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ご提供サービス！お役立ち！
『快適住実の家』は、業界の動きを先取る工務店様支援として、さまざまなサービス・サポートに取り組みます

問い合わせ先事務局 TEL
本部事務局 JK サポートセンター 03-5534-3713
北海道事務局 JK 北海道サポートセンター 011-837-1888
東北事務局 JK 東北サポートセンター 022-284-2769
首都圏事務局 JK 首都圏サポートセンター 03-5534-3815
関東事務局 JK 関東サポートセンター 048-864-2081
中部事務局 JK 中部サポートセンター 052-758-6877
関西事務局 JK 関西サポートセンター 06-4702-8151
中四国事務局 JK 中四国サポートセンター 082-250-5051
九州事務局 JK 九州サポートセンター 092-761-7138

【フラット35】ご契約 新築お祝いキャンペーン
弊社にて【フラット 35】をお取り次ぎさせていただいたお客様には、お祝いと
して『空気清浄機』をプレゼントさせていただきます。
期間：平成 25 年 4 月 1 日〜平成 25 年 8 月末日（本申込日ベース）

JK サポートセンターご利用料金の優遇
JK サポートセンターでは住まいづくりに関わるさまざまなサポートをしております。
会員様特別価格でご利用頂けますので、是非ともご活用ください。
主なサービス内容

・営業受注支援（プレゼンボード・実行予算書・見積書の作成）
・長期優良住宅、低炭素住宅等の技術的申請サポート
・その他各種申請、ご相談

住宅瑕疵担保責任保険の団体割引保険料の適用
当会では、2 社の保険法人にて団体割引の適用ができます。（新築のみ）
すでに事業者登録をされている場合には簡単にご利用ができます。

地盤情報・相談サービスのご提供
安全で安心できる住まいをご提供するには、しっかりとした地盤情報が求められ
ます。
お客様のニーズに則したご案内を全国対応させて頂きます。

会員証の発行
会員番号の発行ととも
に会員証の発行をいた
します。
応接間などの事務所内
にご掲示ください。

サービスの拡充
現在すぐにご提供できる
サービス以外にも、今後
の住宅業界の流れに対応
したサービスの拡充をし
ていきます。

ハウス・デポ協定工務店様
ご入会無料キャンぺーン
平成 26 年 3 月 31 日までにご入会のハウ
ス・デポ協定工務店様は、当会の入会費
兼初年度年会費が無料となります。

国策に対する支援と情報配信
各種研修会・セミナーを企画からお手伝いさせて頂きます。
また、全国 8 拠点ある JK サポートセンターは地域密着のサポート体制となって
おります。
旬な情報を的確にすばやくご案内させて頂きます。
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住宅履歴管理サービス〈住宅履歴の図書館〉
住宅履歴（家歴）の管理は、今後の住宅市場において必要不可欠な取り組みとな
ります。
当会では、低料金で長期間に渡りお客様の情報を保管し、点検のスケジュール管
理をさせて頂きます。
引き渡し後も、住まいのかかりつけのお医者さんの様に管理し、施主様と末永く
お付き合いできるコミュニケーションツールとしてご活用ください。
主なサービス

・住宅履歴の管理アドバイス
・履歴管理シートのご提供
・長期間の履歴管理（10 年更新）
・住宅履歴情報登録証明書の発行
・ポータルサイトのご利用で自由に閲覧・追加・管理が可能
・定期点検情報の自動発信
・住宅所有者向けのダイレクトメール発信
・お役立ち情報の発信

パッケージ住宅のご提案
営業ツールとしてご利用いただけるパッケージ住宅プランをご提供。
第一弾は「省エネ住宅」を予定しております。
複数のプランを参考にしていただき、低炭素住宅への導入にお役立てください。
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　住宅関連業界に身を置く私たちにとり、その業
界環境の良し悪しとか新設住宅着工数といった定
量面のみの判断に囚われがちですが、果たしてそ
れで良いのでしょうか。
　人の生活基盤の三要素である「衣食住」を概観
したとき、日本の衣も食も、他の先進国並みにと
ても高い水準にまで成熟していると言えますが、
住環境については、まだまだ『量』を追い求めて
いた頃の住宅が数多く存在し、全体としては十分
に高い住環境レベルにあるとは言えないのではな
いでしょうか。
　私たちジャパン建材は、こうした住環境の質的
向上を図り、これを欧米先進国並みの住環境水準

にまで引上げ、多様化している日本の住まい方に
きめ細かく対応していくことが使命であると認識
し、『快適で豊かな住環境の創造』を改めて企業理
念として位置づけました。近江商人の経営哲学「売
り手よし、買い手よし、世間よし」を追求する「三
方よし」に倣い、お得意先様、仕入先様の良きパー
トナーとなり、世間の人々が日々の暮らしに喜び
を感じることができる質の高い住環境を創造・提
供し、社会に貢献することが、住宅関連業界に生
きる私たちの最終的な目標だと考えています。
　弊社では 2012 年〜 2014 年を「サナギ 3 カ年」
と位置付け、《時代のニーズに応じた変革》を推進
しています。2015 年は消費税増税が完了、団塊

世代が前期高齢者入りし、世帯数の減少傾向も加
速しはじめるなどターニングポイントを迎える重
要な年。ここを境に新設住宅着工数が年間 60 万
戸になること予想され、業界全体に《変革》が求
められていると思います。
　住環境の質を高める方法は、新築住宅の建築、
リフォーム、あるいはスクラップ＆ビルドによる
住宅の再築のそれぞれにおいてさまざまな手法が
あります。最新の建材・設備機器の導入に留まらず、
人それぞれの求める・必要とする住まいのあり方
を、地場密着でご活躍されている住宅事業者の方々
と共に創造・提供していくべく、私たち全国問屋
として持てる力を充分に発揮してまいります。

『快適で豊かな住環境の創造』という企業理念を掲げ
質の高い住環境を創造・提供することで社会に貢献します。
『快適で豊かな住環境の創造』という企業理念を掲げ
質の高い住環境を創造・提供することで社会に貢献します。

営業本部
副本部長
西日本グループ担当
林　　弘之

営業本部
推進グループ
営業企画部長
古里  一真

執行役員
営業本部
推進グループ
住設部長
峯下  英樹

営業本部
推進グループ
木材・プレカット部長
茂野  雅和

取締役副社長
管理本部長
総務経理部長
青木  慶一郎

常務取締役
営業本部長
推進グループ担当
金子  智昭

常務取締役
営業本部　副本部長
資材グループ担当
小柳  龍雄

上席執行役員
営業本部　副本部長
東日本グループ担当
伊藤  英樹

営業本部
西日本グループ
関西営業部長
黒瀬  裕大

営業本部
資材グループ
住建資材部長
沼田  裕徳

営業本部
西日本グループ
中部営業部長
高橋  和也

営業本部
推進グループ
合板部長
畑野  昌俊

新体制でスタートしました、よろしくお願い申し上げます。



製函業から木材販売業へ転換

大久保　ご創業当初は製函業でしたか。
亀山　昔は、お酒やビール、醤油、牛乳、
ケチャップなど全てガラス瓶に入ってい
ましたので運ぶのは全て木箱で、いろい
ろな形・寸法の木箱がありました。以前
は江古田の本社にあった工場で製材した
背板を天日乾燥して仕口板にし、手作業
で釘を打って木箱を作っていました。遥
か昔のことなので、そういう事を知って
いるうちの社員は誰もいないと思います。
大久保　今ではビールや牛乳なども瓶入
りはわずかになり、箱もダンボールやプ
ラスチック製に変わってしまいましたね。
亀山　ちょうど木箱から段ボール箱に変
わる時に、同じ製函業の方たちは段ボー
ル箱に移行されたのですが、当社は木材
の販売を主体にしました。その頃は町場
の工務店さんにも勢いがあり、業種転換
にも良い時期でした。
大久保　こちらの狭山支店・工場は、今
はプレカット事業を主体にされています
が、最初は狭山直売センターでしたね。
亀山　はい、木材市場ではなくて工務店
さんが直接来られて、自分たちで見て選
んでもらって現金商売をするという構想
をもって創業者・源三郎が狭山直売セン
ターを開設しましたので、狭山支店・工
場のことを我々は今でも「センター」の
通称で呼んでいます。
大久保　開設当初は周囲に今のような住
宅はなく、広々としていましたね。
亀山　現在、約 4000 坪あります。よく「こ
んな住宅地にプレカット工場が」と驚か
れますけれど、もともとは桑畑だったと
ころで、梅雨時の雨の日には近くの用水
路からアオガエルが工場に入って来て飛
び跳ねていました。のどかな時代でした。

創業者の先見性を礎に

大久保　江古田の本社に経理に詳しい亀
山現社長、狭山に永橋現相談役がいらっ
しゃったと記憶しているのですが。
亀山　私は簿記を勉強しましたので決算
書などは全て本社の経理と一緒にやって
いました。創業者は、決算書も全部自分
で作り、口癖のように「月次決算を出さ
なきゃだめだ」と言って、自分が数字を
作って公認会計士に指示するほどでした。
大久保　専門家以上に計数管理に明るい
方だったのですね。
亀山　創業者が 62 歳で他界した後、現
会長が社長に、その後を私の従兄弟が継
ぎ、その時に私も入社しまして、実務は
永橋現相談役と私がこなす体制を作りま
した。
大久保　プレカット工場にされたのも良
いタイミングでしたね。
亀山　創業者が常に先を考え、狭山に土
地を取得していましたので、平成 3 年、
ちょうど木材の流通も変わりはじめた時
期にプレカット事業を開始しました。
　建屋から造るのでは踏み切れなかった

かもしれませんが、貸倉庫として建てた
建屋がありましたので、そこにプレカッ
ト機械を入れるだけで工場ができ、今は
その上を CAD センターにし、5 名が CAD
を担当しています。
大久保　狭山工場で月に何棟くらいのプ
レカットをされるのですか。
亀山　在来工法向けは町場の工務店さん
からの受注がほとんどで月間 25 棟〜 30
棟ほどです。さらに積水ハウスさんから
の受注分が月平均約 100 棟あります。そ
ちらのプレカットと金物取付けは野田の
工場でこなしているものもあります。
大久保　工務店さんのプレカットを受注
されていると、情報も早く入ってくるの
でメリットは大きいですね。
亀山　はい、図面は情報の山で工務店さ
んに提案もしやすいです。ある意味、プ
レカット工場も、営業の武器になります。
大久保　私どもも月間 500 棟ほどのプレ
カットを手掛けていますが、家一棟分の
販促につなぎきれていないのが現状です。
亀山　当社も、必要なものを漏らさず納
品させていただくところまでは至ってい
ませんが、工務店さんが相談してくださ
る、工務店さんから頼りにされるように
なれれば、強いと思いますね。
大久保　必要な資材を別の販売店に振り
分けて発注するのは大変でしょうしね。
亀山　昔は、住宅に占める材木のウエイ
トは 15％〜 20％くらいでしたが、今、
我々が扱う商材は屋根材・床材・キッチ
ン・お風呂・洗面化粧台・内装材・建具
などに広がり、8 割くらいを占めていま
す。それを取りこぼしているのはもった
いない、と思います。
大久保　そこに宝の山があるのに掘り起
こさないということですからね。
亀山　住宅はやはり地場産業ですので、
大手プレカット工場と競争するのではな
く、地元の工務店さんとパイプを作って
小回りの利く、工務店さんが使い勝手の
良い独自のプレカットが提供できる工場
に特化していくべきだろうと思います。
この工場と営業が車の両輪で、その両輪
がスムーズに転がるように潤滑油の役目
を果すのが間接部門です。この仕事と社
員の在り方の大原則を社員に意識づける
ことを今期の方針に掲げています。

品質の高さが仕事を呼ぶ

大久保　資材の供給だけでなく、施工も
していらっしゃるそうですね。
亀山　ビルダーさんや設計事務所さん、
リフォーム会社さんから受注しています。
その施工がきちんとできていると、例え
ば、ビルダーさんの現場監督から当社の
プレカット部門に図面が入り、さらに施
工を当社にという依頼が、営業担当がい
なくても入ってくる流れができています。
大久保　確実な施工品質による信頼関係
で仕事が絶え間なく入って来るのですね。
亀山　当社のモットーは、「クレームのな
い製品を提供する」「顧客の要望に積極的
に応える」を 2 本の柱に据えた『品質方針』

です。品質が悪ければクレームにつなが
り、それがコストに跳ね返ってきますの
で、「品質」、そして一番に「安全」がな
ければ駄目だ、と言い続けています。
特に工場はちょっとした油断が事故につ
ながりかねません。それを防ぐために「整
理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ（躾）」

「習慣」の『6S』を推進しています。
大久保　六つ目の「習慣」が良いですね。
　『6S』の標語と一緒に全身が映る鏡も
設置されて、これも良いアイデアです。
亀山　一人ひとりにその意識をもっても
らうために、仕事に入る前にチェックで
きるようにしています。
大久保　こういう心がけが習慣になるま
で繰り返し続けていく、我々も言い続け
ていくことが大切だと思います。

新設住宅 60 万戸時代に備える

大久保　建築請負もされるのですか。
亀山　それも、ご要望があればいつでも
できるように建築業、宅地建物取引業、
設計事務所の登録もしています。間口を
広くして、どのようなご相談にも対応で
きる態勢にしています。
大久保　品質方針の一つ「顧客の要望に
積極的に応える」の実践ですね。
亀山　施主様も値段で選ぶ層、趣味趣向
を大事にされる層、大手ハウスメーカー
さんを選ぶ層があり、自分でこういう家
を建てたいという希望のある層は町場の
工務店さんに来られます。その時に施主
様のご要望に合う提案ができ、工務店さ
んとタックルを組んで仕事が取れるかど
うかですから、従来のように工務店さん
だけではなく、その先の最終ユーザーさ
んの視点にも配慮して工務店さんを支援
していく必要があります。

大久保　私どもの JK サポートセンターも
目指している施主様目線ですね。
　実際に施工をされていると、施主様に
より的確に具体的な提案ができますね。
亀山　実は、長期優良住宅物件を手掛け
た時も、当社で作成した図面を JK サポー
トセンターで確認いただいき、仕事がス
ムーズに運びました。工務店さん方にも
JK サポートセンターを一緒に使っていき
ましょう、とアピールしています。
大久保　ありがとうございます。ようや
くサポートセンターの名前のとおり支援
ができるようになり、ご相談件数も増え
ています。施主様にも喜ばれるメニュー
を有効に活用いただければと思います。
亀山　そういうことができる人を社内で

育てていかないと、我々も生き残ってい
けないだろうと、ジャパン建材さんの研
修会や勉強会にもどんどん参加して吸収
するように社員にも発破を掛けています。
今後、新設住宅着工数が 60 万戸時代に
なった時に、小さくても生き残っていけ
ることを今から考えてやっていかなけれ
ばいけないと思っています。

次の時代を担う人を育てる

亀山　創業者は「会社は個人の持ち物で
はない、会社として存続していけば良い」
と、よく言っていました。当時からそう
いう考えをしていたことは素晴らしい、
と思います。
大久保　実に素晴らしいことです。
亀山　親族ではない永橋が四代目社長を
務めた実例もあり、創業者の考えは社内
にも根付いていると思いますので、創業
70 周年に 5 年計画で「次の時代を担う人
を育てる」という目標を掲げました。
　同時に 75 周年に向けた決意を「change
私 た ち は 変 わ る こ と を 恐 れ ま せ ん。」

「challenge  私たちは常に挑戦します。」
「Team　私たちは全員でひとつのチーム
です。」「Positive　私たちは前向きに考え、
行動します。」の 4 項目をスローガンに
掲げ、日々の業務に取り組んでいます。
大久保　50 名近い人がいれば、当然、次
を担ってくれる人も出てくるでしょう。
亀山　ただ、こちらから情報を発信しな
いと自発的には動いてもらえないので、
社員の会社経営を担う意識を高めようと、
各部門の部長、課長の役職を昨年 10 月
に廃止して部門の長をマネージャーに、
その下で動く人をリーダーとして部門ご
とに動く、「マネージャー会議」で会社を
運営する、意思決定する、そういう組織
を構築して動かしています。
大久保　ボトムアップで会社の方向性を
決めて動かそうというお考えですね。
亀山　はい。「マネージャー会議」は部門
を越えて意見交換ができる場で、他部門
への意見も出せます。さらに今年は、会
社経営を担う意識をさらに高めてもらお
うと、社員持ち株会を立上げました。
大久保　さまざまな方法で意識改革を進
めていらっしゃるということですね。
亀山　先行き何かあったときに動けなく
ならないように、商売に直結することに
限らず常にチャレンジを続けて、前進す
る気持ちが大事だと思います。
　周辺住民の方々に当社のことを知って
もらい、交流を深めようと毎年 8 月に開
いている「ふれあいまつり」もその一つ
ですが、地域社会と人々との輪をつなぎ、
社会貢献活動にも参加しています。そう
いった地道な活動の積み重ねが、新しい
仕事にもつながっていくと思います。
大久保　変化を恐れないで社内外で新た
な挑戦を続けていらっしゃる亀山社長の
前向きなお考えは、同業の皆様にもおお
いに参考にしていただけると思います。
本日は貴重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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創業者である故竹内源三郎氏が勤務し
ていた製函工場が廃業する際に顧客を
譲り受け、1938（昭和 13）年に自ら
製函業を起こす。1947 年に㈱竹内商
店に組織変更、1969 年に竹内木材工
業㈱へ名称変更する。
源三郎氏の先進的な経営方針のもと、
狭山市柏原に工場用地を取得、1972年、
同地に狭山直売センターを開設する。
さらに 1991（平成 3）年、半自動プレ
カット加工機を導入してプレカット事
業を開始。以後、墨付ロボット、横架

材・柱材全自動プレカット加工機、金
物工法専用自動プレカット加工機、床
合板加工機等を導入。高耐久性機械プ
レカット部材 AQ（優良木質建材等）
認証、品質システム ISO9002 認証、品
質マネジメントシステム ISO 認証等を
取得。販売面では構造部材・屋根材・
サッシ・内装材・水廻り・住設機器な
ど幅広く取り扱う。
率先して自社内を省エネ化、事業用太
陽光発電も導入、本年より販売にも取
り組んでいる。

トップ対談

竹内木材ならではの付加価値を追求することに常に挑戦し、前進します。

竹内木材工業  株式会社

【会社概要】
創　　　業　1938（昭和 13）年
本社・中野支店　東京都中野区江古田 4-24-21
資　本　金　4,000 万円
年　　　商　20 億円（2012 年）
従 業 員 数　45 名

代表取締役社長

亀山  正義  様
かめやま　まさよし

【プロフィール】
1948（昭和 23）年東京都中野区生まれ。都立池袋商
業高等学校を卒業後、審美堂、日本オプチカルに勤務。
1978 年、竹内木材工業㈱に入社。取締役、常務取締役、
取締役専務、代表取締役専務を経て 2003（平成 15）年、
代表取締役社長に就任。
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全国に同業の輪を拡げ、住宅・建材流通業界の繁栄に貢献する

正会員・賛助会員合わせて 1987 社が参加する「ジャパン建
材会」。本誌 2013 年 3 月号でご紹介した首都圏・関東・甲信
越の 32 支部を擁する「東京ジャパン建材会」。
さらに北は北海道から南は沖縄まで全国 30 のジャパン建材
会があり、各地域に根ざした住宅・建材流通業界のあり方・
将来について共に考え、業界の発展に尽くしています。

金沢ジャパン建材会

会　長
汐井  俊彦
㈱アルボカンパニー　代表取締役社長

▶ 会員相互の協力のもと、新たなる需要を創
造し、発展を目指します。

正会員 9　賛助会員 12

沼津ジャパン建材会

会　長
森田  宗司
㈱興建産業　代表取締役会長

▶ 会員様が、皆元気になれるような会づく
りを目指します。

正会員 17　賛助会員 24
静岡ジャパン建材会

会　長
山口  正義
㈱ヤマグチ建装　代表取締役社長

▶ 時代の変化に対応し会員相互の発展を目
指す JK 会。

正会員 14　賛助会員 22

名古屋ジャパン建材会

会　長
東  英則
㈱名東木材　代表取締役

▶友に感謝、共に感謝、伴に感謝
　事業繁栄、拡大に向けチャレンジ。

正会員 28　賛助会員 24

浜松ジャパン建材会

会　長
原川  誠
㈱原川　代表取締役社長

▶ 今期より浜松 JK 会の会長をさせて頂くこ
とになりました。よろしくお願い致します。

正会員 15　賛助会員 19

富山ジャパン建材会

会　長
垣内  芳浩
㈱富山合板　代表取締役社長

▶ 地域の密着と活性化に努め、情報発信の
要となる会を目的とします。

正会員 10　賛助会員 12
福井ジャパン建材会

会　長
川井  三郎
川井建材㈱　代表取締役社長

▶ 不況の中にも至る所に萌しはある。

正会員 11　賛助会員 10

大阪ジャパン建材会

会　長
平越  國和
㈱丸国林業　代表取締役

▶ 今年はアベノミクスの上げ潮ムードに乗っ
て更なる会の発展を目指します。

正会員 68　賛助会員 29

岡山ジャパン建材会

会　長
野口  和雄
㈱ヤマホン　代表取締役社長

▶ 「晴れの国岡山」でありますので、明るい
JK 会を目指します。

正会員 20　賛助会員 20

京都ジャパン建材会

会　長
上原  久明
㈱ウエハラ　代表取締役社長

▶ 奥様同伴でのディナー会や販売店・工務店の社員様
参加でのセミナー等多彩な行事で活動しております。

正会員 25　賛助会員 24

広島ジャパン建材会

会　長
内海  康仁
光和物産㈱　代表取締役社長

▶ 消費税増税への駆け込み需要に加え、住宅
支援税制の下支えもあり良い年にしたい。

正会員 31　賛助会員 24

姫路ジャパン建材会

会　長
谷口  幸三
㈱マルタニ　代表取締役

▶ 会員相互の情報交換と親睦をはかり、とも
に向上を目指します。

正会員 18　賛助会員 17

沖縄ジャパン建材会

会　長
小山  幹太
㈱茶甚　代表取締役社長

▶ 会員相互の親睦を図り、情報共有をして共
存共栄を目指します。

正会員 19　賛助会員 15
鹿児島ジャパン建材会

会　長
諏訪免  昭
㈲いちろく本店　代表取締役

▶ 新規正会員様の増加と会員の皆様の交流
と発展に力を入れます。

正会員 22　賛助会員 30

四国ジャパン建材会

会　長
岩瀬  嘉宏
西日本建材㈱　取締役会長

▶ 会員各社様の発展に貢献できる四国 JK 会
を目指します。

正会員 25　賛助会員 25

山口ジャパン建材会

会　長
冨田  重喜
 ㈱林材　代表取締役社長

▶ 安倍総理輩出を祝い、今年は、「躬行実践」をテー
マに、この会と共に発展していく所存です。

正会員 15　賛助会員 16
島根ジャパン建材会

会　長
板倉  靖夫
㈲イタケン　代表取締役社長

▶ 新たな会の在り方を模索し明るい未来への
信頼関係が築ければと思います。

正会員 14　賛助会員 8

福岡ジャパン建材会

会　長
鷹野  恭利
㈱鷹野材木店　代表取締役社長

▶ 会員相互の交流と情報交換を通じ、更なる
発展を目指しましょう。

正会員 38　賛助会員 28

宮崎ジャパン建材会

会　長
森  將彰
森重木材㈱　代表取締役社長

▶ 会員様の情報交換の場として今後も業界発
展に繋げて行ければと思います。

正会員 14　賛助会員 32
熊本ジャパン建材会

会　長
森崎  伸晃
善徳丸建材㈱　代表取締役社長

▶ 会員企業の事業発展に寄与するような JK
会活動を目指してゆきます。

正会員 20　賛助会員 34

長崎ジャパン建材会

会　長
末次  康成
㈲末次材木店　専務取締役

▶ タイムリーな情報発信と研修会等を企画
運営し、活力ある JK 会を目指します。

正会員 24　賛助会員 14
北九州ジャパン建材会

会　長
福原  俊雄
㈱福原材木店　代表取締役

▶ 環境モデル都市北九州地域に貢献するジャ
パン建材会を目指します。

正会員 28　賛助会員 17

ジャパン建材会

正 会 員：1248
賛助会員：    739

（敬称略）

山形ジャパン建材会

会　長
荒木  光廣
㈱荒木建材店　代表取締役社長

▶ 他商流に負けない様に、今年もジャパン
建材と取り組みます。

正会員 20　賛助会員 25

仙台ジャパン建材会

会　長
中川  尚仙
中川木材㈱　代表取締役社長

▶ 業界発展の為、リーダー的存在になる会を
目指します。

正会員 19　賛助会員 30
福島ジャパン建材会

会　長
小野塚 昇一
㈱オノツカ　代表取締役社長

▶ 原発事故の影響で復興が遅れておりますが、会員同
士の連携を図り一日も早い復興を目指しましょう。

正会員 24　賛助会員 32

鹿沼ジャパン建材会

会　長
岩永  義勝
㈱イワナガ梱包　代表取締役

▶ 激動の新時代、共に力を合わせて立ち向
かっていきましょう。

正会員 16　賛助会員 10

秋田ジャパン建材会

会　長
豊田  幸司
㈲豊田商会　代表取締役社長

▶ 親睦と情報交換を深め、地域業界の発展を
進めていきたいと思います。

正会員 25　賛助会員 26

青森ジャパン建材会

会　長
内山  賢治
㈱内山　代表取締役社長

▶ 和を大切に、会員相互の情報交換と勉強会
で、共に難しい時代を勝ち抜きます。

正会員 24　賛助会員 28

盛岡ジャパン建材会

会　長
工藤  俊夫
㈱工藤材木店　代表取締役社長

▶ 会員相互の親睦と、会発展を目指します。

正会員 18　賛助会員 25

札幌支部
北海道ジャパン建材会　会長
支部長
今井  多嘉士
㈱札幌ベニヤ商会　代表取締役社長
▶ 今後は今以上に勉強会研修会を充実させ、皆様に

最新の情報をお届け出来る会にしたいと思います。

正会員 57 函館支部

支部長
増田  松行
増田木材㈱　代表取締役社長
▶  2015 函館新幹線開通に大きな期待。JK 会

員一丸となり函館を盛り上げて行こう！ 

正会員 11

旭川支部

支部長
大沼  哲郎
㈲大沼ベニヤ商会　代表取締役社長
▶ 地域の一番店として、お客様へ最新情報の提

供、最適商品の供給をめざしています。

正会員 16 帯広支部

支部長
佐藤  哲康
三ツ輪建材㈱　代表取締役社長
▶ 会員様のお役に立つ楽しい会を目指します。

正会員 16

北海道ジャパン建材会 正会員 100　賛助会員 56
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★お問合せ先★
ジャパン建材　合板部　輸入合板課

TEL　03-5534-3733

52013.5

ジャパン建材　木材・プレカット部　木材課
ご案内

国内外の環境に配慮した多彩な木材製品を
お届けしています！

2004（平成 16）年にジャパン建材営業本部木材部として産声を上げ、リー
マン・ショック後の 2009 年 4 月よりそれまでの木材部とプレカット部
が統合して木材・プレカット部木材課となりました。
創設当初は造作用集成フリー板や 2 × 4 工法向け SPF の取扱いから始め、
その後、欧州材のホワイトウッドとレッドウッド、米材の供給体制も徐々
に確立して来ています。今後は国産材や北洋材供給力 UP、更にはニュー
ジーランド材やチリ材
などの未開拓分野にも
取り組み、国内外の各地
から環境に配慮したさ
まざまな樹種、多彩な木
材製品をお届けするた
めにメーカーとの連携
強化に努めています。

安定した木材供給に基づくご提案ができる “ 源 ” としての機能を拡充し
て業界での存在感を大きくするために全国の営業拠点を活かしたネット
ワークづくりを推進。当社プレカット課や JK 木構造建築事業室との連
携による独自の木材利用パッケージご提案にも取り組んでまいります。

お気軽にお問合せください !!
ジャパン建材株式会社　　木材・プレカット部　木材課

TEL：03-5534-3730　　FAX：03-5534-3728

　INFORMATION　file　№ 12

日　程 会　場
5 月 11 日（土） 第 10 回秋田ジャパン建材フェア 秋田テルサ

5 月 18 日（土） 第 13 回鹿児島・宮崎 JK フェア スペース 22 特設会場

5 月 25 日（土） 第 28 回高崎ジャパン建材フェア ニューサンピア

5 月 25 日（土） 第 10 回北九州・山口ジャパン建材フェア 北九州西日本総合展示場

5 月 25 日（土） 第 11 回宮城・山形ジャパン建材フェア サンフェスタ仙台

6 月   8 日（土） 第 15 回長崎ジャパン建材フェア 長崎営業所倉庫内

6 月 12 日（水） 第 15 回宇都宮 JK フェア マロニエプラザ

6 月 14 日（金）・15（土） 第 21 回姫路ジャパン建材フェア 姫路みなとドーム

6 月 15 日（土） 第 15 回名古屋ジャパン建材フェア ポートメッセなごや

6 月 15 日（土） 中国ジャパン建材フェア CONVEX 岡山　大展示場

6 月 26 日（水） 第 13 回郡山・いわき合同ジャパン建材フェア ビッグパレットふくしま

7 月   6  日（土） 第  9   回青森・八戸ジャパン建材フェア 青森産業会館

7 月 12 日（金） 第 15 回盛岡ジャパン建材フェア 福岡地区勤労者共同福祉センター

7 月 20 日（土） 函館ジャパン建材フェア 函館卸売センター流通ホール

8 月 23 日（金）・24 日（土） 第 30 回ジャパン建材フェア 東京ビッグサイト

9 月 21 日（土） 第 28 回関西ジャパン建材フェア 大阪 ATC ホール

平成 25 年度上期　ジャパン建材フェア開催予定

平成 25年度の国策
国土交通省
　・住宅ローン減税の通用期限を平成 29 年まで延長

　住宅局
　◦環境・ストック活用推進事業
　　目　　的： 住宅・建築物ストックの省エネ性能をはじめとする総合的
　　　　　　　な質の向上を図る
　　要　　件：①躯体（外壁等）の省エネ改修を行なうものであること
　　　　　　　②エネルギー消費量が 10％以上削減されるものであること
　　補 助 率：1/3（住宅の場合は上限 50 万円）
　◦住宅ストック活用・リフォーム推進事業
　　目　　的：中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図る
　　事業内容：①住宅消費者への相談体制の整備事業
　　　　　　　②リフォームの担い手支援事業
　　　　　　　③住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業
　　　　　　　④住宅リフォーム市場の環境整備を図る調査研究
　◦優良住宅整備促進事業（【フラット 35】S）
　　目　　的： 【フラット 35】の金利を引き下げる優良住宅整備促進事業

（【フラット 35】S）を継続し、優良な住宅の取得を促進する。
　　対象住宅： 省エネ性、耐震性、バリアフリー性又は耐久性・可変性に
　　　　　　　優れた住宅
　　 引下げ幅： 当初 5 年間の金利を 0.3％引き下げ（長期優良住宅の場合
　　　　　　　は当初 10 年間）

　土地・建設産業局
　◦建設技能労働者人材確保・育成促進事業（予算概算決定額：51 百万円）
　　目　　的：建設産業の担い手の確保・育成を図る。
　　概　　要：  社会保険の加入徹底に向けた取り組みを勧めるとともに、

建設企業の将来を担う中核的な技能労働者の確保・育成な
どに取り組むことにより、就労環境の改善、建設業におけ
る人材の確保を推進する。

経済産業省　資源エネルギー庁
　◦住宅用太陽光発電導入支援復興対策事業
　　期　　間：平成 25 年 4 月 17 日〜平成 26 年 3 月 31 日
　　補助金額：システム価格が 50 万円 /kw 以下の場合は 1.5 万円 /kw
　　　　　　　システム価格が 41 万円 /kw 以下の場合は 2.0 万円 /kw

林野庁　林政部
　◦木材利用ポイント事業……本誌 6 月号に詳細を掲載予定！
　　目　　的：    地域材の利用により、国内の森林の適正な整備・保全、地

球温暖化防止、地域産業への波及効果などを、地域材の利
用に対してポイントを付与することで支援を行なう。

　　ポイント付与対象：1）木造住宅
　　　　　　　　　　　2）内装・外装木質化
　　　　　　　　　　　3）木材製品及び木質ペレットストーブ　

安定品質の OSB を更に研究開発し、
床専用 OSB の生産をスタート。

TAI-Q 床と命名し、今春より受注開始

日本のお客様が『床』に求める品質を
目指し従来品からの改善ポイントは 3 点
①接着剤変更による吸水低下
②両面サンダー加工による厚み精度向上
③テーパーエッジ（傾斜加工）を採用

エインズワース社製 OSB は…
①圧倒的な生産量による……安定供給

②豊富な資源による…………安定価格

③最新設備による……………安定品質

④国内シェア№ 1 が証明する……実績

OSB とは…
木材を薄くスライスし熱圧
縮により製造するエンジニ
アードウッド。
世界中で建築・造作・木工
用に使用され、北米では既
に合板よりも使用されてお
り日本でも着実に実績を伸
ばしている。

エインズワース社製
O S B

（Oriented Strand Board）
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これまでリサイクルできずに捨てられていた
「紙」を、断熱材に利用できないか……。

そんな発想から生まれた『フクフォーム Eco』は、
徹底して環境負荷低減にこだわった床断熱用
エコ資材。
LCCM 住宅に対応しつつ快適な住環境を実現
する。

【CO2 削減量はスギの木 26 本分】
年間に約 450 万 t もの紙廃材が焼却・埋立処
分されている。その中でも再生可能な産業古
紙を特殊技術で微粉砕、産業古紙や再生プラス
チックを原料に、コーンスターチの水蒸気で押
出発泡成形。従来品（グラスウール）に比べラ
イフサイクル CO2 を 80％削減する環境にやさ

しいエコ素材を使用。燃焼時の有毒なガス発生
もほとんどない。

【断熱性能が長持ち】
断熱ガスを発泡剤として使用する一般の発泡プラ
スチック系断熱材とは異なり、水蒸気による「水
発泡」なので長期にわたり断熱性能を維持する。

【バツグンの施工性が大好評！】
受け材（不織布）をボードと一体化させた新設
計で受け材・フックの施工が不要。スリットや
テーパー加工が施されているので、押し込むだ
けでジャストフィットするラクラク施工を実現。
根太無し工法（一般組／格子組）、根太組み工法
それぞれに合わせた製品が用意されている。

アクリル樹脂系のプライマー処理を施した『ワ
イルドセラブリック』『セラストーン』は、酸
性雨等により色落ち、太陽光劣化・汚れの問題
が発生しやすい一般的なセメント系タイルと異
なり、施工時のイメージのまま長く継続できる。

【カビ・コケ・色落ちを抑制】
『ワイルドセラブリック』『セラストーン』は、セ
メント 50 〜 60％・パーライト 10 〜 20％・軽
量物質 20 〜 30％・顔料 1 〜 2％から成る。一
般的にセメント系タイルは酸性雨等により色落
ち、太陽光劣化・汚れの問題が発生しやすく、材
料保護のために撥水材を塗布する場合が多いが、
塗布効果も経年変化によりあまり持続しない。
これに対して、事前にアクリル樹脂系のプライ

マー処理を施した『ワイルドセラブリック』『セ
ラストーン』には、水分は浸透するが水分を外
部へ早く抜け出させる作用があり、カビ・コケ・
色落ち等を最大限に抑制し、施工時のイメージ
のまま長く継続できる。

【ワイルド セラ ブリック】
◦ 焼レンガが長い年月を経て風化したような表

情を見せるアンティークブリックタイル。ア
ンティークの質感でイギリスの古風な建築
や、アーリーアメリカンテイストのようなレ
トロな雰囲気を演出できる。また粗い目地材
を使うことにより、一層趣きのある表情に仕
上がる。

◦全 13 色のラインナップ

【セラストーン】
◦ 細長い小端積み調・割肌調・乱形石調等、自

然の石そのままにダイナミックできめ細かい
岩肌を再現。

◦ 全 18 パターン、69 種のラインナップの中か
ら様々な種類、表情が選べる。

新発想！紙を使った次世代断熱材
素材から eco 使って eco　フクフォーム Eco

施工時のイメージが長く継続できる、セメント系擬石タイル

ワイルド セラ ブリック
セラストーン

フクビ化学工業株式会社　

株式会社ワイルドロック社　

ワイルド セラ ブリック

セラストーン



ヒラタキクイムシの被害

虫害の主な要因の一つに温暖化がある。人間が活動
して発散する二酸化炭素などの温室効果ガスが増

加。温暖化による気温の上昇は、生態系にも影響を及ぼ
しているともいわれ、従来はヒラタキクイムシ被害の少
なかった地域でも被害が増える傾向にある。

ホルムアルデヒド放散防止策によるホルマリン臭の
低下も虫害増加の一因。人にやさしいホルムアル

デヒドを使わないことは、同時に虫害を及ぼす虫にとっ
ても棲息に快適な環境を与えている。高気密・高断熱住
宅の普及で冬場でも成虫の発生が報告されており、油断
は禁物 !!

被害を防ぐ方法は、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。

合板については、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」など、安全・安

心の住まいづくりに役立つ製品がある。

住まいの耐久性・耐震性を
蝕む虫害を食い止めるには、
まず敵を知ることが大切。
特に春から初夏に多いヒラ
タキクイムシ被害の実態を
知り、「防虫処理合板」や「保
存処理木材」活用による予
防策をお勧めします！

豆事典

★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

72013.5

耐久性が違う、
断熱性能、
最高級グレードの金属横葺き屋根

新築・改修（カバー工法） どちらも可



〒 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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新設住宅着工戸数
　2 月の新設住宅着工戸数が 68,969
戸（前年同月比 103.0％）となり、前
年同月比では 6 ヶ月連続の増加となっ
た。貸家は減少したが、持ち家、戸建
分譲、マンション分譲が好調に推移し、
分譲全体ではリーマンショック以降最
高値となる 23,238 戸となった。首都
圏では、貸家が落ち込んだものの持家・
分譲が増加し、全体も増加した。消費
税増税前の需要に対応するためと思わ
れるが、全国的に分譲は増加、特にマ
ンション分譲については大幅な増加と
なった。
　 木 造 住 宅 は 35,727 戸（ 前 年 比
100.3％）で木造比率は 51.8％で前月
比 2.0 ポイント減少。被災 3 県の着工
は昨年同様に大幅に増加。特に福島は
昨年の倍の数字となった。

国内合板
　2 月の国内合板生産量は 21.5 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 19.7
万㎥（同 105.0％）と季節要因もあり
2 ヶ月連続で 20 万㎥を切った。また
仮需等の影響で出荷量も 20.5 万㎥（同
130.0％）と高水準となり、在荷量は
前月からさらに 0.8 万㎥減った 13.6
万㎥と低水準で推移している。

　春になり気温が上がったことで生産
効率が上がり、生産量も増加してくる
が、プレカット工場を中心に受注は依
然として好調に推移しており、在荷量
が低水準な状況が今後も続いていくと
思われる。

輸入合板
　輸入合板は、強気調。地区によって
ばらつきはあるが、依然として 12㎜
厚品を中心に手当てが進んでいる。
2 月の入荷量は 28.4 万㎥（前年同月
比 102.0％）となった。中国は旧正月
休暇であった為、想定通りの入荷減。
原木供給減により生産遅れが目立ち始
めているマレーシア、インドネシアも
入荷減となった。
　港頭からの出荷は、一時期よりは落
ち着いているが、例年通りの順調な出
荷状況。現地では原木入荷減・接着剤
上昇等の影響でコストが上昇してお
り、大手シッパーも継続して値上げを
唱えている。為替の状況にも左右され
るが、この先に旺盛な需要が控えてい
ることもあり、相場は今後も堅調に推
移していくものと思われる。

国内・輸入合板共に強気で川上主導の
展開が続く見通しは変わらず、当分の
間、晴れ間が続くこととなる。

合 板 天 気 図
晴

ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊

平素は販売店様はじめ仕入先様には格別
のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

郡山営業所のある郡山市は、福島県を 3
地区に分けた中通り、浜通り、会津のう
ち中通りの中心に位置し、福島県の中核
都市として商業流通の拠点となっており
ます。また、音楽活動が盛んで、全国に
誇る音楽都市「楽都」として東北のウィー
ンと呼ばれています。　
隣町の三春町には、日本三大桜の一つに
数えられ樹齢 1000 年超の紅枝垂桜「三
春滝桜」があり日本全国から毎年 30 万
人以上の観光客が訪れ、震災復興のシン
ボルにもなっております。会津地区は現
在放送中の NHK 大河ドラマ「八重の桜」
で有名な会津若松市を中心に、戊辰戦争
の舞台である鶴ヶ城、八重が学んだ日新
館など、歴史ある町並みを多くの人が訪
れています。

「快適住実の家」を推進し、販売店様、工務店様に迅速な対応、
きめ細やかなサービスを徹底し、

一致団結「ダントツ地域№ 1」を合言葉に
所員一同、日々の営業活動に邁進して参ります。

郡山営業所は、私の他に営業 4名、業務 6名、総勢 11名体制で福島県中
通り、会津地区を営業エリアとして活動しております。また、6月 26 日
には、いわき営業所と合同で「みちのくシリーズ」の福島ジャパン建材フェ
アを開催し、復興を含めた地域活性化の一翼を担えればと考えております。

所長　中村　直樹

ジャパン建材株式会社
東日本グループ

東北営業部

郡山営業所
地域活性隊

めざせ

多くの人で賑わう三春滝桜

戊辰戦争の舞台鶴ケ城


