C.S.R.）
は 0.35 〜 0.40」、一般のフロア（C.S.R.0.25）
よりも滑りにくいことが判明。
衝撃吸収性についても、日本建築学会床工事
WG では、「床の硬さ試験」の「推奨値 100G 以下」

（G 値が小さいほど安全性が高い）としている
が、『衝撃吸収フロア ネクシオ』は厚さ 13㎜と
一般の床材と同等にもかかわらず、80G 前後と
推奨値を充分にクリアしている。

【高齢者にも介助者にもやさしい床材】
◇ 独自の塗装で快適な住宅・サービス付き高齢

者向け住宅・高齢者施設などでの転倒防止に
配慮。

◇ ボーリングの球を落下させても凹みが付きに
くく、車イスのキャスターでも表面が損傷し
にくい。

◇ 独自のクッション材による特殊クッション層
による適度なスプリング効果で、立ち仕事が
多い老人ホーム施設のスタッフから「疲れに
くくなった」と評判。

自動車では当たり前となっているキーレス機能
を住宅用玄関ドアでも実現。利便性だけでなく、
玄関ドアからシリンダーを見えなくすることで
デザイン性や防犯性を向上させ、ドアホンや携
帯電話との連動も備えるなど、様々な拡張機能
も備えている。

【2 種類から選べるキーシステム】
◦�「ピタット Key」
　 IC チップを内蔵したカードやシールをハンド

ルに近づけて施解錠できる。シールはお気に
入りの持ち物に貼るだけでそれがキーになる。
◦�「ポケット Key」
　 ポケットや鞄に入れておけばハンドルのボタ

ンを押すだけで施解錠でき、
リモコン操作も可能。

【優れたデザイン性】
◦ ハンドルを、子供や車椅子

使用者にも無理のない位置
に設定するなどの配慮を施
したことで「第 6 回キッズ
デ ザ イ ン 賞（2012 年 度 ）」
を受賞。

◦ また、電気錠とカギ穴をコンパクトに一体
化。その意匠性が高い評価を受けたことから

「2012 年度グッドデザイン賞」にも選定さ
れた。

すべりによる転倒がしにくく、万一の転倒にも危険を軽減する床。

『衝撃吸収フロア�ネクシオ』

電気錠機能をすべて玄関ドアのハンドルに内蔵した、
新世代ドアキーシステム「スマートコントロールキー」を搭載。

『スマートドア�ヴェナート』

株式会社  ノダ　

YKK  AP 株式会社　

新しい玄関ドアのスタンダードとして、
発売以来多くのお客様から高い評価を得ている
YKK��AP『スマートドア�ヴェナート』

「ピタット Key」「ポケット Key」

防滑・耐アンモニア塗装
NEXシート（特殊加工化粧シート）
高密度MDF
特殊クッション材
MDF
ポリウレタン発泡クッション材

構　造



〒 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

『復興へ全速前進』そして
『地域、業界の発展の為に邁進します』

当営業所は、宮城県全域および岩手県の一部、そして東日本大
震災後は、石巻出張所が昨年開設したのにともない、大船渡、
陸前高田、また、福島県相馬地区と、広範囲に亘り営業、物流
の活動をしております。
石巻出張所総勢 5名、仙台営業所総勢 14名、うち営業員 5名
の平均年齢は 27.4 歳と若く、物足りなさは多々ありますが、元
気と行動力と発想力をもって国策に対応した情報を迅速に提供
し、地域、お客様が求める適正な商材としくみの提案と利便性
の良い物流に努めています。また、仙台発祥の JKサポートセン
ターおよび関係先と連携をとり、諸々の会にて地域、業界の発
展の為のビジネスモデルを構築できるよう更なる叱咤激励を戴
き邁進していく所存です。
今後とも、ご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

ジャパン建材株式会社
東日本グループ
東北営業部

仙台営業所
石巻出張所 仙台営業所

所長
古戸　登

石巻出張所
所長

佐藤　昭

地域活性隊

めざせ

温和で恵まれた気候＆心温まるおもてなし
宮城県は東北他県に比べて、夏は酷暑が少なく、
冬も降雪量も少なく沿岸部は温暖な恵まれた気
候です。食も、牛たん以外にも世界三大漁場の
三陸海岸沖で獲れた海の幸、また豊富な山の幸、
そして近場に多くの温泉郷ありと、環境に恵ま
れた地域です。それゆえ、おおらかで、のんび
りした性格の人が多いといわれており、皆様を
あたたかくお迎えいたしますので、まだ、震災
の爪痕生々しい場所もありますが、是非ともお
立ち寄りください。
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新設住宅着工戸数
　12 月の新設住宅着工戸数が 75,944
戸（前年同月比 110.0％）となり、前
月比では 4 ヶ月連続の増加となった。
伸び率が最も高かったのはマンション
で前年同月 14.5％増。3 ヶ月連続で 1
万戸の水準を超えた。
　木造住宅は 43,552 戸（前年同月比
107.4％）。木造比率は 57.3％で前月
比 0.2％増とほぼ前年並み。

国内合板
　12 月の国内合板生産量は 22.0 万
㎥（対前年比 104.8％）と発表された。
そのうち針葉樹合板の生産量は 20.2
万㎥（同 109.6％）3 ヶ月連続で 20
万㎥を越えている。
　出荷量も依然好調で 21.1 万㎥（同
116.8％）。在荷量は前月から 0.8 万㎥
減り 17.1 万㎥と低水準で推移してい
る。現状の 20 万㎥前後の出荷量が続
けば、いずれ玉不足で逼迫すると思わ
れる。東日本の大手メーカーが降雪等
の季節要因もあり一部の地域で物流の
停滞で注残整理に手間取っていること
で、各地に仮需が発生している。2 月、
3 月と月を追うごとに解消されてくる
が、在荷量が低水準な状況は今後も続
くと思われる。

輸入合板
　輸入合板は、強気調が浸透し、12㎜
厚品を中心に動き好調。12 月の入荷
量は 34.0 万㎥（前年同月比 115.9％）
で前年比、前月比大幅増となった。1
〜 12 月の累計では前年比 3.9％のマ
イナスと昨年の入荷ペースに追いつい
た。
　1 〜 12 月ではマレーシアが微増。
中国・インドネシアからの入荷は減少
している。港頭からの出荷も依然好調
で一部入船の遅延も見受けられ、アイ
テムによっては玉不足も出てきてい
る。現地は雨季で原木の入荷減により
工場の稼働率が減少傾向。今後原木価
格の上昇が見込まれることと、最低賃
金法に伴う労賃引き上げによるコスト
髙で、大手シッパーは値上げのペース
を更に強めている上に急激な円安も影
響して、仕入れコストは大幅に上昇し
ている。
　商社筋も先物契約玉が入着する 3 〜
4 月ごろまでに国内相場を上げるため
価格転嫁を急いでいる。

国内・輸入合板共に強気で川上主導の
展開が続く見通しで当分晴れ間が続
く。ユーザーには的確な情報を早く提
供し、早めの手配をお願いしたい。

合 板 天 気 図
ジャパン建材　合板部

部長  内藤  裕之

晴
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3 月 15 日（金） タイトル（各回 30 分程度予定） 講師

11:00 「国際森林認証制度の基礎知識と
  PEFC の現状」

PEFC アジアプロモーションズ
アシスタントマネジャー　堀尾 牧子　氏

12:00 「里山の木で建築する」 物林㈱　北海道建設資材部　部長　金川  晃　氏

13:00 「大断面構造用集成材・材料と施工」 秋田グルーラム㈱　営業部長　阿部  武志　氏
　　　　　　　　　営業課長　阿部  孝紀　氏

14:00 「カナダ産 OSB 構造用パネルについて」 APA エンジニアード・ウッド協会

15:00 「中大規模・木質構造」 ジャパン建材㈱  木構造建築事業室  室長　内野  吉信　氏

3 月 16 日（土）

10:00 「国際森林認証制度の基礎知識と
  PEFC の現状」

PEFC アジアプロモーションズ
アシスタントマネジャー　堀尾牧子　氏

11:00 「里山の木で建築する」 物林㈱　北海道建設資材部　部長　金川  晃　氏

12:00 「大断面構造用集成材・材料と施工」 秋田グルーラム㈱　営業部長　阿部  武志  氏
　　　　　　　　　営業課長　阿部  孝紀  氏

13:00 「カナダ産 OSB 構造用パネルについて」 APA エンジニアード・ウッド協会

14:00 「中大規模・木質構造」 ジャパン建材㈱  木構造建築事業室  室長　内野  吉信　氏

 3 月 15 日（金）／ 16 日（土） タイトル（各回 20 分） 講師

10：00 〜 10：20 『ハウス・デポ・ジャパンのリフォーム市場への対応』 ㈱ハウス・デポ・ジャパン

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

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

11：30 〜 11：50 『改正省エネ基準に対応した住まいづくりとは？』 NPO 法人 消費者住宅フォーラム

12：00 〜 12：20 『認定低炭素住宅と改正省エネ基準について』  住宅金融支援機構

12：30 〜 12：50 『雨漏り事故の防止と今後の対策
〜転ばぬ先の杖・誰も教えてくれない雨漏り事故の解決策〜』 ㈳雨漏り検診技術開発研究所

13：00 〜 13：20 『ハウス・デポ・ジャパンのリフォーム市場への対応』 ㈱ハウス・デポ・ジャパン

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

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

14：30 〜 14：50 『認定低炭素住宅と改正省エネ基準について』  住宅金融支援機構

15：00 〜 15：20 『こうすればできる施主が満足する「快適住実住宅」とは？』 NPO 法人 消費者住宅フォーラム

3 月 15 日（金） タイトル 講師

11：00 〜 12：00 『主婦をターゲットにした住宅見学会
〜時代に沿った集客で勝ち残るための方法〜』 ㈱ Seeders　代表取締役　下田 典子　氏

12：30 〜 13：30 『新しい木の時代の到来』 東京大学名誉教授　農学博士　安藤 直人　氏

14：00 〜 15：00
『スマートハウスで変わる室内環境をどうするの

か？〜省エネ・節電だけでなく住みやすい居住空
間を創るかによって決まる〜』

㈲ひと・環境計画　代表取締役　濱田 ゆかり　氏

3 月 16 日（土）

11：00 〜 12：00 『中古住宅流通と工務店の取り組み』
関東学院大学　工学部教授　中島 正夫　氏
㈱ホームラボ　代表取締役　徳富 総一郎　氏
㈱日本住宅新聞社　編集長　佐中 敦　氏

12：30 〜 13：30 『新しい木の時代の到来』 東京大学名誉教授　農学博士　安藤 直人　氏

14：00 〜 15：00 『リフォームで変わる住宅業界の今後』 日菱企画㈱　長井 智史　氏
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