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【木材利用ポイント】
平成 24 年度補正予算で

410 億円が投入される

【木材利用ポイント事業】。

そのしくみをご紹介します。

●【木材利用ポイント】の目的
　◆国産材の供給・利用量の増加
　　　2,005 万㎥（平成 23 年度）

　　　　⬇
　　　2,800 万㎥（平成 27 年度）
　◆�地域材の需要喚起による木材関連産業の活性化
と木材価格の安定

●「地域材」とは
　◆次のいずれかに該当するもの
　　◎�都道府県により産地証明制度等により認証さ

れる木材・木材製品
　　◎ �FSC、PEFC、SGEC 等第三者認証機関により

認証された木材・木材製品
　　◎���「合法性・持続可能性の証明のためのガイド

ライン」により証明された木材・木材製品
　◆�資源量が増加していると国・基金が認めた樹種
　◆林野庁が指定した樹種（国産）
　　　スギ、ヒノキ、カラマツ、
　　　トドマツ、アカマツ、クロマツ、
　　　リュウキュウマツ、アスナロ
　　　（工法ごとに対象樹種が決められている）

知ってますか？ 第 11 回雙環フォーラムのご案内
平成 25 年 7 月 16 日（火）16:00 開始

会場　ジャパン建材㈱  新木場本社ビル
　新木場タワー 1 階大ホール

平成 20 年に立上げた当フォーラムは、今回で第 11 回
目となります。毎回、時代に即したゲストをお招きし、
業界に一石を投じることができればと考えております。
本趣旨をご理解頂き、奮ってご参加頂きたくお願い申
し上げます。

今回の演題　「人は仕事で磨かれる」
前伊藤忠商事会長が語る、

仕事がもたらす喜びの人生とは
講師：丹羽  宇一郎（にわ   ういちろう）氏

ポイント申請に必要な書類：
1　木造住宅の新築・購入、増築
　1）工事、購入の確認書類
　　・登録工事業者の工事証明書（事務局指定様式）
　　・建築工事届の写し
　　・供給業者の納品証明書（事務局指定様式）
　　・工事請負（売買）契約書の写し
　　・確認済証の写し
　　・検査済証の写し
　　・地域材の産地・樹種の表示写真
　　・竣工写真
　　・領収書の写し
　2）申請者の本人確認できる書類
　3）特定被災区域の申請者は罹災証明書または
　　　事務局指定の必要書類

ポイント申請に必要な書類：
2　内装・外装木質化工事
　1）工事、購入の確認書類
　　・登録工事業者の工事証明書（事務局指定様式）
　　・供給業者の納品証明書（事務局指定様式）
　　・工事請負（売買）契約書の写し
　　・施工図面
　　・施工写真
　　・領収書の写し
　2）申請者の本人確認できる書類（運転免許証等）

全国事務局（基準、交換商品の決定、ポイント管理等）

基金設置法人

木材利用ポイントの
対象となるもの

地域材を一定以上活用した
1  木造住宅✽
2  内装・外装の木質化✽
3  木材製品、
     ペレットストーブ、
     薪ストーブの購入

✽詳細は２ページに掲載
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国

2  地域農林水産物、環境商品1  地域材製品 3  森林づくり活動への寄付など

消費者

【木材利用ポイント】のしくみ

木材利用ポイント事務局ホームページ
http://mokuzai-points.jp
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●木材利用ポイントに関する手続き
　◆主役は消費者
　　�購入した消費者が申請受付窓口にポイント申請・交換申請する（代理人も可）

　◆�施工・製造業者は登録事業者認定が必須
　　　◎施工する工務店等は

　　　　全国事務局または都道府県協議会が認定  ➡��全国事務局が登録
　　　◎�木材・木材製品の製造業者は
　　　　全国事務局が認定・登録

　◆�供給業者はデータベースへの掲載・届出が必須
　　　◎�各種認証制度で認定された事業者が、木材利用ポイント事務局ホーム

ページより登録し、事務局へ申請��

　　　　　　　　　⬇
　　　　木材利用ポイントの「納品証明書」が発行できる

●木材利用ポイントの対象となるもの
1  木造住宅：30 万ポイント
1）平成 25 年 4月 1日から平成 26 年 3月 31 日までに工事に着手
2）主要構造材（柱・梁・桁・土台）及び間柱、構造用合板（壁・床）において
　　過半に相当する基準以上の地域材を使用しているもの
3）一定の工法（木造軸組工法・丸太組工法・枠組み壁工法）によるもの。
4）使用する地域材の産地・樹種を表示するもの。
　　◎建売住宅の場合はポイント予約
　　◎工法別使用樹種

2  内装・外装の木質化：上限 30 万ポイント
1）平成 25 年 4月 1日から平成 26 年 3月 31 日までに
　��工事に着手（工事請負契約の締結時）
2）地域材を一定面積以上使用
　　内装：9㎡以上（室内に面する床と内壁）
　　外壁：10㎡以上
3）登録建築材料または対象地域材を使用するもの
4）内装工事は室内に面する部分の床と内壁工事

延べ床面積 主要構造材・間柱等、地域材の量

80㎡未満 4㎥以上

80㎡〜 95㎡未満 5㎥以上

95㎡〜 110㎡未満 6㎥以上

110㎡〜 125㎡未満 7㎥以上

125㎡以上 8㎥以上

間柱の条件：厚み 27㎜以上
構造用合板の条件：壁…12㎜以上、床…24㎜および 28㎜以上

地域材使用量を延べ床面積ごとに規定

●内装・外装木質化で付与されるポイント

木造軸組工法
スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、
クロマツ、リュウキュウマツ、アスナロ

丸太組工法 スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ
枠組壁工法 スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ

床
新築

��9㎡　2.1 万ポイント
��以降 3㎡増えるごとに 7000 ポイントを加算

リフォーム
��9㎡　3万ポイント
��以降 3㎡増えるごとに 1万ポイントを加算

内壁
新築

��9㎡　1.5 万ポイント
��以降 3㎡増えるごとに 5000 ポイントを加算

リフォーム
��9㎡　2.1 万ポイント
��以降 3㎡増えるごとに 7000 ポイントを加算

外壁

木質系外壁材
10㎡　1.5 万ポイント
以降 10㎡増えるごとに 1.5 万ポイント

新規外壁材
10㎡　7000 ポイント
以降 10㎡増えるごとに 7000 ポイントを加算

ポイントの交換
1 ポイント＝ 1 円相当

交換商品
1）地域の農林水産品（お米券など）
2）農産漁村及び森林の体験型旅行
3）商品券（全国商品券、地域商品券）
4）森林つくり・木つかいに対する寄付
5）即時交換（ポイント対象以外の工事費用に充当）
*3）の全国商品券と 5）は、最大交換率 50％。



全員が実行する「お約束」

髙木　社長就任おめでとうございます。
小川　ありがとうございます。気持ちを新
たに取り組んでまいりますので宜しくお願
い申し上げます。
　こちらに掲げていらっしゃる「お客様と
取組先様へのお約束」は、本年度の標語で
すか。

髙木　タカキの企業目的は「地域に暮らす
人の『良い住まい』づくりをお手伝いする
こと」です。その目的を目指すうえで、お
客様と取組先様にお約束出来ることをメッ
セージとしてまとめたものです。
　お約束をする限り、これを破ることのな
いように社員全員にどのような約束ができ
るかを投げかけ、現場からの声を吸い上げ、
さらに何度かのやり取りをして時間をかけ
て考えました。
小川　トップダウンではないのですか。
髙木　部門ごとに少しずつ内容が違って出
てきたものを集約する形でまとめ、「何のた
めに」というところは私が加え、これを今
年 4 月 1 日から今後のタカキの「お約束」
としました。
　これが普通に、当たり前にできるように
なってくればレベルを上げていけば良いと
思います。ご覧のように全て基本的なこと
ですが、きちんとできるようになることが
大切だと思います。
小川　明文化することで「やります」と宣
言するわけですから、どんなに簡単なこと
であっても明文化することに大きな意義が
ありますね。
髙木　ここに掲げ、全員の名刺の裏にも入
れ、私も事あるごとに話をするようにして
います。繰り返し私が話すことで社員の意
識も高まると思います。
小川　ボトムアップで出てきたものをさら
に揉んで出来上がった成果物であるところ
に重要な意味があると思います。素晴らし
いですね。
髙木　明文化して有言実行していくと、全
員がやるという意識をもちますし、同時に、
お客様や取組先様から見て、できていないこ
とがあればチェックしていただきながら実
行力を高めていこうという意味もあります。
　「目的」があって、この「お約束」があって、
具体的な行動計画があって、そういうこと
を社員が共有していく、同時に数字やさま
ざまな情報を社内で共有することを経営の
方向性としています。

『良い住まい』づくりとは

髙木　タカキの「目的」は「地域に暮らす
人の『良い住まい』づくりをお手伝いする
こと」と表現しています。地域とは、我々
が自ら責任の持てるエリアと定義していま

す。『良い住まい』というのは、それぞれの
ご要望に合う住まいのことです。
小川　実に多種多様な住まいが求められて
いますが、その一つひとつにきめ細かに対
応した住まい、ということですね。
髙木　はい。その主役は、そこに住むお施
主様、それを造る工務店様は準主役。「お手
伝い」というのは、主役や準主役をサポー
トすることが我々の立場だという考えに基
づいています。これを、ここ数年間言いつ
づけていますが、タカキはどのような考え
方の会社なのかが伝わるように「お約束」
をまとめました。
　タイトルに「お客様と取組先様への」と
したのは、ジャパン建材さんや金融機関の
皆さん、会計事務所さん等、タカキが事業
推進上のパートナーと考えている取組先様
にも同じことを「お約束」をしようという
意味合いからです。

参画意識を育み、組織で動く

髙木　もう一つ、2000 年から取り組んでい
るのが QC 活動です。QC 活動自体は昔から
あるものですが、たまたま当時の副社長が
金融機関主催の視察旅行で訪れたアジアで
盛んに QC 活動に取り組んでいるのを目に
し、触発されて始めました。タカキでは現
場の問題意識が具体的に話し合われて本当
の改善に向かっていく、そういう方向感覚
で進めています。
小川　私も営業本部長のときから QC 活動
のベースになる「PDCA の徹底」を言いつ
づけています。成果はいかがですか。
髙木　当初は半期ごとに、数年前からは 12
月スタートで発表が 10 月。毎年 4 月と 10
月の年 2 回開いている「事業計画発表会」
の下期発表会で各サークルの QC 活動を発
表し、表彰します。実質 10 か月のサイクル
で、徐々に重たいテーマを取り上げるよう
になっています。
　現場ごとにサークルを作って考えるので、
事業そのものと完全につながって、現場で
考えたことが実際に具体的に行動に移され、
品質にも反映されるようになって、社員の
参画意識の向上にもつながっていると思い
ます。
小川　そこが大きなメリットですね。
髙木　さらに個人についても目標管理シー
トを半期ごとに掲げ、どこまでできたかを
自己評価、一次評価、二次評価等を調整し
て総合評価します。これは賞与や給与、昇
格に関係します。
　管理者によって運営に若干の差はありま
すけれども、面談も基本的には毎月実施し
ています。これによって管理者レベルも上
がります。
小 川　実は、ジャパン建材には今年 4 月
1 日まで企業理念がなかったので、これは
私が絶対にやらなければいけないことだと
思っていました。
　企業理念をまとめるに当たってはボトム
アップ方式にすべきか、トップダウンでい
くべきかで悩みましたが、ここはまず私が
大きく示すべきだろうと「快適で豊かな住
環境の創造」を掲げました。
　何故ならば、日本の「衣食住」を概観し
たとき、「住」の部分はまだまだ成長過程に
ある、でも、質より量を追いかけてきた住
宅の残り香があるわけです。
　ですが、住まい方、家族形態が多様化し
ていて、求めるものもバラバラ、多種多様

です。そういう施主様にきめ細かく対応す
ることによってみんなの生活が本当に豊か
で快適になると思います。
　私も髙木社長様のお考えと同じで、同舟
の人間がどこをゴールに向かっているのか
を明文化してわかることによってベクトル
が凝縮されて一枚岩になれる、と思います。
　住宅を建てることは、地域密着でなけれ
ばならないと思います。ですが、それを徹
底することは全国問屋の私たちには自ずと
限界があり、タカキ様のように地域密着で
活動される会社のご支援を、私たちが黒子
としてしっかりやっていく、この棲み分け
をして進めることを、改めて企業理念の中
に盛り込みました。
髙木　ビジョンを示し、決定するのはやは
り我々トップの役割です。実は、私が社長
に就任した時も、いろいろな標語はありま
したが、理念としてまとめたものがなかっ
たので、タカキの「目的」は、数年前に私
が決めたものです。
小川　そうでしたか。
髙木　でも、現場にやるべきことの要素が
沢山あると思いますので、机上で考えてこ
うしろというのではなく、具体的な課題を
見つけ出して取り組んでいくのは現場の役
割が大きい、社員のやる気だと思います

会社の永続性を追及

小川　地域密着で活躍されている販売店様
は一般的にオーナー色が強く、従業員さん
の働き甲斐やモチベーション UP、評価等の
取組みはトップダウンで進めるケースが多
いと思います。髙木社長様のお話で非常に
印象深いのは、対お客様密着である、と同
時に、あるいはそれ以上に社員密着で看て
いらっしゃって、現場の社員さんたちとトッ
プマネジメントとの距離がとても近いとい
う点です。

髙木　先代は創業社長で、役員であれ、社
員であれ、おそらく「社長に付いて行けば
間違いない」という気持ちがあっただろう
と思います。代が変わった平成 4 年当時、
私は 33 歳で創業者のようなカリスマ性はあ
りませんでしたし、企業の永続性を考える
と、みんなの力で組織を動かすべきではな
いかと。そのためには目標が明確になって
いなくてはいけないし、評価を確実にする
ことで社員をやる気にすることが大事です。
　そもそも人間の力にはそんなに差はない、
やる気や当事者意識があるかどうかの違い
だと思います。
小川　それは、私も同感です。
髙木　私が社長になってから入社し、工場・
設計・業務・営業などの各部署で実務を経
験して育ってきた今 40 歳前後の「組織とし
て動いていく」という会社の価値観を共有
する人たちが、各部門の責任者となり、実
質的な最重要会議である「役員部長会」の
メンバーに入ってきました。
小川　それは心強いですね。

髙木　彼らが下の世代も引っ張り上げてく
れていますので、階層を超えてお客様とつ
ながっている関係づくりができています。
中小企業の経営は、人が育っていることが
継続性、永続性のベースになると思います。
小川　私も、そう思います。
髙木　小川社長は今年 43 歳ですか、これか
ら 20 年という長いスパンで考えられるのは
良いことですね。
小川　実は、今やらせていただいている「雙
環フォーラム」は、私と同じような世代の
人たちが 20 年後もこの業界で生きていく
ために、経営者として何を学ばなければい
けないのか、どうやって資質を高めれば良
いかを共に考える場をもちたいと、平成 20
年に立上げ、20 年先の長期ビジョンを考
えるという意味と、当時盛んに言われてい
た「200 年住宅」に因む、二つの環という
意味の「雙環フォーラム」と命名しました。
立上げ当初から「いずれは丹羽さんが呼べ
るような会にしたいね」というのが目標で、
それが、社長就任後初のフォーラムで実現
できることになり感無量です。
髙木　実は、私が社長に就任して昨年 11 月
で 20 年。この間、体質改善に重きを置いて
成果を上げ、人も育ってきましたが、売上
は当初より減っています。企業には成長力
が必要ですので今期 54 期は少しでも売上を
上げていこうと思います。
小川　髙木社長様のお考えには非常に共感
できます。私のミッションは二つ。一つは
企業価値の向上、もう一つはゴーイングコ
ンサーン、永続性の追求です。
　企業価値の向上は、ステークホルダー（従
業員、お客様、仕入先様、株主様）の期待以
上に応えられる企業にしていくこと。もう
一つは、いかに成長するか、ボリューム感
を出していくか、そのための成長戦略を描
かなければならないと思います。髙木社長
様お考えのボリューム感をジャパン建材が
一緒になってどれだけ出していけるか、そ
こは私たちの使命にもつながると思います。

共に考え行動する時代の到来

髙木　「共に考え」と言うと、やや綺麗事に
聞こえるかもしれませんが、お客様と一緒に
なってお施主様の需要にたどり着くために
はどういうことをすれば良いか、そういう
ことを一緒に考え、一緒にやっていくとい
うことです。特にここ数年はそういうこと
が可能になってきたと、強く感じています。
昨年度に実施された「地域型住宅ブランド
化事業」で、まさしく地域の工務店様と共
に取り組んでいく環境が生まれたわけです。
　さらに、リフォームをターゲットとした
協働の体制も出来つつありますので、その
ような中で川下側の流通で工務店様に寄り
沿う当社の役割も大きいだろうと考えてい
ます。これもタカキ一社だけでできること
ではありませんのでジャパン建材さん、メー
カーさんにも手伝っていただいて、ショー
ルーム等々もフルに使わせていただいて進
めればと思っています。私自身、工務店様
と一緒に何かに取り組んでいくことが一番
好きなところでもありますので今後の展開
を期待しているところです。
小川　本日は私自身ヒントをいろいろと頂
きました。全国のジャパン建材のお客様に
も参考にしていただけると思います。お忙
しい中、トップ対談にご登場いただき、あ
りがとうございました。
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創業社長はかつて林業が盛んだった奥多摩檜原村で木材業を営む
家に育ち、深川の材木問屋で修業した後、西荻窪の材木店に勤務。
1956年に独立、小金井市で創業し、創業者夫妻と同郷出身の番頭他
と4名で材木店を始めた。
1960 年に㈲髙木材木店の名で会社を設立。1975 年に社名を㈱タカ
ギに変更。1977年、現在も本社を置く東大和市中央にそれまで分散
していた本社・材木・建材・サッシ・住設機器の各部門を集約して “総
合資材流通センター ”構想に着手、現在の体制のベースが完成。さ
らに1985年に社名を㈱タカキに変更、現在に至る。

トップ対談

地域に暮らす人の『良い住まい』づくりをお手伝いしています。

株式会社  タカキ

【会社概要】
創　　業：1956（昭和 31）年
本社住所：東京都東大和市中央 1-1-5
資 本 金：9,016 万 6,000 円
年　　商：44 億 8,793 万円
従業員数：139 名（内 11 名は関係会社へ出向）

代表取締役

髙木　裕  様
たか　 ぎ　　　  ゆたか

【プロフィール】
1959（昭和 34）年、東京都小金井市に生まれる。大学を卒業後、
商社勤務を経て㈱タカキに入社。バブル経済崩壊後の1992（平
成 4）年に代表取締役に就任する。
時代の流れの中で変化しながら、目標の明確化、やり甲斐の
もてる評価制度を整備して人を育て、永続する企業を目指す。

●気持ち良い仕事環境をつくるために、
いつも明るい挨拶を実行します。

●関係する全ての人々の安心のために、
いつも安全作業を実行します。

●約束通りの正確な仕事をするために、
いつも確認作業を実行します。

●お客様の望みを実現するために、
いつも最適の提案を目指します。

●永続的な共存共栄を実現するために、
いつも共に考え行動します。
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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

【受注事例】
ひみ番屋街・総湯
「氷見の寒ブリ」で有名な富山湾西部に位置する氷見市。「ひみ番屋
街・総湯」は富山湾越しにそびえる立山と氷見市沖に浮かぶ唐島（か
らしま）が一望できるロケーションに生まれた 32 の専門店・飲食
店が一同に集まる「ひみ番屋街」と総合温泉施設「総湯」から成る。

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。

JK 木構造建築事業室が取扱を開始 !!
Jパネル（国産材三層クロスラミナパネル）
構造用面材でありながら化粧部材として見せることが
できる意匠性を兼ね備え、床・壁・天井などに使える
魅力ある木質構造商材です。
対応樹種は国産のスギ、ヒノキ。なかでもスギ材仕様
が多く出ています。
全国各地の地域材を供給いただければ、各地域産の「J
パネル」として出荷が可能で、「地域型住宅ブランド
化事業」向けや、「木材利用ポイント利用制度」向け
の素材としても利用可能です。

コ メ ン ト：�本物件は、8棟と渡り廊下で延べ床面積が 4000㎡を超える物件で、
工期が短く、コスト的にも大変厳しい物件でしたが、工程を遅ら
せることなく、予算内でしっかり納めることが出来ました。

受　　　　注：材工（建方施工まで）
木質構造部材：ベイマツ、オウシュウアカマツ集成材（秋田グルーラム、他）413.9㎥
　　　　　　　カラマツ LVL（キーテック）10㎥
　　　　　　　製材（西澤材木店、オノツカ、岸田）87.2㎥
■ DATA
所　在　地：富山県氷見市北大町
施　　　主：氷見まちづくり株式会社
用　　　途：水産物市場および温泉施設
建築述べ床：4000㎡超

食都の街・新鮮館棟

渡り廊下

回転寿司棟

番屋街

総湯棟

取扱に関する詳しい情報のお問合せは、

JK 木構造建築事業室　TEL：03-5534-3719



JAS認定防虫処理合板の正式名称は「JAS 認定防虫処理普通合板」で、JAS 規格で認め
られている防虫処理剤・処理法に基づいて製
造される確かな品質の防虫処理合板である。

防虫処理剤・処理法は JAS 規格で決められ
ており、「ほう素化合物」を使用する場

合は単板処理法で、「フェニトロチオン」「ビ
フェノトリン」「シフェノトリン」を使用する
場合には接着剤混入処理法によって防虫処理
される。

例えば、大新合板工業㈱の JAS 認定防虫処
理普通合板『Dガード』や㈱キーテック

の JAS 認定防虫処理普通合板『虫ヨラズ』に
はシフェノトリン薬剤が使用されている。こ
れら 2製品は、ヒラタキクイムシには高い即
効性を発揮して虫害をシャットアウトするが、
人には優しい F☆☆☆☆。防虫効果 5年保証
も付いている。

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

「JAS 認定防虫処理合板」で
被害を防ぐ

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

ハウス・デポ協定工務店様
ご入会無料キャンぺーン

ハウス・デポ協定工務店様の
入会費兼初年度会費無料！

キャンペーン期間：平成26年3 月31日
当会入会分対象

国策に対する支援と情報配信メリット 7

【フラット35】ご契約 新築お祝いキャンペーンメリット 3
JK サポートセンターご利用料金の優遇メリット４

住宅瑕疵担保責任保険の団体割引保険料の適用メリット 5
地盤情報・相談サービスのご提供メリット 6

住宅履歴管理サービス〈住宅履歴の図書館〉メリット 1
パッケージ住宅のご提案メリット 2

お役立ち！

住宅履歴（家歴）の管理は、今後「ストッ

ク型住宅市場」へ移行するために、とても

重要な取組みとなります。

当会では、低料金で長期間お客様の住宅情

報および点検・修繕内容をお預かりし、定

期訪問のスケジュール管理のお手伝いをさ

せていただきます。

お引き渡し後も、工務店様が「住まいのお

医者さん」として末永く施主様とお付合い

できるコミュニケーションツールとしてご

活用いただけます。

《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（点検・修繕チェック
　シート）

・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物件情報の
　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
・図面・書類などの電子化
・お役立ち情報の発信

メリット 1　住宅履歴管理サービス〈住宅履歴の図書館〉

JK Support Center
JKサポートセンター

ポイント解説
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期間：平成 25 年 4 月1 日〜 8 月末日
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医療施設の需要に応える放射線遮蔽性能、近隣
や隣接空間への高い防音効果も期待できる。さ
らに加工も容易で施工性に優れ、リサイクル性
もあるロングセラー商品。

【放射線遮蔽性能】
（用途：レントゲン室、CT 室等）

◦ 鉛は原子番号が高く密度が大きいことから、
放射線の遮蔽に特に優れている。

◦ 柔らかく加工が容易鉛シートは施工性が高
く、放射線施設の遮蔽材として欠かせない。

【高い遮音効果】
（用途：防音室・音楽室・スタジオ等）

◦ 遮音材としても鉛板は非常に優れた特性をもつ。
◦ 鉛は他の材質に較べ、密度の高さから同じ透

過損失を得る為の厚みが薄くて済む。
◦ 鉛は特定の周波数の共振現象による透過損失

の減衰（コインシデンス効果）が発生しない
為、遮音性が安定している。

◦ 高密度で柔軟な鉛の特性が、振動エネルギー
を効果的に吸収する。

【リサイクル性】
◦ 鉛はリサイクル率の高い、循環型金属。
◦ 環境的にあまりよくない印象のある鉛だが、

正しく管理し、使用することにより、環境を
保全することができる。

「Archi-spec」は、限られた空間でも広く住め、
空間構成の自由度が高いという、今の建築主が
抱く住宅への願いを反映したパナソニック内装
材の新シリーズ。

【自然の風や光を活かす上吊り引戸】
同シリーズのコア製品となるのが、上吊り引戸

「Archi-spec HIKIDO」。
取り込んだ自然の風や光を住宅内で上手く活か
すために、従来の内装建材の規格寸法に比べて
大型化を実現した（2,500㎜× 1,200㎜）。

【大胆なプランニングも可能】
このサイズなら、「壁を引戸にする」という発
想で、大胆なプランニングも可能。たとえば、
リビングの一角を L 字形に仕切り、寝室や和室
のスペースとしたり、シーンによって空間の用
途を変えるという使い方もできる（写真 1）。
引戸でここまで空間構成を操作できるのは、大
型ならでは。

【自由に演出できる「収納システム」】
その他、無垢材の表情の美しさを追及した高性
能「床材」。
環境にやさしく、心地よい空間をご提案する、
空間に合わせて自由に演出できる「収納システ
ム」を取り揃えている。

安全で快適な環境づくり
防音・遮蔽材　TNシート

内装材の新シリーズ

Archi-spec

東京鉛 株式会社　

パナソニック株式会社  エコソリューションズ社　

写真 1
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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

エインズワース社製

OSB（Oriented Strand Board）

TAI-Q 床 とは‥‥その 1
日本の住宅で最もシビアな品質を求められるのが 床

新品質 TAI-Q 床では、100％イソシアネートを使用し、
吸水膨張率低下に成功。

浸漬試験 実を運搬中のダメージから防ぐ為に、
ダンボール製プロテクターを採用。



〒 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
　3 月の新設住宅着工戸数は 71,456
戸（ 前 年 同 月 比 107.3 ％） と な り、
前年同月比では７ヵ月連続の増加と
なった。持ち家、貸家は増加となっ
たが、分譲は減少した。分譲の内訳
はマンション分譲が 9,576 戸（同比
91.7％）と減少したが、戸建分譲は
10,495 戸（同比 108.2％）と増加した。
　地域別で見ると着工数全体では首
都圏、中部圏、その他地域で増加と
なったが、近畿圏では減少した。特
に マ ン シ ョ ン 分 譲 は 先 月 リ ー マ ン
ショック以後の最高を記録したこと
もあり、首都圏、中部圏、近畿圏で減
少に転じた。
　木造住宅は 39,637 戸（前年同月比
111.3％）で着工数全体における木造
比率は 55.5％で前月から 3.7 ポイン
ト増加した。被災 3 県の着工は依然
として増加している。

国内合板
　3 月の国内合板生産量は 23.1 万㎥

（前年同月比 110.9％）と発表された。
そのうち針葉樹合板の生産量は 21.6
万㎥（同比 114.1％）と 5 年 9 ヶ月

ぶりの高い生産量となった。出荷量も
21.9 万㎥（同比 135.0％）と高水準で、
針葉樹合板の在荷量は 13.4 万㎥と出
荷量の 0.6 ヶ月分となり、低水準な在
荷状況が続いている。4 〜 5 月も在荷
量の増加は無いと思われ、この状況は
今後しばらくの間、続くことが予想さ
れる。

輸入合板
　輸入合板は 3 月までの堅調な出荷
状況の影響で、4 月に入り一部地域で
一服感も見られたが、商品によって
は未だ不足感の続いているものもあ
る。産地からの入船が重なったことも
あり港頭在庫は一時的に増加してい
る。しかしながら現地の原木状況は不
足状態が深刻化しており、今後のメー
カー提示価格の上昇は避けられない
と思われ、さらに為替も円安が進行し
ており、5 月価格も上昇しており、今
後も上昇していくと思われる。

国内・輸入合板共に現在在庫・出荷状
況と大きな需要期が控えていること
を考えると、当分晴れ間が続いていく
のは間違いないと思われる。

合 板 天 気 図晴
ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊
『いわきの復興を第一に行動』

地域密着・問屋としての王道を走り責務を果たす！

　当営業所は福島県の浜通りに面し、いわき市内と北茨城の一部をエリア
として活動、営業 2 名と倉庫とデリバリー兼務 1 名、事務員 2 名の総員 6
名の少数精鋭で業務をこなしております。お客様のニーズに沿った豊富な
在庫商品と機動力のある物流体制を整え、お客様のお役に立つ商いを心掛
けて縦横無尽に行動しております。また、様々な国策に対応すべく各種申
請のサポート、建築行政の流れを踏まえた住宅造りのお手伝いまで幅広い
サービスをご提供いたします。
　原発事故で『第 2 のチェルノブイリ』というイメージがあるかもしれま
せんが、そんな事はまったくありませんよ。福島第一原発から 60㌔離れて
おり放射線濃度も低く、市内は
活況に呈しています。雪も降ら
ずオールシーズンを通じて温か
く大変生活しやすい環境です。
安心して遊びに来て下さい。老
後はいわきでのんびりとセカン
ドステージを過ごすのも悪くあ
りません、お奨めですよ！

所長　柳沼��洋之

ジャパン建材株式会社
東日本グループ
東北営業部

いわき営業所
地域活性隊

めざせ

アロハ〜　日本のハワイへようこそ！
『フラガール』の映画で有名になったスパリゾート・ハワ
イアンズです。大震災で建物の被害と原発事故で風評被害
を受けながらも、昨年見事に再オープンしました。
フラガールが踊るポリネシアンダンスは一見の価値あり !!
東京駅から直通の専用バスが運行していますので、是非遊
びに来て下さい。

本誌 5 月号に掲載「平成 25 年度上期　ジャパン建材フェア開催予定」
● 7 月 12 日（金）第 15 回盛岡ジャパン建材フェアの会場に誤りがありました。
　正しい会場名：「盛岡地区勤労者共同福祉センター」　　お詫び・訂正いたします。

お詫び・訂正


