
　平素より格別のお引き立てを賜りまして誠に

ありがとうございます。衷心より御礼申し上げ

ます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

お取引先様との連携をより強化

　さて、平成 25 年を振り返りますと、住宅関連

業界については、総じて活況を呈した 1 年であっ

たと言えるのではないでしょうか。これは、消

費税増税前の駆け込みによる影響をはじめとし

て、空前の低金利、住宅取得促進のための諸施

策などが要因であると考えられます。お蔭様で

ジャパン建材もそうしたフォローの風に乗るこ

とができ、平成 25 年度の業績は第 3 四半期の段

階で、売上については過去最高を記録する見通

しです。

　一方で職人不足が深刻となり、現場が思うよう

に進んでいない状況が続いています。また、地域

によっては建材不足が出始めるなどの影響も出て

います。そしてこの影響は、今年もしばらく続く

ものと思われますが、お得意様、仕入先様としっ

かり連携しながら、問屋としての安定供給に努め

て参る所存です。

住宅取得の落ち込みは限定的

　今年 4 月には、いよいよ消費税 8％が導入され

ますが、これが今後の住宅投資にどの程度影響を

及ぼすかがやはり気になるところです。

　年初については、前述のとおり工期遅れの影響

もあることから、暫くは忙しさが続くものと推察

されますし、事実、弊社の需要動向調査によれば、

第 4 四半期の販売店様・工務店様の仕事量はいず

れも第3四半期比プラスとの結果が出ております。

　4 月以降の見通しについては、アベノミクスに

よる諸施策の効果により、日本全体の景況感が引

き続き高揚していくと考えられ、住宅投資もある

程度までは継続していくと考えられること、及び

引き続く住宅取得促進策により、かつて経験した

ような急激な着工数の落ち込みは回避でき、その

影響は限定的と言えるのではないでしょうか。そ

うなれば、新設着工数は暦年ベースで 90 万戸程

度になることも十分考えられることになります。

今年は変革完遂の年

　このような環境の下、今私たちがやらなければ

ならないことは 2 つあると考えています。

　1 つは目先の需要にしっかり応えていくことで

す。これは引き続き、お得意様・仕入先様としっ

かり連携を取りながら我々の持つ機能を最大限に

発揮していくことで実現していきたいと考えます。

　そしてもうひとつは、中長期的な展望の下、こ

うした一定の景況感があるうちに然るべき変革を

推進していくことです。弊社では平成 24 年度か

ら『サナギ 3 カ年』を合言葉に、あらゆる変革や

新たな取り組みに着手しています。今年は 3 カ年

目となる最終年です。当初より掲げている目標・

計画の完遂に向けて不退転の覚悟を持って取り組

んでいく所存です。

今年の干支は『甲午（きのえうま）』

　今年は十干のうちの『甲』。これは、固い殻を

つけた草木の芽が、春になってその殻を破って頭

を出した象形であり、革新や突破という意味を持

つそうです。また、十二支は『午』。まさに駿馬

の如く、ただひたむきに掲げた目標に向かってこ

の 1 年を駆け抜けたいと思っています。

　来年には更なる増税、そして世帯数の減少が始

まるなど、住宅関連業界においては潮目を迎える

ことになりそうですが、それまでにしっかりやる

べきことをやるという意味において、今年は大変

重要な年であると考えています。

　お取引先各社様としっかりスクラムを組み、全

力で邁進していく所存ですので、本年も旧年に倍

するご愛顧並びにご指導・ご鞭撻の程宜しくお願

い申し上げます。

http://www.jkenzai.co.jp
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平成 25 年度第 4 四半期（1 月〜 3 月）見通しJ K 情報センター

●工務店様での景気動向の推移
過去 2 年間の仕事量の見通しをポイントで表したグラフ。

工務店様・販売店様での需要予測
　平成 25 年度第 4 四半期（1 月〜 3 月）に向けての需要予測が出揃った。第 1、第 2、
第 3 四半期と伸び続けたグラフをさらに押し上げる結果となった。
　仕事量の見通しとしては、工務店段階では前回の第 3 四半期（10 月〜 12 月）より
6.6 ポイントアップの 50.5 ポイント、販売店段階でも 7.6 ポイントアップの 52.1 ポイ
ントと、いずれも更なる増加回答が推量された。傾向としては先期同様、ほぼすべて
の地域において増加回答が大きな伸びを示していて、中でも低迷期が長かった北海道、
北陸、四国、九州の伸び率が大きいことが特筆に値する。
　このデータの背景には、言うまでもなく、2014 年の 4 月から 8％にアップするで
あろう消費税増税と住宅ローン金利の下落が大きく影響している。また、10 月後半
から 11 月末にかけ、合板その他素材の動きが活発化しており、7 〜 9 月までの住宅
着工（確認申請）が本格的に動き始めたと言える。一方で職人不足による現場の遅延
や商品の欠品等による工期、納材等の遅れが既に出始めており、今後の動向に注意す
る必要がある。
　大方の予想では、今年度の住宅着工は 90 〜 95 万戸台が見込まれており、久々の大幅
な伸びに活気づいてはいるが、一方で大手ハウスメーカーなどでは、この調査をしてい
る 11 月段階では、ほぼ受注は落ち着いてしまっているとの見解も示されており、目先
の利益にとらわれ過ぎず、次年度以降への対策を練る必要もあるのではなかろうか。

主要メーカー様による販売予測
　主要メーカー様による販売予測においても、その好況感が引き続いてデータに現れ
た。前年の販売状況も決して悪いものではなかったはずだが、それにも増して上昇傾
向との回答が多く寄せられた。先期同様、各ジャンル減少予想に関しては限りなくゼ
ロに近く、かなりのオーダーを抱えている様子がうかがえる。
　各社、フル生産の情報は入ってきているが、一部欠品はあるものの、現在、資材供
給における大きな騒動は起きてい
ない。昨年からの増産や在庫など、
確実に過去の消費税増税からの教
訓が生かされていることがうかが
える。

リフォームの現状
　工務店様における月のリフォームの仕事量も、全国的に見て好調である。この景況
感に引っ張られる形で引き続き増加回答が増えていて、首都圏だけでなく、各地方が
大きく増加数を伸ばしているのが特徴的である。
　先にも記したが、現在、工務店様の新築住宅の受注に関してはだいぶ落ち着きを見
せているようである。一方で今年は台風や突風、洪水など、自然災害による被害が多
い年であった。屋根や外壁などの外装の修復は至急の依頼が多く、思わぬ恩恵を受け
た方も見えるのではないだろうか。
　地球温暖化は確実に環境に影響をもたらし、思わぬリフォーム需要を引き起こす可
能性もある。工事に関してはもちろんのこと、資材供給の面においてもより柔軟な対
応が信頼をつかむ要素となりうる時代が来つつあると言える。

●工務店様での需要予測
「増加」「微増」「前年並」「微減」
「減少」の中からお選び頂き、

総回答数よりそれぞれの割合
を算出致しました。単位は、

「％」となります。

●最近の売れ筋商品
　（全国）

１位 サザナ
キレイユ
ユアシス

2 位
3 位

ユニットバス

１位 Ｎクラレス
フォレスティア

ダイアモンドフロアー
2 位
3 位

フロアー

１位 モエンＭ 14・Ｗ 14
モエンエクセラード
エクセレージ・セラディール

2 位
3 位

外装材

１位 ＲⅢシリーズ
アトリア

リビエ
2 位
3 位

造作材

１位 接着剤
エコブルズケイカル

キッチンパネル
2 位
3 位

Bulls

１位 ラクエラ
アミィ2 位

3 位 クリンレディ

キッチン

平成 25 年度  第 4 四半期
平成 24 年度  第 4 四半期

全国　回答数 2,847

北海道 134
東　北 338
関　東 1,046
甲信越 200
北　陸 59

中　部 205
近　畿 303
中　国 186
四　国 83
九　州 293

有効回答数

調査の目的
この調査は、ジャパン建材㈱のお取引先における販売動向及び、景況判断
を把握し、今後の適切な販売指針に資することを目的として実施しました。
調査の時期と方法
この調査は平成 25 年 11 月中旬から下旬までを調査時点として、お取引先
3000 社に面接調査を行い回収したものを一括集計したものです。
※ 通商株式会社、株式会社ミトモク、物林株式会社にも調査依頼をしてお

ります。
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近畿 四 国 九 州

東北全 国
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 増加予測 前年並予測 減少予測
合板 68.5％ 31.5％ 0.0％
木質建材 73.8％ 22.4％ 3.8％
窯業・断熱 93.3％ 6.7％ 0.0％
住設機器 91.7％ 8.3％ 0.0％



両親から多くを受け継ぐ
小川　まず社名の由来をお聞かせください。
沼田　祖父はアマチュア相撲日本一になっ
た人で、材木屋を “ 統一する ” という気概
をもって、この社名にしたそうです。
小川　強いリーダーシップをもった “ 俺が
やる ” というタイプの方だったのですね。
沼田　はい、ですから当初、周囲からは厳
しい目で見られていたようです。
　二代目社長の父は職人気質で真面目。糀
谷の商家で末娘として育った母は、商人と
しての勘が鋭く、初対面の方とも平気で接
することができ、男女を問わず誰からも慕
われ、従業員や奥さん方の相談にものって
いました。私は、両親から受け継いだもの
に恵まれた、というのが正直な気持ちです。
小川　まさにご両親のハイブリッドですね。
沼田　文字どおりの家族経営で、それが今
も、当社の根本にあります。
小川　幼少時には、従業員さんに遊んでも
らったでしょう。
沼田　はい。父はいつも仕事だったので遊
んでもらった記憶はほとんどありませんが、
従業員から「今日は動物園に行くぞ」と言
われて付いて行った先が競馬場だった、な
んてこともよくありました。
小川　土地柄自体がオープンですものね。
沼田　この辺りの人は、思ったことをはっ
きり言いますが、良い人たちばかりです。

城南地区唯一の製材工場をもつ

沼田　当社が営業エリアとしている蒲田・
大森・羽田地区には、かつては 60 軒もの
材木店がひしめき、羽田地区住人の 3 人に
1 人は職人と言われていました。
小川　職人の町だったのですね。
沼田　それだけの住宅が建っていたことも
驚きですが、林立する材木店の商売が成り
立っていたのも凄いことだと思います。
　でも今も残っているのはわずか 8 社。少
し前まで 5 軒あった製材工場も、音と埃、
焼却炉の問題でマンションになってしまい
ました。当社は産業道路沿いという立地で、
本社に隣接した製材工場を今日まで残して
もらったおかげで、城南・羽田地区で唯一
住宅用部材の製材・加工ができる会社とし
て独自性を発揮しています。
小川　昨年スタートした木材利用ポイント
や、林野庁がオリンピック用施設にも国産
材を使ったドーム型体育館などを建てたい
と思っているなど、私たちの琴線に触れる
ような話も出ています。実際に木材利用の
機運は高まっていますか。
沼田　おかげさまでリフォーム向け造作材
の需要が伸びていまして、造作部門がドル
箱になっています。といいますのも、大工
さんたちが現場ではめ込むだけで施工でき
るところまで当社の製材工場で加工し、納
期対応も小回りが利くことが差別化につな
がって、長年ご愛顧いただいているお客様
との絆が大きな武器になっています。

適材適所の木材利用も PR

小川　本社建物に併設された「住まいの相
談室」は、入口を入ると木の香りがして、
玄関土間のコンクリートに年輪が見えるよ
うに輪切りの木材が埋め込まれ、対面キッ
チンと赤い鏡面扉を配した明るいリビング
のしつらえになっていますね。
沼田　これを造ろうと思ったきっかけは、

施主様の信頼を得るには、接客の窓口とな
る打合せ場所が工事現場の延長のような事
務所ではいけない、と感じたからです。斬
新な赤い扉もその一つですが、私たちの発
想から抜けている部分を補う形でデザイン
してもらいました。
　同時に当社の木材を適材適所に使ってい
ただきたいという思いもあり、国産ヒノキ
を活用しています。昔ながらの日本の木材
利用の技術も、素材も、もっと活用しないと、
もったいないと思います。
小川　その思いを凝縮した空間ですね。
　木材利用ポイントは、申請手続きが複雑、
木材の使い方も細かく規定されて使いづら
い。施主様にもメリットを感じてもらいに
くいものになっているようですが。
沼田　とろこが施主様にお話しすると、「国
産材を使ったフローリングにしたい」「それ
がエコにつながるなら」という意識が非常
に高いです。防火性能が問題視されるので
無垢材は使いづらいので、建築基準法を無
垢材も使えるように変えてもらいたいです。
小川　そのハードルを下げようという動き
も出てきている、と聞いています。
　内装の木質化対応も含め、日本の林業活
性化を目指す国産材の有効活用を一段と進
めるには、産学官の新たな連携を深めるべ
き局面にきているのかもしれません。
沼田　私たちも、大工・工務店様に木材利
用ポイントを使ってもらえるように説得し
ていくと同時に、施主様に対して私たち自
身が直接 PR していくべきだと思います。
　今日は、ここに来られる施主様にお見せ
して説明しているものを用意しました。
小川　興味深いですね、是非お願いします。
沼田　このスギ材は 10 年生、木は 15 年生
までに風雨に打たれ、さまざまな環境の中
で強くなります。15 年以前に伐ると、腐り
やすい、まだ子供の木だからです。こうい
う木は柱に使えません。これは樹齢 100 年
を超えるヒノキの柱材見本、重いでしょう。
木の密度が高いからです。木は早く育つと
密度が粗く、ゆっくり育つと密度が密にな
ります。こうした木の違いや強さを理解し
て適材適所に使うことが重要です。
小川　そういったお話が施主様にできるの
も、トーイツ様ならではの強みですね。

BtoC で知った “ 住まい ”

沼田　実は、この相談室を工務店様に使っ
てくださいとアピールしましたが、完成後
3 カ月間全く使ってもらえませんでした。
小川　それはまた何故ですか。
沼田　大工さんたちにしてみれば、今まで
どおりで良いじゃないか、ということです。
私の「施主様の信頼獲得のためにどんどん
使ってください」という思いがしっかり伝
わっていなかったようです。
小川　なるほど、認識の違いですか。
沼田　当社でも請負を多少は手掛けていた
のですが、「住まいの相談承ります」の大き
い看板を通りに面して掛けたら、それまで
はトイレや照明の取替え程度のリフォーム
受注でしたが、従来とは全く違う層の施主
様が来られるようになりました。
小川　建売を始められたのはいつ頃ですか。
沼田　私がこちらに戻ってきてからです。
材木店も元請に乗り出そうという空気が出
てきた頃に、父から「やってみろ」と課題
を投げつけられる感じでスタートしました。
まだ【品確法】施行前のことで、納期第一
で建てては売る、そこから不動産会社との

お付合いも徐々に広がり、販売いただいて
いました。
小川　バブル経済崩壊後のことですね。
沼田　その頃でも建売は売れ、売残りはほ
とんどありませんでした。
小川　建売を始められた当初、大工・工務
店様からの反発はありましたか。
沼田　当時、工務店様には「建売は自分た
ちの仕事じゃない、注文の木造住宅を建て
る」という気持ちが強くありましたが、心
無い人に「トーイツは危ないらしいぞ」と、
デマを飛ばされたことはありました。
　でも父は、「そういうこともあるだろうけ
ど、慌てるとかえって根も葉もない噂が広
まるから、ドンと構えろ」と。その一言で
持ちこたえられました。
　その頃から材料を当社が提供し、施工を
協力工務店様にお願いする形をとり、この
時の経験が今に生きています。
　ただ、施主様と直接やりとりするまでは、
住宅に対する考え方は今とは全く違ってい
ました。それを変えてくれたのは他でもな
い、施主様でした。
小川　私たちはどうしても建築資材、施工
方法など、プロ目線に陥りがちですからね。
沼田　施主様とのコミュニケーションの場
として「ふれあい祭り」も開くようになり、
自分たちの目が届く範囲で、木の良さもア
ピールできる木材・建材の販売も含めた住
まいづくりのお手伝いをしていくべき、と
いう思いを強くしました。

小川　本当の意味での住まいを追求する、
そして住宅に木をもっと使ってほしい、と
いう方向に大儀が変わってきたということ
ですね。材木店出身の販売店様には、それ
を最大の武器にしてほしいと思います。
沼田　特にマンションは密閉された空間で
すので、そこで育つ子供たちの心身の健康
的な発育のためにも、今一度、和室を復活
させて「和」を入れて、内装材としての木
材を使っていきたいです。それが大工・工
務店様支援にもつながっていくのではない
かと思います。

接客の基本姿勢を学ぶ

沼田　さらに気づかされたことは、私たち
の接客姿勢です。高額の契約をいただいた
お施主様の中に、接客とはどういうことか
をアドバイスくださる方がいまして、目か
ら鱗が落ちる思いを痛感しました。
　打合せする人の身だしなみで「本当にこ
の人に頼んで良いだろうか」、特に女性から
はそういう目で私たちは見られています。
小川　それはあるでしょうね。
沼田　その最たるものが、この相談室のス
リッパ。「高級車を販売しているディーラー
の接客姿勢はどうですか、一生のうちで一
番高い買い物といわれる住宅にお金を出す
のですから、それに相応しい接客をすべき
でしょう」と。たかがスリッパですが、お
客様にとっては第一印象を決める大きな要
素になることなどをアドバイス頂いて、一

つずつ変えてきました。
小川　これは、同業の皆様が非常に興味を
もたれるお話だと思います。
沼田　当社では 5 年の月日をかけて徐々に
改善してきましたが、まだまだです。
　実際、イタリア料理のシェフから転身し、
職人さんの時間厳守・挨拶・靴下の汚れや
臭い、車の中も変え、完璧な接客と提案で
業績を上げている会社があります。それが
究極の目標です。
小川　私が聞いた話では、施主様と大工・
工務店様のマッチングのために設計案を出
したけれど、その一つは内容ではなく、タ
バコ臭で候補から外されたそうです。意識
を変えるきっかけが必要ですね。また、そ
れが当たり前の業界と見られている、そこ
を見直していく必要もありそうです。
　BtoC では、例えば木の目利きの方、腕の
たつ大工さんたちの豊富な経験や専門的な
知識を施主様ニーズにいかにミートさせる
か、この視点も重要だと思います。
沼田　まさに、そこです。さらに、ここを
収納にしたい、といった主婦目線が理解で
きる生活感が必要だと思います。そういう
意味では、この業界に女性の進出を促すこ
とも必要になっていると思います。
小川　リフォームは、今後取り組むべき課
題ですが、材木や国産材の活用、さらに耐
震改修や断熱改修が必要な住宅ストックが
数多くある、そこに出ていくべきなのは私
たち木建ルートだと思います。

地域の総合建築の相談所を目指す

小川　ご創業 100 年に向けたビジョンをお
聞かせいただけますでしょうか。
沼田　これまでの経験から、住宅は安さを
追求すべきではない、という思いを強くし
ています。しっかりとした接客で、良いも
のを提案し、それが施主様に納得されれば、
お金を出してくれます。それが実感です。
小川　住宅の量から質への転換が言われて
きましたが、“ 今がその時 ” でしょう。
沼田　この地域は高齢化がますます進み、
リフォームが中心になると思います。住宅
で困っている部分で地域の皆様を手助けす
るという意味でも、バリアフリー化、耐震
化を地域限定で進め、当社は「おもてなし」
を磨いて営業力強化、大工・工務店様には
木材の施工技術を遺憾なく発揮してもらっ
てリピートにつなげたいと思っています。
小川　大工・工務店様は技術者としての本
分を発揮いただける役割分担をされるとい
うことですね。因みに意匠性を伴う設計・
照明に関してはいかがですか。
沼田　そこはまだ弱い部分です。
小川　その分野を得意とする建築家集団も
ありますので、エキスパートの力を取り入
れて提案力を高めることも可能です。
沼田　創業 100 年までに成果を出す不退転
の覚悟で臨みたいと思います。
小川　2014 年は、私たちジャパン建材が
取り組むべき『サナギ 3 カ年』の最終年に
当たり、私たちも改革・変革の一定の成果
を上げなければいけない年です。
　東京オリンピック開催が決まったことで
市場が大きく変化していく転換点が先送り
されたと考えることなく、景況感が良い今
だからできることに取り組んで参ります。
　また、このトップ対談を通じて志を同じ
くする全国の木材・建材販売店様の連携に
つなげていただける情報発信にも努めます。
　本日はご登場ありがとうございました。
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沼田貢一氏の祖父が沼田材木店を大田
区北糀谷で創業。東糀谷に拠点を移し、
京浜工業地帯の成長を背景に業績を伸
ばす。第二次世界大戦中の経済統制下
で企業閉鎖を強いられたが、昭和 25 年
に再開し、社名を株式会社統一とする。
1982（昭和 57）年、現社長の父である
沼田允利氏が代表取締役社長に就任、
商号を株式会社トーイツとする。一般
住宅の新築・リフォーム、神社仏閣の

新築・改修など、多種多彩なお客様へ
の木材・資材販売を行いながら、新規
得意先様開拓を地道に続ける。
2008（平成 20）年、允利氏が会長に、
三代目社長に貢一氏が就任する。
2016 年の創業 100 周年の節目に向けて、
木材販売からスタートした会社の原点
に戻り、その強みを発揮して木材や国
産材を住まいに活用する提案に力を入
れている。

トップ対談

城南・羽田地区で唯一の製材工場をもって住宅総合資材販売に邁進しています。

株式会社 トーイツ

【会社概要】  
本　　　社　東京都大田区東糀谷 2-6-17
創　　　業　1917（大正 6）年
資　本　金　1,000 万円
従 業 員 数　19 名
年　　　商　16 億円

代表取締役社長

沼田  貢一  様
 ぬま　  た　　  こう  いち

【プロフィール】
1967（昭和 42）年　東京都大田区生まれ
1985（昭和 60）年　世田谷学園高校卒
1995（平成   7）年　株式会社トーイツ入社
2008（平成 20）年　代表取締役社長に就任



個性的な住まいづくり、大型木構造建築物や内装の木質化等々に取り組まれるお客様のために国内外の多種多様な
構造材・羽柄材、森林認証製品を取り揃え、有効かつ効率的な木材利用に役立つ製品・最新情報を提供しています。

　INFORMATION　file　№ 15
ジャパン建材　木材・プレカット部　木材課

4 2014.1

国産材って？ 国産材って、どこまでが国産材で、どんな種類のことなのよ！
“ わかっているよ！ ” と言いながら、はっきりわかっている人、
意外に多くないのでは？

　使用の用途、等級区別のライン、材種によって生かし方と使用
する場所が違ってきます。
　国内でも地域によって、同じ入母屋造りでも、使用する材が違っ
たり、加工の方法が異なったりします。

　銘木と呼ばれるグループがあるし、また杉ひとつとっても、葉
枯材の用材と上具材では原木の径が違ってくるし、材のグレード
も変わります。広葉樹には、絶対に広葉樹でなければならない用
途がありますし、桧やヒバにも絶対にはずせない用途があります。

　また、桧と一口に言っても、美作、日田、木曾、土佐、吉野、
……と数え上げれば、いくらでも産地ごとにそれぞれの材の特質
を備えた桧が挙げられます。

　ということで、各地の歴史と知識をよく知る国産材の製材・生産業
者と、付加価値をつけて使用する人々による話し合いの場を立上げ、
国産材使用を前に向いた戦略で進めていって、国産材のより発展的な
使用方法、そして販売のラインづくりに、会社として取り組んでいき
たいと思います。

　ただ直近では、国産原木丸太の急激な値上りと、丸太材の不足で日
本各地の製材所が不安を抱いている現況があります。また少しのイン
パクトで価格が不安定になるというのも、昔から国産材が抱える悩み
でもあります。
　プライスリーダーになるには長い時間がかかりますし、半端な立ち
位置では成しえないことではあると思いますが、少なくとも、杉や桧
の加工業者と常に良好な関係を築いていくには、安定した取引と情報
の交換がとても大事です。

　今後、ジャパン建材としても、国産材の情報を発信していきます‼
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新築中心の住宅市場から、リフォームに

よって住宅ストックの品質・性能を高め、

中古住宅流通で循環利用される住宅市場に転換

し、2020 年までに中古住宅流通・リフォーム

市場の規模を 20 兆円まで倍増させることを目

指す「中古住宅・リフォームトータルプラン」（平

成 24 年 3 月）。その中に中古住宅流通を促す

市場の環境整備のための施策の一つとして「イ

ンスペクションの普及促進（ガイドラインの策

定）」が掲げられている。

インスペクション（inspection）という言

葉の意味は、誤りや欠点の有無を専門的

立場から綿密に検討しながら調べること。住宅

業界で使われているインスペクションとは、住

宅診断・住宅検査のこと。すでに中古マンショ

ンや中古住宅の売買時だけでなく、新築入居時

やリフォーム前のインスペクションサービスが

民間事業者によって実施されているが、現場で

検査を行う際の技術力や検査基準等は事業者ご

とに異なる。

国土交通省が平成 25 年 6 月 17 日に公表し

た「既存住宅インスペクション・ガイド

ライン」は、中古住宅売買時や住宅取得後の維

持管理時（定期的な検査）で行われる既存住宅

現況検査（＝既存住宅に係る一次的なインスペ

クション）が対象。適正なインスペクション業

務が客観性・中立性を確保して行われることで、

既存住宅インスペクションに対する消費者の信

頼確保と、円滑な普及を図ることを目的として、

検査方法やインスペクションサービスを提供す

る際の留意事項等の指針が示されている。

豆事典

ホームインスペクション
住宅診断
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セルウォーム DX は医療機関で使用されている
「超短波治療器」をご家庭で気軽に安全かつ効

果的にご利用できるよう開発された商品。医療
機関と同様の治療がご自宅で可能に。あきらめ
ていた痛みなどの悩みを解消してくれる。

【超短波治療】
超短波治療は、内臓や筋肉、関節などの身体の
深部を温める。これは超短波が人体を透過する
ときに細胞に共振運動を起こし、摩擦熱が発生
するから。この温熱効果が血液の循環を促し、
身体の疲れや神経痛の痛みを和らげる。筋肉の
こり、筋肉痛の痛みの緩和にも。さらに胃腸の
働きを活発にする。

【スタートボタンを押すだけ】
セルウォーム DX は治療部位に合わせた高速自
動同調で、わずらわしい調節はいらない。スター
トボタンを押すだけで、あとはお任せ。首や肩、
ひざ、腰など、どこでも効率よく治療効果が得
られる。

【セルウォーム DX の主な仕様】

感性に響く、暮らしに融ける日本の伝統色

キッチン  ベリー  シャインカラーシリーズ（鏡面塗装扉）

からだの深部から、やさしく広がる温熱効果。
超短波治療器　セルウォーム DX

トクラス株式会社　

株式会社マルタカ　

区分 管理医療機器

一般名称 家庭用超短波治療器

販売名 セルウォーム DX

医療機器承認番号 21100BZZ00681A01

業務名称 UWM-02M

標準小売価格
336,000 円

（税抜価格 320,000 円）

電源電圧 AC100V

周波数 50-60Hz

消費電力 約 135W

質量 約 5kg（本体）

外形寸法 高さ430㎜×巾170㎜×奥行 340㎜（本体）

主な機能

自動同調機能

出力調整（8 段階）

急速スタート機能

室温 - 出力補正機能

安全装置
タイマー、安全停止機能

温度過昇防止機能、過電流保護回路

【手塗りグレードの上質感】
木材を熟知した熟練職人が、将来の経年変化ま
でを考慮して丁寧に塗り上げ、磨き上げた。深
みのある色合い、滑らかな表情と手触りが特徴
の鏡面塗装扉が上質感を醸し出している。

【日本の伝統色 114 色】
日本人ならではの美意識・感性から生み出され
た繊細な色合いを質感豊かに表現。お客様のお
好みやインテリアのテイストに合わせて選べ
る、圧巻の 114 色をラインナップしている。

【ワークトップは安心と信頼の人造大理石】
トクラスのキッチンはカウンター・シンク共、
全て自社開発の人造大理石製。スキマ・段差の
無いなめらかな仕上げで毎日のお手入れがとて
も簡単。汚れ、キズ、熱、衝撃にも強く、毎日
のお料理に気兼ねなくお使いいただける。30
有余年の開発実績を持つ、安心と信頼の素材で
ある。

110 余年におよぶピアノ塗装を継承したトクラスならではの技術による「手塗りグレード」。
インテリアのテイストに合わせて選べるキッチンには長く使える安心感も、プラスされている。
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登録番号　東京都知事(3)第30759号

お問合せ・お申込みは

ハウス・デポ・パートナーズ は
工務店と家づくりを住宅ローンと各種保険で応援します。

ハウス・デポ・ジャパン は
全国の建材店をネットワーク化することで

工務店との家づくりをお手伝いしています。

株式会社ハウス・デポ・ジャパン
〒 136-0082　東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー 5F
TEL：03-5534-3811　FAX：03-5534-3819　　担当：松本
ホームページ：http//www.housedepot.co.jp/

メリット 6 国策に対応するための支援と情報配信
業界の旬な情報に加え、国の政策に対応するための支援を会員様にご提供いたします！

メールマガジン
ご入会時に E メールアドレスをご登録頂きますと、

約 1カ月に 1 度のペースで旬な情報についてご連絡させて頂きます。

配信情報
◦旬な国策情報　　◦今月の住宅ローン金利　　◦住宅着工統計
◦認定住宅の認定状況　◦ Bulls  Business（当誌）記事紹介　　等

会員様向けに、国の政策に対応するための情報提供としてセミナーを開催いたします。
近年、住まいづくりに直結する補助事業が多くなっておりますので、情報配信と勉強会にて
より綿密なサポート体制を目指します。

情 報 配 信

セミナー・勉 強 会

お役立ち！

JK 北海道サポートセンター
TEL：011–837–1888 JK 東北サポートセンター

TEL：022–284–2769

JK 首都圏サポートセンター
TEL：043–214–5235（千葉）
TEL：045–349–4110（横浜）

JK サポートセンター
TEL：03-5534-3713

JK 関西サポートセンター
TEL：06–4702–8151

JK 中部サポートセンター
TEL：052–758–6877

JK 中四国サポートセンター
TEL：082–250–5051

JK 九州サポートセンター
TEL：092–761–7138

JK 関東サポートセンター
TEL：048-864-2081

是非、『快適住実の家』に
ご入会ください‼

お問い合わせは担当営業まで。

国策に対応するための支援と情報配信

住宅瑕疵担保責任保険の割引
メリット 4

メリット 6

住宅履歴管理サービス〈住宅履歴の図書館〉

JKサポートセンターご利用料金の優遇

地盤情報・相談サービスのご提供

企画住宅のご提案（予定）
メリット 2メリット 1

メリット 3

メリット 5

金槌と矩尺を持つビーバー。

その黄色は「元気」を、
背景の水色は川やダムを現しています。

ビーバーは、川やダムなどで枝を拾い集め、

巣（家）を作り、家族で暮らす動物です。
家族のために安心と信頼の家を作る元気なビーバー。

その「元気」を応援していきたい、
そんな意味と願いがこめられています。

ロゴマークの

由 来

『快適住実の家』事務局

旬な情報をいち早くメールにてお送りしますので、
◆情報のキャッチ　◆社内での情報共有　等に非常に便利です！
是非ご活用ください。



〒 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
　10 月 の 新 設 住 宅 着 工 戸 数 は
90,226 戸（ 前 年 同 月 比 107.1 ％）
となり、前年同月比で 14 カ月連続
の増加、季節調整済年率換算値では
103.7 万戸ベースとなった。
　持家 33,967 戸（同比 117.6％）、
貸家 35,059 戸（同比 103.3％）と
増 加 し、 分 譲 は 20,502 戸（ 同 比
97.3 ％） で 6 カ 月 ぶ り に 減 少 し
た。分譲の内訳はマンション分譲が
8,509 戸（ 同 比 82.3 ％） で 6 カ 月
ぶりに減少、戸建分譲は 11,766 戸

（同比 110.4％）で 14 カ月連続の増
加となった。地域別では首都圏で減
少したが、中部・近畿・その他地域
は増加となった。
　木造住宅は 53,217 戸（同比 114.8％）
で過去 10 年間での最高着工数とな
り、全体に占める木造比率も 59.0％
で前月から 3.5 ポイント増加した。

国内合板
　10 月の国内合板生産量は 25.3 万
㎥（前年同月比 107.3％）と発表さ
れた。そのうち針葉樹合板の生産量
は 23.8 万㎥（同比 111.1％）、出荷

量は 24.6 万㎥（同比 111.9％）とな
り、過去最高の生産量・出荷量となっ
た。10 月の針葉樹合板在荷量は 13.7
万㎥と前月から減少し、出荷量の 0.56
カ月分と低水準のまま推移している。
　10 月以降、直需ルートの旺盛な
出荷状況に加え、木建ルートの実需
も顕在化しており、11、12 月には
配送面での遅れも生じた為、混乱を
きたしてきている。1 月以降もこの
状況は続くと思われ、早めの手配を
心がけたい。

輸入合板
　輸入合板の 10 月の入荷量は 27.4
万㎥となり、3 カ月連続で 30 万㎥
以下となった。11、12 月も堅調な
出荷状況となり、全体の在庫量も減
少し、アイテムによっては欠品も出
てきた。
　1 月以降も入荷量の急激な増加は
無く、12 月同様の状態が続くと考
えられ、価格についてもジリ高で推
移していくと思われる。

1 月以降も国内・輸入合板ともに晴
れの状態が続くと思われる。

合 板 天 気 図晴
ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊

　新年あけましておめでとう御座いま
す！　お得意様はじめ仕入先様には、
平素より格別のご支援を賜り心より感
謝申し上げます。

　当営業所が所在します八戸市は、太
平洋に臨む青森県の南東部に位置し、
夏は偏西風（ヤマセ）の影響を受け冷
涼で、冬は北東北にありながら降雪量
が少なく晴天が多い、とても住み心地
の良い地域です。
　臨海部には大規模な工業港、商業港、
漁港が整備され、その背後には工業地
帯が形成されており、全国屈指の水産
都市であります。八戸港に水揚げされ
る主な魚種は、イカ、サバで数量は全
体の約 8 割を占めています。特にイカ
は長年にわたって水揚げ日本一を誇っ
ています。当然、イカ刺し、シメサバ
はお勧めです。
　 こ う し た 水 産 物 の 他 に 最 近 で は
2012 年 B 級グルメ日本一になりまし
た、八戸せんべい汁はお勧めです（当
営業所管内　十和田バラ焼きも美味し
いのでお勧めです）。
　また青森と言えば「ねぶた祭り」は

全国的に有名ですが、八戸三社大祭は
日本一の山車祭りと称され国の重要無
形民俗文化財に指定されています。
　このような環境と、温かいお客様、
仕入先様に支えられ、北は日本 3 大霊
場の一つである恐山、大間のまぐろで
有名な下北半島から、南は NHK 朝の
連続小説「あまちゃん」のロケ地とな
りました久慈市まで、そして秋田県大
館市を含めました地域を 5 人の営業
マンを中心に総勢 14 名のスタッフが
日々活動しております。

今後もお客様のお役に立つよう、常に
情報の発信源になれるよう所員一同邁
進して参りますので、ご指導、ご鞭撻
を宜しくお願い致します。

所長　鈴木  正貴

ジャパン建材
東日本グループ

東北営業部

八戸営業所地域活性隊

めざせ

To  The  Next  Stage
お客様満足度 No.1 を目指します！

三陸復興国立公園は三陸地域の復興に貢献するために平
成 25 年 5 月に創設された国立公園です。八戸市の種差
海岸もその指定を受けています。自然の恵みや暮らし、
文化を体感できる三陸復興公園にぜひお越しください。


