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『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

　住宅関連業界に身を置く私たちにとり、その業
界環境の良し悪しはとかく新設着工数などといっ
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に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
にまでに引き上げ、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
弊社の企業理念として位置付けました。
　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。

　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様々な手法があり
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
して持てる力を十分に発揮して参ります。

　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戸数が年間
60万戸になるとも予想され、業界全体に《変革》
が求められていると思います。

　ジャパン建材フェアは、国策や市場の変化を踏
まえた住宅の省エネ化に有効な工法及び建材・住
設機器、職人不足を解消する省施工商品・工法、
ユニバーサルデザインを核とする商材と併せて、
「JKサポートセンター」「快適住実の家」「ハウス・
デポ」など専門性の高い情報サービス・ソリュー
ションをご提案する、“ 住まい方・暮らし方を考
える展示即売会 ” へとバージョンアップして開催
して参ります。

ジャパン建材株式会社　　　
代表取締役社長　小川　明範

平素は格別のご愛顧・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

開催まで

21日



幅広い産業の発展に貢献

小川　まずニチアス様の成り立ちからお話
を伺わせていただけますでしょうか。
矢野　創業した明治 29 年は日清戦争後で、
富国強兵、国を挙げて産業を育てていこう、
という時代でした。当時、動力源は全て蒸
気機関でボイラーが必要でした。その保温
材やシール材（ガスケット）は全て石綿（ア
スベスト）、その製造会社として設立されま
した。
小川　基本的な質問で恐縮ですが、石綿と
はどのようなものですか。
矢野　玄武岩に挟まれた岩石の地層に火山
活動による温度と圧力がかかった状態で、
特定の条件になったところだけ岩石が繊維
化したものです。耐熱温度約 500℃、耐酸
性があって、繊維の細さはナノレベル。か
つては「魔法の繊維」と呼ばれ、蒸気機関、
蒸気機関車、海軍の軍艦にも使われました。
　第二次大戦後の復興期には、人や日本各
地で増産された石炭を運ぶ機関車用、炭鉱
の地下水排水用ポンプにも使われました。
　食糧増産のための肥料を作るのに必要な
苛性ソーダを塩水から電気分解するときの
電極間の膜にも、石綿は最適でした。
小川　日本の近代化が始まって常に日本の
主要産業を、黒子のさらに黒子のような存
在で、下支えされてきたということですね。
矢野　まさに黒子そのものです。その後の
高度経済成長時代には電気が重要なエネル
ギー源になり、火力発電所で、さらにモー
タリゼーションで需要が増大したガソリン
を賄う石油精製プラント、自動車用ガスケッ
ト製品等々の供給も始めました。
小川　次から次へと、需要の途切れる間が
なかったということですね。
矢野　これは当社の自慢ですが、ニチアス
になって 30 年間の販売先トップの産業は
変わりましたが、30 年前から各産業分野の
トップ企業がお客様であることです。

「断つ・保つ」を基本技術に

矢野　昭和 46 年に国が「特定化学物質障
害予防規則」を制定し、石綿の取扱い作業
環境が法律で規定されるようになりました。
小川　作業環境の危険性が言われるように
なって、使用制限も起こり始めたのですか。
矢野　まだそこまでは言われていませんで
したが、我が社では昭和 50 年代から研究
所が中心になって製品の切り替えを強力に
進めていまして、1981 年にニチアス株式
会社に商号を変更しました。
小川　Bulls 商 品 に『 ホ ー ム マ ッ ト NEO』
や『エコブルズケイカル』をご提供いただ
いていますが、こうした製品はいつ頃から
始められたのですか。
矢野　住宅用断熱材『ホームマット』の発
売は昭和 39 年ですが、ロックウール（岩綿）
そのものは、日中戦争下の昭和 14 年に生
産を始めております。
小川　そんなに古くからあったものですか。
矢野　ロックウールは、国産の岩石を国産
の石炭を燃料に小規模な溶鉱炉で溶かして作
ることができましたので、ある意味、国際情
勢の推移を受けて生まれた製品と言えます。
小川　ロックウール断熱材『ホームマット』
は発売から約半世紀のロングセラー商品。
製品群で見ると、石綿以外のものも商号変
更前からあったということですね。
矢野　はい。高温高圧を受ける配管の継ぎ
手や機器に必要な強固なシール材として使
われていた、石綿をゴムで固めたようなジョ

イントシートガスケット国産第一号も、我
が社が昭和 6 年に完成して扱っていたこと
からゴムだけの製品も作るようになりまし
た。昭和 26 年にはフッ素樹脂製品も始め
ました。
小川　ニチアス様は、日本のフッ素樹脂産
業におけるリーディングカンパニーですね。
矢野　フッ素樹脂は、昭和 13 年に米国デュ
ポン社の研究員によって偶然発見され、「プ
ラスチックの王様」とも呼ばれる耐薬品性
が最も高い物質です。化学産業で扱う危険
な流体、例えば硫酸や硝酸などの配管に使
われ、シール材やパッキンにはフッ素樹脂
を編んだ製品が使われるようになりました。
小川　そんなに強い樹脂ですか。
矢野　380℃くらいで軟化するけれど溶け
ない、粉末状のものに高圧・高温をかけな
ければ加工できません。ですが、この性質
によって 100％純粋な樹脂が作れますので、
不純物を嫌う半導体に多く使われています。
　この半導体産業向けに、我が社も、「高機
能製品」事業部を設けています。
　ニチアスの製品は、非常にベーシックな

「断つ・保つ」技術で成り立っています。具
体的には「流体の漏れを断つ、圧力を保つ」

「熱を断つ、温度を保つ」「火を断つ、火を
保つ」「音を断つ、静かな空間を保つ」、こ
れに「薬品による腐食を断つ、保つ」「汚れ
を断つ、クリーンを保つ」を加えた六つの「断
つ、保つ」をこれまでに実現しています。
小川　非常にシンプルな技術が、最先端産
業を陰で支え続けているということですね。
矢野　住宅用ロックウール断熱材『ホーム
マット』も、目に触れないところで機能を
発揮しています。
　基本的にこの「断つ、保つ」技術は永遠
になくならない、人が生きている限り必要
な技術、人間の営みの一番のベースを守る
技術だと思います。また、この技術がなけ
れば、日本の産業は成り立たない、と言っ
ても過言ではないと自負しています。

ニッチな市場でシェアを獲得

矢野　基本的には、我が社のビジネスモデ
ルはニッチな部分を手掛けていまして、現在
の『ニチアスシグマフロア』に代表される窯
業系フリーアクセスフロアもその一つです。
　壁材よりも密度の高い床材は、昭和 30 年
代に、これも日本初の製品として窯業系ケ
イ酸カルシウム板からスタートしています。
　フリーアクセスフロアは、昭和 42 年にコ
ンピュータ室用床材として製造販売を開始
しました。その後の Windows95 登場でオ
フィスの床全てを配線できるようにするこ
とが盛んになりました。その頃、各社から
アルミ製、鉄板等々の製品が発売されまし
たが、歩行感の良さから、我が社が始めた
窯業系が、今、一番のシェアを頂いています。
小川　全てトップシェアではないですか。
矢野　ニッチ市場の規模は 30 億円〜 100
億円程度ですが、その程度の規模では数社
しか残れません。しかも、産業にとっては
非常に大事なものであり、お客様と一度お付
合いが始まると、その後もずっとお付合いい
ただけるという特性があります。ですから、
私が社内で常に言っているのは、「とにかく
ニチアスファンを作れ」ということです。
　万一火災が起きてもビルの鉄骨柱・梁の
強度を保つためには耐火被覆が不可欠です。
従来の耐火被覆はロックウール吹付け工法
で施工されていましたが、我が社の巻付け
耐火被覆材『マキベエ』に切り替えられて
います。これは、耐熱ロックウールの表面
に不織布を貼ったもので、ピンで留めるだ

けで施工できます。しかも、吹付け工事中
には中断しなければならなかった他の作業
が並行してできるので工期が約 1 年かかる
大型ビルで 3 か月〜 4 か月の工期短縮に貢
献していますので、今後の伸びに大いに期
待しています。

消費地の近くで増産体制を確立

小川　3 年前の断熱材供給不足の折には、
大変お世話になり、助けていただきました。
ジャパン建材社員全員が恩義に感じていま
すし、本当に有難かったです。こんな言い
方をして失礼かもしれませんが、過去 30
年余りお付合いのあるニチアス様との距離
が、以前にも増してグッと近くなったよう
に感じます。
矢野　長年お付合いいただいているお客様
との信頼関係は、例えば、物が足りなくなっ
たときに、従来のお客様への供給を一番に
考える、我が社にはそういう文化が昔から
息づいていると思います。
　お客様との信頼関係で結ばれていること、
これがニチアスの一番の財産です。
小川　この秋需に向けて断熱材メーカー各
社で備蓄に入られているようだと噂される
ほど需要増が見込まれていますが、このタ
イミングに新工場の増産体制を確立された
お話を、ぜひ伺わせてください。
矢野　2020 年の省エネ基準義務化を目指
して国もいろいろな政策による住宅の断熱
基準を高めていますので住宅用断熱材の需
要が増えると思っています。

小川　省エネ等級 4、住設機器やサッシな
どへの要求も待ったなしの状況で、私たち
も省エネ商材のご提案に努めています。
矢野　ジャパン建材さんのお客様が差別化
のために「次世代省エネ基準（等級 4）」を
採用されると、需要はかなり増えると思い
ます。そういう状況の中で、他の断熱材メー
カーさんに勝てる環境を整備するには、ロッ
クウール断熱材の競争力を阻害している輸
送コストの問題と、もう一つは、岩を溶か
すエネルギーコストがかかるという宿命を
克服しなければなりません。
　その解決策として、消費地に近い生産拠
点を造ること、製鉄所の溶鉱炉からの温度
が高い状態の高炉スラグ、溶融スラグが利
用できれば、エネギーコストを大幅に削減
できてコスト競争力もつく最善の方法にな
る、と確信していました。
小川　その強い思いがあったからこそ実現
できた新工場ですね。
矢野　はい。1980 年代後半に高炉スラグ
からロックウールが作れるようになり、名
だたる製鉄会社さんがロックウール製造会
社を続々と設立されたのですが、今から 10
年くらい前から製鉄に回帰され、多角化分
野を整理しはじめていました。その時に長
年のお客様である新日鉄化学様から大阪府
堺市と千葉県君津市にあったロックウール
工場を購入することができました。
　君津には吹付け用耐火ロックウールのラ
インがありましたが、これと並行して稼働
できる『ホームマット』用のコンパクトな

ラインを造れ、と。かつては敷地の問題か
ら困難とされていたことですが、社長命令
を出すと知恵は出てくるものです。
小川　それこそ現場力、英知を結集して、
苦労を乗り越えて実現された、矢野社長様
はじめ皆様の「鉄を燃やすくらい熱い情熱」
がそこへ導いたのでしょうね。
矢野　経営会議でも言っていることですが、
それぞれの部門の事業計画や販売計画の結
果を左右するのは実行する人の “ 意志 ” だ、
と。一つの事業を始めて 10 年間にチャン
スはせいぜい 3 回、大ピンチも 3 回。その
事業を成功させるには 3 回のチャンスを全
てつかみ、3 回のピンチを全て切り抜けな
いといけない。「何が何でもやり抜くという
強い意志」があれば、チャンスは見えてく
るし、ピンチも切り抜けられると思います。
　君津でやるしかない、そういう社内の意
思統一ができ、建材事業部も技術本部も一
丸となって動き、月間最大生産量 3,000 ト
ンのラインを、新日鉄さんにもご協力をい
ただいて実現することができました。

新企業理念「ニチアス理念」

小川　「ニチアス理念」についてご紹介いた
だけますでしょうか。
矢野　お客様との信頼関係に支えられて、
今日のニチアスがあると思います。2008
年 4 月に逆ピラミッドの頂点に「お客様」、
その下に現場「営業・技術・工場」がいて、
さらに下に管理職、経営陣がいる、管理職・
経営陣はあくまでも現場を支えていくとい
う意識改革を図るための「新生ニチアス理
念」を発表しました。2012 年、このシン
ボルマークはそのままに新企業理念「ニチ
アス理念」を打ち出し、ニチアスグループ
にとって “ 何が最適なのか ” を考えるため
に「仲間で仕事をしよう」「風通しを良くし
よう」「全体最適で考えよう」の三つの基本
を掲げています。
小川　私たちも、「全体最適」、「オールジャ
パンで良いか、悪いかを判断することが重
要」としています。
矢野　そうは言っても、自分の部門が損を
してまで「全体最適」には応じられないと
いうのが、現場の本音だろうと思います。
小川　確かに、それも一理あります。
矢野　そこで、4 年前から人事考課の項目
から売上目標達成率評価をはずしました。
　もちろん営業部門の売上目標は作ります
が、その目標のために営業としてどのよう
な努力をしたかを評価する「行動評価」に
切り替えましたので、三つの基本がしっか
りできていれば評価は良くなります。
小川　私たちも、定量評価とは言いつつも、
定性評価も同時に行っていまして、頑張っ
た人は評価しています。
矢野　そうでしょう、基本は日々の行動で
す。ニチアスグループでこれができるのも、
ニッチな市場でトップシェアをビジネスモ
デルとして長い間お客様の信頼をいただい
ているからこそだと思います。
　今の経営の価値観で「断つ、保つ」技術
を守って、お客様との信頼を育んでいくこ
とが、ニチアスが 100 年後にも生き残って
いく一番のポイントだと思います。
小川　ニチアス様にとって不易流行の言葉
が「断つ、保つ」ですね。この記事を読ん
でいただいてジャパン建材のお客様もニチ
アス様のことがご理解いただけると思いま
す。今後とも製品供給につきまして宜しく
お願い申し上げます。
　貴重なお時間を割いていただき、ありが
とうございました。
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1923（大正 12）年　トンボ印商標登録
1931（昭和  6  ）年　国産第一号のジョイントシートを完成
1939（昭和 14）年　ロックウール製造開始
1958（昭和 33）年　不燃建材（内装板）発売
1981（昭和 56）年　ニチアス株式会社に商号変更
2011（平成 23）年　新企業理念「ニチアス理念」制定
2013（平成 25）年　7 月 16 日より本社・東京支社を
　　　　　　　　　東京都港区芝大門から中央区八丁堀へ移転

トップ対談

「断つ・保つ」の技術で地球の明るい未来に貢献します。

ニチアス  株式会社

【会社概要】  ※印は 2013 年 3 月末現在
設　　　立　1896（明治 29）年
本　　　社　東京都中央区八丁堀 1-6-1
資　本　金　92 億 8,357 万 202 円
従 業 員 数　単独：1,614 名※
　 　 　 　 　連結：4,665 名※
年　　　商　1,370 億円※

代表取締役社長

矢野  邦彦  様
  や      の　     くに  ひこ

【プロフィール】
1946（昭和 21）年生まれ、北海道出身。1968 年、東北大学工学部卒業、
日本アスベスト株式会社（現ニチアス株式会社）入社。
自動車部品事業部長、工業製品事業本部長兼シール材事業部長、自動車
部品事業本部長兼海外子会社担当、研究開発本部長兼自動車部品事業担
当、人事・総務担当を歴任。この間、執行役員、常務執行役員、代表取
締役専務執行役員を務め、2007（平成 19）年代表取締役社長に就任。
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第 30 回ジャパン建材フェア（通算 72 回）

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・売
れ筋商品、最新情報満載の各コーナーも Check。本誌 3 ペー
ジ〜 5 ページでジャパン建材フェアの見どころ概要を紹介 !!

住まい方・暮らし方ブース

会場 MAP
合板コーナー

輸入合板ブース
国内合板ブース

木材・プレカットコーナー

快適住実セミナー

住宅保証セミナー
木質実践ミニセミナー

特設コーナー
家電市

特設コーナー
特価市場

JK 木構造グループ

Bulls コーナー
住まい方・
暮らし方
ブース

入口 出口

これまでの住まいづくりサポートコーナーと快適住実コーナーをドッキング。
私たちは、一人ひとりの「豊かな住環境」を実現するために、夢のある住まいづくりのお手伝いを応援します。
快適で豊かな生活とは？ 人にはそれぞれの価値観があり定義づけは困難ですが、「住まい方」「暮らし方」という考え方を通じ、
これからの住生活に価値あるものを提供し続ける必要があります。

❶  Solar Decathlon ゾーン
「ソーラー・デカスロン・ヨーロッパ2014」に出展する、千葉大学の“日本の未来を担う住まいづくり”をご紹介。

　　ソーラー・デカスロンとは、
　　世界大学対抗ソーラー住宅実施設計競技。
　　太陽エネルギーの利用をはじめとした、性能やデザイン性、社会性などの 10 種目からなる競技です。
　　ジャパン建材は、千葉大学を全面的にサポートし、産学連携による競技に挑みます。

❸  住まいづくりサポートゾーン
住まいづくりにおいて、
さまざまなサポートを工務店様にご提供するゾーンです。
各ブースにて個別相談を受け付けておりますので
お気軽にお越し下さい。
出展内容：工務店様サポート、保険・保証、住宅ローン相談、点検・消費者相談・CAD 等

NEW!!

最新・売れ筋商品、最新動向がつかめる！    国内最大級の住宅建材総合展示即売会

ジャパン建材の
独自企画ブースも
お見逃しなく !!

「住まい方」とは……【住まう】ことに関すること（家族そのもの・間取り・機能・住環境など）
「暮らし方」とは……【ライフスタイル】に関すること（生活・成長・キャッシュフロー・住宅履歴など）

❶ Solar Decathlon ゾーン
入口 / 導入

❷ 住まい方・暮らし方ゾーン
理解浸透

❸ 住まいづくりサポートゾーン
個別相談

ブース特長

❷ 住まい方・暮らし方ゾーン
快適で豊かな住環境を実現するために、「住まい方・暮らし方」
という考えを通じた住環境に価値あるものをご提供いたします。
お客様＝エンドユーザーがマイホームを考える上で何に困っているのか？
その一つひとつを解決していくことが、私たちにとってとても大切な事 !!

ポイント
「一つの物語」からはじまる人と家との関わりを、ある夫婦の人生と照らしあわせて展示します。

　マイホームの夢　　子供の成長　　夫婦の時間　　住まいのお手入れ　　省エネ

『快適住実の家』
JK サポートセンター
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❶ 木材・プレカットコーナー

❷ 合板コーナー

● 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。
木材のプレカットをはじめとして、効率的な金物拾いで手間とコ
スト削減する「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

● 輸入合板ブース
安定供給可能な輸入合板のご提案
森林資源の有効活用につながる、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。

◆エインズワース社製 OSB（PEFC 認証）
◆植林木合板
★同時開催！　木質実践ミニセミナー
　「OSB のメリット、OSB 製品の活用法」をご紹介

● 国内合板ブース
強い家づくりに役立ちます !!
合板の「木材利用ポイント」について、ご相談承ります。

● 木材コーナー
東京ビッグサイトと東京中央木材市場（浦安）で同時開催 !!
今回は目玉品目が目白押しで、
とうとうビックサイトの枠を超えてしまいました！

 “ 無垢材の宝庫 ”
東京ビックサイトから車で 15 分程度の場所でも木材コーナーを設けております。
シャトルバスにて定期運行しておりますので、此方も振るってお越し願います。
ビックサイト内では国内外の森林認証材と、国産材有数の産地から多彩な木材製
品をご案内します。
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
木材製品を豊富に集めて展示即売します。

◆日本各地の良材産地からの国産材構造材・化粧材
◆国内外の森林認証材など

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
優し建築資材である。

『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

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

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 !!

❼
❶

❶
❶
❷

❸
❹

❺

❻

入口 出口
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❸ 住まい方・暮らし方ブース

❹ Bulls コーナー ❺ JK 木構造グループ

❻ 特設コーナー  特価市場 ❼ 特設コーナー  家電市

続々と増える Bulls 商品を一挙公開！
木材利用ポイントが使える Bulls 商品にも
ご注目ください。
新築はもちろん、リフォームにも役立つ商品群を取り揃えてご提案します。
初登場！
Bulls 実演特設ステージを設置。
Bulls 商品の特長や
施工ポイントをご紹介。
ライブ感のある実演を
お届けします。

住まいづくりサポートコーナーと快適住実コーナーをドッキング。
一人ひとりの「豊かな住環境」を実現するために、
夢のある住まいづくりのお手伝いを応援します。

「住まい方・暮らし方ブース」

「住まい方」：【住まう】ことに関すること（家族そのもの・間取り・機能・住環境など）
「暮らし方」：【ライフスタイル】に関すること（生活・成長・キャッシュフロー・住宅履歴など）
「シマウマ・コレクション」『快適住実の家』「JK サポートセンター」も当ブースでご提案します。

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。
JK 木構造グループ４社の施工事例をまとめた

「木質構造建築　施工事例案内」に網羅した事例をパネル展示。
担当者が、各社の事例を詳しくご紹介します。

新しくなった展示会場入り口アーチも私たちが手掛けました !!
LVL パネル、CLT パネル、J パネル、
構造用集成材・構造用 LVL の軸材と
トラスによる構築物を展示。
エンジニアードウッド活用の可能性を
ご提案します。

2 日限り !! 早い者勝ち、数量限定にて売切れゴメン !!
◦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。

登場する商品は、当日のお楽しみ！

2 日限り !! 早い者勝ち、数量限定にて売切れゴメン !!
◦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。

人気のマッサージチェア、空気清浄機、
大型液晶 TV、酸素カプセルなどの商品を多数ご用意しております！

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

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

住宅履歴管理サービス〈住宅履歴の図書館〉
メリット 1

JK サポートセンターご利用料金の優遇
メリット４

地盤情報・相談サービスのご提供
メリット 6

パッケージ住宅のご提案
メリット 2

❶ Solar Decathlon ゾーン
入口 / 導入

❷ 住まい方・暮らし方ゾーン
理解浸透

❸ 住まいづくりサポートゾーン
個別相談
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トイレだけでなく、キッチンや浴室からの生活
排水全てを処理して排水する合併処理浄化槽は
河川や海の水の浄化につながる。敷地の広さ、
駐車場スペースの有効活用等々、さまざまな条
件の住宅に業界一のコンパクトボディで応える。

【省スペースで施工性がさらに向上】
◦ 槽本体は業界トップのコンパクト設計。
◦ 場所を選ばず設置出来る他、施工の省力化・

スピード化が図れる。
◦ 単独処理浄化槽からの転換工事も容易。

【環境に優しい高度処理機能を付加】
窒素除去性能（T-N  20mg/L 以下）と浮遊物質
除去性能（SS  15mg/L 以下）を備えている。

【消費電力が少ない省エネブロワを採用】
空気配管が 1 系統なので設置しやすく、しかも
タイマー不要で経済的な省エネタイプのブロワ
を採用、アースも不要。

【5、7 人槽は全高 1,525㎜の浅型設計】
◦  5、7 人槽共に全高 1,525㎜の浅型設計。
◦ 地下水位が高い等、施工しにくい現場にも対

応し易くなった。
◦ また、流入管底 270㎜・放流管底 320㎜と、

その管底差は僅か 50㎜。
◦ 嵩上げ工事と放流ポンプ槽の不要なケースが

増え、施工メリットが拡大する。

【駐車場の下でも支柱レス施工 OK】
放流ポンプ槽付きでも駐車場下での支柱レス施
工に対応。

【オリジナル部品で保守点検が容易】
メンテナンス性を重視して、その形状・仕様を
工夫したオリジナル部品を採用、保守点検業務
が一段と簡単に行える。

平成 25 年 10 月 1 日に改正される「住宅の省
エネルギー基準」では、年間の一次エネルギー
消費量の基準に加え、外皮（躯体の断熱性能と
日射遮蔽性能）の最低基準が設定されている（外
皮の最低基準は [ 平成 11 年基準 ] レベルに設
定）。『マグオランジュ』は、省エネ基準が改正
される、これからの時代を見据えた本当の省エ
ネ住宅づくりのためのスタンダード商品だ。

【高い断熱性能を発揮する
高性能グラスウール断熱材】

◦ 住宅用プラスチック系防湿フィルムの JIS 規
格（JIS A 6930）に相当する厚さ 50 μ、耳
幅 30㎜の高性能な防湿気密フィルムをグラ
スウールに付属。

◦ 耳幅 30㎜の高性能な防湿気密フィルムを面
材や木材で押さえつけることによって、住宅
の高い防湿性と気密性を確保。

◦ 平成 11 年基準（次世代省エネ基準・省エネ
対策等級 4）対応商品。

【木造住宅の屋根、天井、壁の用途に対応】
木造住宅の尺モジュール、メーターモジュール、
柱〜間柱、間柱〜間柱、ツーバイフォー工法と
様々な躯体寸法に対応可能。
◦ 厚 さ 寸 法 は、75 ㎜、89 ㎜、90 ㎜、105 ㎜、

155㎜の 5 種類を設定。
◦ 長 さ 寸 法 は、1370 ㎜、2360 ㎜、2740 ㎜、

2880㎜の 4 種類を設定。
◦ 幅寸法は、390㎜、420㎜、435㎜、475㎜

の 4 種類を設定。

省施工＆省エネ設計、省スペースで駐車場下でも支柱レス OK ！

ブルズ浄化槽　KZ型

住宅の高い防湿性と気密性を確保する
高性能グラスウール断熱材　マグオランジュ

クボタ浄化槽システム株式会社　

マグ・イゾベール株式会社　
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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 3
両面にサンダー処理を施す事で、厚み寸
法精度を向上。
さらに、板面色が乳白色になり、現場で
の墨打ちやマーキング、パネル加工機に
よるインクジェットも綺麗に印字が可能。



〒 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
　5 月 の 新 設 住 宅 着 工 戸 数 は
79,751 戸（前年同月比 114.5％）
となり、前年同月比では 9 ヶ月
連続の増加となった。持ち家・
貸家・分譲すべての区分で増加
となった。
　分譲の内訳はマンション分譲
が 12,893 戸（ 同 比 133.1 ％）
で、戸建分譲が 10,881 戸（同比
110.1％）となった。地域別で
見ても首都圏、中部圏、近畿圏、
その他地域すべてで増加。
　 木 造 住 宅 は 43,000 戸（ 同 比
112.6％）で着工数全体における
木造比率は 53.9％で前月から 2.3
ポイント減少した。6 〜 7 月の
新設住宅着工戸数も消費増税前
の駆け込み需要もあるので増加
が見込まれる。

国内合板
　5 月の国内合板生産量は 23.0
万㎥（前年同月比 108.4％）と
発 表 さ れ た。 そ の う ち 針 葉 樹
合 板 の 生 産 量 は 21.4 万 ㎥（ 同
比 109.3 ％）、 出 荷 量 も 依 然 と

し て 好 調 で 21.1 万 ㎥（ 同 比
115.0％）と 8 ヶ月連続で 20 万
㎥を超える高い水準で推移して
いる。5 月の針葉樹合板在荷量は
13.5 万㎥と出荷量の 0.6 ヶ月分
で、低水準な在荷状況が続いて
いる。
　6 月の針葉樹合板在荷量も 5 月
に比べ増加となったが低水準な
在荷状況であることに変わりは
ない。8 月はメーカーも盆休みに
入り生産量は減少する。着工戸数
の増加を踏まえると需要は堅調
に推移していくことと思われ、在
荷量は減少すると考えられる。

輸入合板
　輸入合板は現状港頭在庫が多
い状態が続いているが、出荷もそ
こそこの状況で推移しており、為
替と現地価格の上昇の影響で今
後の入荷量も減少することが予
想されており、徐々に国内価格も
上昇傾向をたどると思われる。

国内合板、輸入合板ともに堅調
な相場展開が続くと思われる。

合 板 天 気 図晴
ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊

　当営業所の所在する岩手県は、東北
地方の北東部にある県で、その面積は
北海道についで広く、四国地方に匹敵
する日本最大の県です。
　東は太平洋に面しており、県の中央
部には北上川が南北に流れています。
人口はおよそ 139 万人。人柄は温厚、
尚且つ人情味あふれる県民性を持って
います。
　豊かな自然に恵まれたこの風土では、
海の幸、山の幸、いずれの食材も、四
季折々の姿で愉しむことができます。
さらには、冷麺・じゃじゃ麺・わんこ
そば。岩手が誇る三大麵も見逃せませ
ん。平地の少なさや不利な気象条件を
克服し、現在では全国有数の農業県と
なっており、林業と葉たばこの生産も
盛んです。
　歴史を辿ると藩制時代、岩手の前身
は伊達藩北部と南部藩南東部で構成さ

れていました。現在でも南北で言葉が
全く異なることがよくあります。
　またさらに古くは、おととし世界遺
産登録された平泉に、奥州藤原氏の黄
金文化が栄えました。とりわけ天治元

（1124）年に建立された中尊寺の金色
堂は、堂の内外に金箔が施された阿弥
陀堂で、そのまばゆいばかりの姿に、
訪れた人々は皆目を奪われます。
　また今年はとりわけ、NHK 朝の連続
小説、「あまちゃん」のロケ地となった
久慈市に、県内外から注目が集まって
います。

所長　五十嵐  和秀

ジャパン建材株式会社
東日本グループ

東北営業部

盛岡営業所
地域活性隊

めざせ

覆堂に保護され、粋を集めた美術工芸を今に伝える奥
州藤原氏の黄金文化を象徴する中尊寺金色堂。

すべてはお客様のために
お得意様、ならびに仕入先様には、平素、格別のご支援を賜り心より
感謝申し上げます。

歴史と活気のある当地で、われわれ盛岡営業所所員は一人一人が、
お客様の役に立つ人間（人材）を目指し、日々営業活動に励んでおります。
これから迫りくる行革の荒波にも、皆様と共に乗り越えて行く覚悟で、
所員一同気を引き締め日々精進して参ります。





第30回ジャパン建材フェア
各 セミナースケジュール

8 月 23 日（金） タイトル（各回 30分程度予定） 講演者

11：00 　「CLT と木造住宅」 　日本 CLT 協会　　理事　岩坂  将　氏

12：00 　「森林認証制度と PEFC の基礎」 　PEFC アジアプロモーションズ　　部長　堀尾  牧子　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　構造設計 1 級建築士　宮崎  豊　氏

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

8 月 24 日（土） タイトル（各回 30分程度予定） 講演者

10：00 　「PEFC の COC 認証の基礎」 　PEFC アジアプロモーションズ　　事務局長　武内  晴義　氏

11：00 　「CLT と木造住宅」 　日本 CLT 協会　　理事　岩坂  将　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　構造設計 1 級建築士　宮崎  豊　氏

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　

 8 月 23 日（金）／ 24 日（土） タイトル（各回 20分） 講演者

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 『まもりすまい保険と住宅政策の関係について』 　 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を、今から実践しよう』 　NPO 法人 消費者住宅フォーラム

12：00 〜 12：20 『最近の金利動向と改正省エネ基準の概要について』 　  住宅金融支援機構

12：30 〜 12：50 『雨漏り事案の現状と今後の対策
　　〜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 『まもりすまい保険と住宅政策の関係について』 　住宅保証機構㈱

14：30 〜 14：50 『最近の金利動向と改正省エネ基準の概要について』 　  住宅金融支援機構

15：00 〜 15：20 『消費税UP後の注文減に対する対策を、今から準備しておこう』 　NPO 法人 消費者住宅フォーラム

8 月 23 日（金） タイトル 講演者

12：30 〜 13：30 『欧州における最新木造建築事情』   法政大学デザイン工学部建築学科　　教授　網野 禎昭　氏

14：00 〜 15：00 『日本における CLT の可能性』   日本 CLT 協会　　会長　中島 浩一郎　氏

15：30 〜 16：30 『地域材利用の加速化とその支援策』   林野庁

8 月 24 日（土） タイトル 講演者

11：00 〜 12：00 『消費税増税に関する工事請負契約における注意点』
『工務店が学ぶ相続税』   中島・宮本・溝口法律事務所　　弁護士　宮本 督　氏

12：30 〜 13：30 『木を活かし、木と生きる』   東京大学名誉教授　農学博士　安藤 直人　氏

14：00 〜 15：00 『地域材利用の加速化とその支援策』   林野庁
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