
司会◆本日は、2014 年の住宅着工戸数や国内
外の合板の状況がどのようになっていくかにつ
いて忌憚ないご意見を伺わせていただければと
思っております。宜しくお願い申し上げます。
　まず、弊社代表取締役社長小川よりご挨拶さ
せていただきます。
小川◆本日はありがとうございます。商社の
トップの皆様に予想を伺うこの「新春トップ座
談会」は、業界の注目度が高いことは言うまで
もなく、過去、皆様の予想が実際の数字と外れ
ることなく推移しています。本日も忌憚のない
ご意見と、ズバリお考えをお聞かせいただけれ
ばと思っております。
　冒頭から 2014 年の予想をいただくわけです
が、それを踏まえて各商社様がどのようなと
ころに力を入れていかれるのかについても大
事な論点としてお聞かせ願えればと思います。
宜しくお願いいたします。

合板市況の先行き
司会◆ 2013 年は年初に国内合板が仮需的な動
きで高騰し、その後落ち着きましたが、輸入
合板は 9 月の決算期に価格に乱れが生じ、年
末には市場が引き締まってきたことによって
国内合板も輸入合板も足りなくなって価格も
戻ってきました。2013 年は目まぐるしい市況
の 1 年でした。2014 年の国内合板・輸入合板
の今後の流れ、先行きについてお話を聞かせて
いただきたいと思います。
柴田◆日本の輸入合板、国産合板の比率は、
2012 年が、58 対 42。2013 年が、56 対 44 と、
輸入が、2％落ちて、国産が、2％伸びました。
ここが、今後を占う一つのポイントと思います。
　何故、輸入が、落ちたのかと言えば、円安と
インドネシア、マレーシアの人件費等のコスト
アップが原因です。この要因で、輸入と国産の
価格競争力が、逆転しました。国産合板の方が、
輸入合板よりも、価格競争力がついたと言える
でしょう。
　たとえば、国産丸太が、昨年 20 万㎥海外に
輸出された事でもわかるように、日本の丸太
は、円安もあり、海外の丸太に対して価格競争
力がついたと思います。

　一方、インドネシア、マレーシア共に、この
3 年間の間に現地通貨ベースで人件費は 50％
以上上がっています。ディーゼルは、国家補
助がなくなったこともあり、インドネシアで
34％、マレーシアで 38％の値上がり。ドル建
ての海上運賃は、25％以上上がっています。
非常にラフな計算ですが、3 年前に、コンパネ
が、㎥あたり、US ＄400 位のコストであった
ものが、今や、US ＄500 近く迄、上がってしまっ
ているのが、実態です。
　今後は、国産が、増えるという流れに向かう
でしょう。将来は、輸入、国産 50％ずつとい
う時代は、意外と早く来るでしょう。
　また、輸入は、植林木合板が増え、国産も、
国産材を使った針葉樹合板が増えます。
　国産材は、植林ですから、植林合板比率は、
益々高まっていくと思います。天然木から、植
林木へと大きな流れとなるでしょう。
梅木◆まず国内合板ですが、針葉樹合板が今年
前半は順調だと思います。ただ後半から需要が
落ち込んできますので、供給が上回って価格の
居所が下がっていくのかなと思っています。ま
た塗装コンパネは、各社設備も増強し、今年は
供給数量も増えてくるのではないかと思います。
　特に注目したいのは、国内合板が輸出に回る
可能性が出てくること。海外には 4 × 8 のマー
ケットがありますので、国産のスギの価格競争
力をもってすれば輸出もあり得るかもという
期待です。
　輸入合板については、今の流れでいけば、植
林材・認証材がどんどんシェアを拡大していく
だろうと思います。また中国、インドネシア等
の購買力が上がってきて、相対的に日本の購買
力がかなり低下するだろう、という見方をして
います。
　アイテム別では、薄物は、MDF への切り替
えが更に進み、フロアーベース用は国内合板
と繊維板が増えているので、これ以上増える
ことは考えにくいと思います。コンパネにつ
いては合板に代わるものはないと思いますが、
住宅着工数と公共事業の量に左右され、それに
応じて価格も変わるだろうと思います。
竹下◆先ほどお話ししたように住宅着工数が
落ちても、自民党政権下で復興やリフォームの

需要が大きく伸びてくるでしょうから、合板需
要の総量は 2013 年より増え、国産、輸入合板
それぞれが良い流れになると思います。但し国
産合板は現状の生産能力から 300 万㎥がフル
スイングの限界、それ以上の持続的な生産量
は、新しく設備を増設しない限り無理と思いま
す。ですから、現状では不足する量は高くとも
輸入合板を使わざるを得なくなり、輸入合板へ
の浸食も限界はあります。
　以前、国内の合板メーカーは国産スギで塗装
コンパネを作ろうと努力して来ましたが、強度
の問題を克服できないということで、現在は、
米マツに国産ヒノキ、ラーチに国産カラマツ
を合わせて使う工夫をし、品質の良いコンパ
ネを実現しています。これにより輸入合板へ
の浸食は塗装コンパネから始まり、長期的に
は輸入のコンパネが崩され、次にフロアーベー
スが崩されてくるのだろうと思います。
　輸入合板の市況で特に注意したいのは、中国
やベトナム等の新興メーカーからの合板。特
に薄物。これが何かのタイミングで一度にドッ
と入ってくると、これらの合板価格は直ぐに崩
れると思います。
工藤◆新設住宅着工数は 10％ダウンという予
想を先ほどお話ししましたけれども、実際に
2014 年に合板が使われる状況を考えますと、
住宅だけでなく木造非住宅や道路、トンネル、
橋梁等、老朽化したインフラの改修や復興事業
に使われたりするなど、かなりプラス要因があ
りますので 2013 年よりも、もしかすると需要
は多く出てくるかもしれないと思っています。
　そうした中で国産の針葉樹合板については
柴田さんのお話に出ましたように、国産の比率
を高めるという国の施策があって伸びてきた
ということはありますが、それだけではなく、
国内の合板メーカーさんが国内合板の品質を
高めて安定させて、さらに用途開発に努力され
てきた、これが国産合板の比率を高めてきて
いるということがあると、私は思っています。
そういうことを考えますと、メーカーさんの付
加価値指向はさらに高まってくるだろうと思
います。
　問題は、メーカーさんの方向性がルート向け
から直需に向いているのではないか、というこ

と。簡単にいえば、大手ハウスメーカーさんや
ビルダーさんが「合板が足りない」と言うのを
聞いたことがありませんので、直需向けが優先
的に流れているのではないか、と思うわけです。
　原料面では森林整備加速化事業とか、基金に
よってかなりの大型製材工場ができてきてい
ます。これに対して造材面に遅れが出ていて、
その結果、丸太価格が上昇しています。しか
しながら、コスト転嫁ということを考えます
と、直需では量は安定して出るけれども価格
転嫁が極めて厳しい、逆にルートは価格転嫁
が比較的しやすい、このあたりが合板メーカー
さんにとって難しい年になるかもしれません。
円安の影響で輸入の丸太や単板価格も上がっ
てコストアップしていますので、これを価格転
嫁することが国産針葉樹合板の課題ではない
かと考えています。
　広葉樹合板に関しては、厳しいコスト競争ど
ころではなく、隙間産業的な製品、例えば「防
虫合板」などに特化せざるを得ない状況になっ
てきていると思います。
　また、輸入合板は、ますます天候に左右され
やすい供給状況になってきていること、中国や
インドのマーケットがパワーアップしている
ことによって価格が硬直的になってきている
ことが挙げられると思います。これを我々がど
のように処理していくかということになって
いくかと思います。
　マレーシアについては、植林木の比率が高
まっていくだけに品質管理が今以上に重要に
なってきて、価格が高くて品質が悪いでは通用
しないという認識をもって努力してもらいた
いと思います。また一方では、日本でもこれを
使いこなす技術研究を続けていく必要がある
と思います。
　インドネシアに関しては、賃金上昇などコス
トアップの状況にありますので、国内景気がか
なり良いことで国内向け比率が高まっていま
すので輸出が減ってくると思います。
　梱包用の中国のポプラ合板については、すで
にベトナム製品に侵食され始めています。LVL
と構造用ユーカリ合板工場がありますが、中国
の場合は信頼感が大きな要素になってくるだ
ろうと思います。
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2014 年合板・建材業界予測
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今年で第 9 回目を迎えた東京・
東北 JK 合板会の機関紙『JK 合
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の仕入先様である商社トップの
皆様の声をご参考に今後のご商
売に是非お役立てください。
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小室◆私も、2014 年の大きな流れとしては、
やはり国産合板がよりしっかりとした位置づ
けになっていくだろうと思います。まず合板
メーカーさんの努力もあって品質面が非常に
向上してきていることがありますし、新規需要
開発という面でも、先ほど樹種のお話も出てい
ましたけれども、そういう研究も重ねて新しい
分野の需要も広がっていくと思います。目先
の問題としては、材料の不足感も出ていますけ
れども、国がバックアップしていることもあっ
て、それも解決されていくだろうと思います。
　一方、輸入については、マレーシアも、イン
ドネシアも、基本的にシッパーが苦しくなって
きている、工藤社長のお話にもありましたが、
賃金に関しては、まだまだ紛糾の真っ最中で、
ある労働組合は 40 〜 50％アップの要求をして
いる状況です。大臣から「物価上昇率＋ 5％〜
10％にあたる 20％で落ち着きなさい」という
指導がされていますが、それに対して猛反発が
起きている、ですからコストアップ要因は定ま
らない、上がることはあっても下がることはな
いでしょう。
　2014 年 7 月にインドネシアでは大統領選挙
があります。これに向かってますます環境問
題や伐採規制が厳しくなるだろうということ
がありますので、コストも量も含めて長い目
で見ると輸入合板は厳しくなっていくのかな、
とみています。
植木◆私も、針葉樹合板を中心に堅調な需要
と供給体制が見通せると考えています。国産
針葉樹合板につきましては耐震性能や長期優
良住宅をキーワードにして厚手化が進んでゆ
くと考えています。国内の合板メーカーは新
商品の開発に力を入れておられ、2014 年秋以
降には新設の合板工場も予定されていますが、
それらも含めて針葉樹合板の需要は堅調に推
移するのではないかと考えています。
　一方で針葉樹合板の原料比率の 7 割強を超
える国産材は若干タイトになって来ていて、今
後とも局面によっては原材料の取り合いが起
こるのではないかと考えています。国産材の
現状の自給率約 28％を 50％にしていくという
大きな国の方針がありますが、その実現のた
めには地道な路網整備ですとか、付随する色々
なことを進めて行く必要があると思います。合
板業界としても国の施策に呼応して国産材の
利用を進めてきておられますので、それに見合
うような安定した国産材の供給が今後の課題
になって来ると考えています。
　輸入合板についてはマレーシアサラワク
州の原木の生産減少が気になるところです。
2013 年初来の原木不足の原因とされていた伐
採地の奥地化、あるいは大型ダム建設による搬
出道路の迂回によるコストアップ、伐採重機の
老朽化等々は、まだまだ改善しきれていない
状況です。実際に 2013 年 1 月〜 9 月のサラワ
ク州での原木生産量は 607 万㎥、これは前年
の 725 万㎥に比べて 18％の減少という話も聞
いております。そうした原料面のタイトな状況
は当面続くと思われます。一方で、すでに現地
の大手メーカーが大掛かりな植林木を手掛け
ていますが、まだ完全に補完できるところまで
は至っていないように思います。
　インドネシアについては、かつて 120 社を
超えていた合板工場が 10 数社に落ち込んでき
ましたけれども、最近では小径木のロータリー
レース導入を行うといった新たな設備投資の
話も聞こえてきています。今後は、そうした設
備投資をしているメーカーで植林木、小径木
などの低コスト素材を加工できるところがマ
レーシアに対抗してゆくのではないかと考え
ています。
　ただし、インドネシア、マレーシアともに労
働賃金の上昇、電力料金や接着剤の値上げな
ど、コストを押し上げる要因が目白押しになっ
ていますので、今までのやり方から、より付加
価値の高い商品開発を現地のメーカーもそれ
ぞれに考えていると思います。
　中国合板につきましては、今までのポプラの
LVL や梱包材に加えてユーカリ材を利用した合
板が徐々に日本に入ってきていますので、こう
いうところに注目する必要があると思います。
　ベトナムについては、現状は価格重視の梱包
用の安い商品ですが、ベトナムでも労働賃金
が上がってきていますので、価格がどこまで維
持できるか。今まで伸びてきたベトナム合板で
すが、コストとの兼ね合いが今後の課題になっ
て来るものとみています。
司会◆皆様のお話からも、国産合板につきまし
ては国産材価格が国際的な安さをメリットと
して享受して 2014 年もフルスロットの 300 万
㎥までいくかもしれないという感じで、良い
方向にいくのではないかと思います。また輸
入につきましても、皆様のお話にありました
ように現地のコストアップが国内での価格に
転嫁できていくのかということもありますが、
住宅着工数を住宅 1 棟の合板使用量で割り返

した数字では計れない、2013 年の住宅着工数
に含まれる工事の遅れ、非住宅への使用、復興
需要等々を含めますと、2014 年も合板需要は
良い状況が継続するのではないかと思います。
　私どもの『ブルズビジネス』記事の合板天気
図原稿を毎月書いておりますが、2014 年は毎
月「晴」でいけそうです。業績も合板業界の好
調感に相応して伸ばしていきたいと思います。

2014 年合板業界・建材業界への
期待と抱負
司会◆これまでのお話と関連する部分もある
かと思いますが、2014 年の合板業界と建材業
界全般の景況感、新年の抱負をお聞かせいただ
けますでしょうか。
柴田◆針葉樹合板については、昨年末より、不
足状況が続いています。3 月末に向け、この状
況はまだ続くでしょう。そして、この好況感が、
年央までは大丈夫でしょうが、年後半は駆け込
み需要の反動減がありますので、その時期は価
格的に弱含む可能性は高いと予測します。
　しかしながら、輸入合板のコスト面から見る
と、基本的にコスト背景が以前と異なってお
り、多少の下げはあるものの、大きく下げると
いう可能性はまずないと思います。
　建材業界も、現在のような欠品状況は徐々に
解消し、年後半は需給が一致し、欠品問題は解
消されるでしょう。
　新年の抱負に関しては、2020 年の省エネ義
務化、あるいは、ネット・ゼロ・エネルギー住
宅の標準化に向けて、今後、断熱材、太陽光発
電等のエコ商品の拡大が見込めるので、力を入
れて行きたいと思います。また、合板について
は将来への流れに合わせ、出来る限り植林木
合板比率を高めようと思います。「エコ」をキー
ワードにやっていく所存です。また、木構造大
規模建築物時代に、備えた手を打って行きます
し、リフォーム時代に合わせ、水回り商品に一
層の力を入れていきます。
梅木◆まず、国内の合板工場の設備投資が進ん
でいますので供給圧力が高まり、今年後半に向
かっては価格が厳しくなっていくのではない
かと思います。また、現地の原材料や賃金など
コストもアップしており、今年後半の状況に合
わせ、輸入業者の対応が大きなポイントになっ
てくると思います。
　建材業界の動向は、消費税増税の問題はあ
るとしても、一番大変なのは職人不足であり、
正直言って解決策が見つからない状況です。資
材については、国産材価格がヒートアップして
いますが、このような状況がつづくと、せっか
く国産材を使っていこうという機運が高まっ
ているにもかかわらず、逆に国産材離れが起き
るのではないかと危惧しています。
　住宅関係では 2020 年の省エネ基準義務化に
向けて断熱材、断熱サッシが段々と注目されて
きて、こういった環境商品がますます伸張する
と思いますので、我々もこういう分野に力を入
れていきたいと考えています。またリフォーム
についても、私どもの関係会社の住友林業ホー
ムテックでは消費税増税前の駆け込み需要、特
に高額物件の受注がかなりありましたが、4 月
以降の反動に危機感を感じています。
　また、非住宅市場では、特にサービス付高
齢者向け住宅の登録が昨年 10 月に 13 万戸を
突破しましたが、旧民主党政権では 60 万戸
だった目標が、安倍政権では UR（都市再生機
構）等の既存施設の改修・建て替えも含めて
100 万戸に増やそうといったことも検討されて
いると聞きますので、こういった建物への資材
供給も進めていきたいと思っています。
竹下◆需要は今年も確実にありますので、合板
にしても、建材にしても、月次予算が予算どお
りキチンと出てくるような穏やかな展開では
ないかと思っています。
　一般に建材はスムーズに流れ 2014 年は良い
年と思いますが、建材業界の懸念として三点が
あります。
　一つ目は人不足、山の人、工場の人、建設現
場の人、トラック、ロジスティックスの人が足
りませんが、解決策も特効薬もない状態です。
これらの人々が少なくとも普通の生活を送れ
るような給料や社会保険費用を製品価格に織
り込み消費者がきちんと支払うこと、これが
大事だと思います。川上から川下、エンドユー
ザーに至るまで、その大切さを理解させること
に業界挙げて取り組まなければならないと思
います。同時に、住友林業さんが手掛けてい
らっしゃる大工学校のように、職人を育てる仕
組み作りを、木材・建材・住宅業界を挙げて国
にも働きかける必要があると思います。
　二つ目は、供給不足の場合における輸入業者
の姿勢です。供給不足時には産地価格も上昇
しますが、その対抗手段として見知らぬ海外生
産者の安価だが品質に不安のある製品や、JAS
偽装品を知らずに輸入してしまう可能性が大
いにあります。生産現場での品質管理のチェッ

クとコントロールにつき、業界全体で監視する
必要があります。
　三つ目は、断熱材です。断熱材の一部は、住
宅だけではなく冷蔵庫や土木工事の盛土の際、
盛土の量を減らすためその内部にも使われて
います。景気が良くなり家電が売れる、復興に
伴う土木工事の拡大といった非住宅分野の需
要が出て来ることで、住宅業界への断熱材供給
が減りはしないかと懸念しています。
　今年、当社は新たに「減災・防災」に取り組
みます。最近の世界的な異常気象による自然災
害の多発は深刻ですが、これに対する備えを強
化し、世のため国のため率先垂範して取り組み
ます。
工藤◆ 2013 年のように合板景気が 1 年間にわ
たって続いたことは、私が社長になって 13 年
になりますが、初めての経験です。従来は 3
カ月、半年で反落していましたので、いつ悪
くなるかと常に警戒しています。また 2014 年
の不安材料は、消費税増税 8％導入後の落ち込
みだと思っていますが、今の環境から推測す
ると、その心配を非住宅などでカバーして良い
状況が続くだろうと思っています。その結果、
価格暴落はないだろうと思いますが、何か他の
要因があって価格が暴騰すると、その後の落ち
込みが怖い、と思っています。
　建材業界全般については、メーカーさん、流
通の再編はまだ終っていないと思っています。
また、ヤマダさんのような業界外からの勢力が
他にも出てきかねないとも思っています。もう
一つは、3 割近い値上げがされた合板・木材価
格が転嫁できない会社もあり、転嫁スピードの
差が企業体質の差になってきているというこ
とです。2014 年は負け組に対する与信管理が
重要になってくるかもしれません。
　全体としては悪い要因はほとんど見当たら
ないと思っております。逆に言えば、職人さん
や供給の制限の問題があって、需要が増えても
何ともならないということで、今以上に良い要
因もあまり見当たらないので 2013 年並みで動
くだろうと思っています。
　当社は酷い状況になっても何とかできるよ
うな会社にするためにできるだけ早く財務体
質を固めたいと思っていまして、あれこれ言う
よりは、儲けて財務体質を強化する方向で今年
一年頑張っていきたいと思っています。・
小室◆合板の需要は確かなものがあるわけで
すから、国内合板を中心に年前半は堅調に推移
していくのではないかと思います。価格の大き
な乱れもそうないだろう、と。これは期待も込
めての話ですが、消費税が 5％から 8％になる
ことが話題の中心ですが、8％から 10％になる
かが 2014 年の年末に決まることになっていま
すので、多分、年後半には 2 回目の増税前の
動きというのも、消費者マインドが変化して
いる状況があって、それも期待できるのかな、
と思っています。
　需要はつづいている、せっかく商売も伸び
ているなかで、需給バランスの崩れは恐らく 2、
3％の差で起きるものだと思いますので、学習
効果も生かしていただいて、ぜひ需給バランス
の崩れを起こさないように、大切な戦略商品で
ある合板の盛況感を合板業界のみならず建材
業界の皆で享受していく形になって欲しいな、
というのがお願いも込めた気持ちです。
　私も、省エネ基準の改正、あるいはゼロエネ
ルギー住宅に注目しています。私どもは数年前
から断熱も含めた環境商品対応、環境商品の扱
いをしっかりと増やしていきながら、環境に配
慮したビジネスを展開していきたいと思って
おります。
植木◆合板関係につきましては先程から出て
いますように堅調な需要、コストアップなどの
要素があるなかで、過去にあった相場の乱高下
による合板離れが起こらないように商品開発
を進め、安定供給・安定価格に業界全体で努力
してゆけるような 2014 年に、あるいは将来に
なっていけば良いと思っております。
　2014 年の建材業界全般は、アベノミクス効
果による景気の高揚感・企業の業績回復・雇用
の改善・政府の住宅取得支援策を背景に引き
続き堅調な推移が見込めると思っていますし、
また、東北の復興についても業界をあげて取り
組むべきであると思っております。
　一方で中期的には日本は少子高齢化の問題
があり、いずれ需要が減退することは避けら
れないと考えています。住宅業界自体がフロー
の時代からストックの時代に入っていくとい
うことも必然と考えています。環境問題、エ
ネルギー問題への対応という点でも「省エネ・
創エネ・蓄エネ」という時代のニーズが高まっ
ています。また、木材の自給率 50％を目指し
て国産材活用が推進されてゆきます。新興国の
台頭も、成長率は鈍ったとはいえ見逃せない状
況です。こういった課題を念頭において、目先
の好業績に浮かれることなく、先々を見据え、
早め早めに打つべき手をそれぞれの企業が考

え、さまざまな打ち手を出して来る、2014 年
はそういう面白い年になりそうだと思ってい
ます。数年後に振り返った時に、「あの時が転
換点だった。」というような年になるかもしれ
ないと思っています。
　当社としましては、「木質素材の強化」を掲
げており、また「施工力強化や非住宅分野の強
化」にも取り組んでいます。そして、太陽光も
含めた環境対応型商品にも益々力を入れてゆ
きたいと思っています。
司会◆ありがとうございます。
　弊社としては、2014 年の合板需要の 1 回目
のピークは、国内・輸入ともに 3 月末にかけ
てとみております。年前半は駆け込み需要も
あって順調に推移していくと思いますが、年後
半は多少の落ち込みはあることを予想してい
ます。国内については合板メーカーさんが需
要に応じた生産を続けていくことで順調に推
移するでしょうし、輸入合板も需要に合った
輸入量を維持していくことで価格変動がない、
今の良い状態がつづいていくだろうと考えて
います。
　では、本日の締めくくりとして小川よりお話
をさせていただきます。
小川◆冒頭でお話ししましたように、2014 年は、
前半の好調は間違いなく、年後半もそれほどの
落ち込みはなく、総じて明るい年になると思い
ます。業界の需給バランスがとれた形でこの 1
年間が推移してもらいたいと願っています。
　また住宅投資という点から見たときに、私
は、リフォーム需要がかなり伸びてくるのでは
ないだろうか、と思っています。そういう意味
では新設住宅着工数 90 万戸と申し上げました
が、実態の肌感覚でいうと、2013 年に引けを
取らないような景況感はあるのではないかと
思っています。
　実際に 2020 年までに中古住宅・リフォーム
市場を 20 兆円にするという国の方針もありま
すし、現実問題として、私自身がそうですが、
二世帯住宅に住むことによって相続税が抑えら
れるといった減免措置があります。いずれにし
ても新築需要にリフォームを加えて良い状況が
しばらくつづくのではないかと思われます。
　2015 年に消費税率 10％が導入されるとい
う前提をとったときに、2015 年が一つのター
ニングポイントになる、団塊世代もピークア
ウトして 65 歳以上になってしまう、また世帯
数自体がそこから減少に転じる潮目の年にな
るということで、ジャパン建材は 2012 年から
2014 年までを『サナギ 3 カ年』と位置付けて
変革・改革を推進しています。本年度はまさに
その最後の仕上げの年になります。まだまだや
り尽くしていないことはたくさんありますが、
総仕上げをして完成することが目標であり、今
年の抱負です。
　社内的には人事システム等の改革がありま
すが、業界としての取り組みの一つとして「ハ
ウス・デポのさらなる強化」を掲げています。
木建ルートが弱体化しているとはいわれてい
ても、ジャパン建材は木建ルートで生きていか
なければなりませんので、人づくり・店づく
り・もの（提案）づくりが非常に大きな要素に
なります。先ほど来、職人不足が深刻だとい
うお話が出ていますが、実際に職人さんをしっ
かり育て、抱えて、あるいは提携して取り組
んでいる会社は大きな力を発揮されています。
そうしたノウハウを全国に広げていく、あるい
は施工店と提携をしていくことでホームセン
ターや家電量販店のリフォームとの差別化を
図っていく、そのポイントは大工さんのお家
芸である躯体にかかわるリフォームであると
思っています。
　先ほど柴田社長が社内で「リフォームは水廻
り」と定義づけているというお話がありました
が、水廻りのリフォームは競合相手が非常に多
いのが現実です。ところが耐震改修・断熱改修
となると、設備のリフォームをされている方々
には手が出せない部分です。そこに勝算がある
と思いますが、大工さんたちはリフォーム受注
に二の足を踏んでしまっています。それをでき
るようにするシステムを創るのが私たちジャ
パン建材の役割ですし、提案していきたいと考
えています。
　私と同じ世代の次世代経営者で「今後 20 年
間どのようにして生き伸びていくか」で悩んで
いらっしゃる方がたくさんいます。これをテー
マに共に学び合う座学の場、あるいは仲間づく
りの場をジャパン建材としてしっかり設けて
いって、そこに属することによって「自分は成
長できている、会社は成長している」ことが実
感できる、ハウス・デポをそういう場にしてい
くことも大事なことだと思っています。それ
が、ジャパン建材として今年のある一定の成果
物として出したいこと、目標としています。
司会◆長時間にわたり 2014 年についていろい
ろな角度から分析いただき、貴重なお話を聞か
せていただきましてありがとうございました。



造作工事に特化して業態確立
小川　中園様のご創業は昭和 49 年、創業
当初から工事主体、ご創業者は中園社長様
のお父様ですね。
中園　はい、先代は義理に厚く、大手ゼネ
コン工事下請の建築工事会社「松本組」に
仕え、「中園組」を個人創業しました。
　職人上がりの気性の激しい、厳しい人で
した。私は内弟子として大工修業を終えて
入社。専務を経て二代目社長になりました
が、会長には良い話しかできませんでした。
小川　悪い話をしようものなら容赦なく叱
責されたということですね。
中園　ですから、悪くならないように、常
に良くなることを目指して努力しました。
小川　厳しい会長の存在が、業績向上への
励みになったということでしょうか。
中園　それはあります。当社は後発ではあ
りましたが、真面目に仕事に専念し、バブ
ル景気に巻き込まれることなく北九州地区
で力をつけてきました。
　当初、型枠も造作も手掛けていたのです
が、造作一本に絞り込むようになり、今日
につながっています。手前味噌になります
が、仕事の質と確実な納期で発注先から指
名されるほどの信頼を得ています。
小川　創業当時からマンションやビル工事
を主体にされていたということですか。
中園　はい、当社は戸建住宅を手掛けたこ
とはありません。
　建設業というのは波乱万丈、浮き沈みの
激しい世界で長い業暦の中では倒産する受
注先もありましたが、そういった会社から
当社に入ってもらった人もいます。倒産と
いうのは不良債権発生という負の要素だけ
でなく、人と人とのつながりがその後の受
注につながったというプラス面もありまし
た。ありがたいことです。
小川　仕事の基本はやはり、人と人の関係
ですね。中園様の役員さんはご兄弟でしたね。
中園　はい、私より 2 歳年下で 1 年遅れて
入社した弟が専務、4 歳上の姉が常務で財
務を担当しておりまして、姉私弟三人仲良
く仕事をしています。
小川　毛利元就の子供たちへの教え「三本
の矢」そのままに力を合わせ、会社を盛り
立てていらっしゃるのですね。

「お互い様」で絆を強める

小川　職人さん不足は全国的に深刻で皆さ
ん喉から手が出るほど職人さんが欲しい状
況ですが、中園様は職人さんとの強い絆を
もっていらっしゃいますね。中園様の強み
は、これだ、と思います。
中園　今、本社と福岡支店を合わせて約
130 名の職人さんがいます。
小川　受注物件に必要とされる職人さんは、
どのような内容の工事をされるのですか。
中園　造作工事をする人、プラスターボー
ドを貼る人、床を張る人、置き床を施工す
る人、さらに家具・建具の取り付けをお願
いしている職人さんもいて多種多様です。
小川　そうした職人さんたち全員を雇用し
ていらっしゃるということですか。
中園　いえ、外注で出来高払いの形をとっ
ていますが、100％当社の仕事に専念して
いただいています。
小川　こういう御時世ですから、当社にも
お客様から職人さん手配のご相談もありま
すが、資材と違ってこればかりは即応でき
ることではありません。130 人もの職人さ

んとの絆がある中園様には人が足りないご
苦労はないでしょう。
中園　そうですね、どの職人さんにも後継
者がいらっしゃって、当社の仕事を快く受
け継いでいただいています。
小川　それはありがたいことですね。その
陰には社長様はじめ常務様、専務様の地道
な努力があったと思います。信頼関係を築
くために特に力を入れていらっしゃるのは
どのようなことでしょうか。
中園　基本は「お互い様」ですね。ですか
ら当社では、外注の方と常に話し合いで単
価を決めています。時価が上がっていけば、
当然単価も上げてお互いに良くなっていけ
るように努力しています。また、月末締切
り翌月 10 日払いですが、支払いが早まる
ことはあっても、遅らせたことはありませ
んので、信用もいただいています。
小川　皆さんに「この人、この会社に尽く
せば、それだけのものが返ってくる」とい
う納得感がおありだからでしょうね。それ
は、ご創業のときからの方針ですか。
中園　はい。当社で受注する野帳場の大規
模物件では 50 人、60 人を要する工事もあ
ります。社員はもちろん、そこで仕事をし
ていただく職人さんも全員で力を合わせて
くれますので、決められた工期で完成する
ことを得意としています。
小川　素晴らしいです。職人さんたちとの
信頼関係によって良い仕事ができる、その
結果として仕事を切らすことがない、好循
環につながっているのですね。
中園　はい。当社の社員は管理や資材配送
だけでなく、現場で施工の加勢もしますの
で、職人さんたちも頑張ってくれる、そう
いう関係ができています。それが受注先か
らのリピートにもつながっている、と思い
ます。それが当社の取り得です。

やる気を伸ばす教育方針

小川　今、日本には職人さんが育つ環境が
なくなっていると思います。
中園　建設業界に限らず全ての分野で人を
育てていませんね。でも当社は、人を育て
るための投資もしています。
小川　そこです、どういうふうに教育され
ているのか、ぜひ聞かせてください。
中園　九州にある建築専門の学校で教授を
されている先生に 10 年ほど前からお願い
をして、やる気のある卒業生を推薦いただ
いています。そこ出身の社員が、すでに過
半数を占めています。
小川　建築士や建築施工管理技士の有資格
者を目指す若者を育てる学校と連携してい
らっしゃる、理想的な形ですね。
中園　この学校には建築技能士のコースも
あり、現在、当社には一級建築施工管理技
士 5 名、二級建築施工管理技士 2 名、一級
建築技能士 10 名、二級建築士 5 名、二級
福祉住宅環境コーディネーター 1 名がいま
す。
　ただ、現場で施工する者も、設計をする
者も、業務担当の者も、スタートラインに
立った時点の給料は全員同じです。
小川　なるほど、そこから更にやる気のあ
る人を伸ばしていくお考えですね。
中園　これまでの経験から、新人は 2 年間
くらいみっちりマンツーマンで教育したほ
うが良いと思います。それと同時に厳しく
育てることでしょうね。
小川　苦労しても、若いうちに基礎を体得
させる、ということですね。それは他の業

界にも共通する基本だと思います。
中園　向上心をもって頑張っている人は伸
ばしてやらなければいけない、そういう教
育方針です。
　評価を決めるのは毎日の仕事ぶりを見て
いる直接の上司です。何かあれば社長の私
まですぐに情報が上がってくる規模の会社
ですので、社内の風通しも良く、私からは
全員に「良いことは何でもやりなさい」と
言っています。
小川　学校との関係づくり、入社された方
たちを実践主義でオールマイティな人材に
育てる、そこまで踏み込んだ教育をされて
いる会社は全国でも数少ないと思います。
　中園様のような教育方針を実行されてい
る会社が日本に増えていけば、職人さんた
ちも胸を張って子供たちに誇れる仕事が続
けていける、そうなれば人手不足に悩むこ
ともなくなると思いますね。
中園　そしてリーダーシップのとれる気持
ちの強い、いろいろな発想もできる、競争
力をもつ人を育てていかなければいけない
と思います。
　同時に、将来の年金問題なども考えると、
さまざまな保障も必要です。
　その一方で、70 歳を超えて元気に現役を
続けていらっしゃる職人さんもいます。で
すからこれからは 70 代、80 代まで働く時
代になるかもしれませんね。そういうこと
も考えた給与体系が不可欠です。

小川　給与体系・雇用形態を含めて中・長
期的にも先を見据えた備えをされています
ね。住宅建材流通業界に生きる私たちは、
中園社長様のような考え方、仕組みづくり
ができなければ、今後の世の中の変化に対
応していけないと思います。
　働く意欲のある人に活躍してもらえる会
社にしていくことが、私たち経営者に課せ
られた大きな使命の一つですね。

市場占有率向上を目指す

小川　北九州エリアの新築マンションに関
して、大きなトレンドはいかがですか。
中園　需要そのものは多少減るとは思いま
すが、需要が減った分そのままの影響を当
社が受けることはない、と思います。
小川　その要因としては、北九州地区や福
岡地区の市場の中でのシェアがアップして
いることが大きいですか。
中園　現在、北九州地区で受注している工
事の約 70％が分譲マンションです。しかも、
この地域は義理と人情に厚く、地元企業の
牙城という特性もあります。
小川　良い意味で市場が守られているとい
うことですね。
中園　そうですね。北九州の地元ゼネコン
さんの業績向上も目覚しいものがありまし
て、おかげさまで当社が仕事を任せていた
だける環境にも恵まれています。
　ですが、福岡の状況は全く異なり、競争
は激しいです。
小川　そこに敢えて進出された理由がおあ
りかと思いますが。

中園　福岡には建材メーカーさんもあり、
ゼネコンさんの拠点もありますので、当社
としても営業の拠点が必要です。かつ福岡
市内で仕事もできればと、福岡支店を開設
してから徐々に力をつけてきて、やっと花
が開いてきた感じです。
　ですから当社の仕事量は、これからかな
り出てきます。前期は約 18 億円、中身が
良くなってきていますので、今期は 24 億
円になる見込みです。
小川　素晴らしいですね。
中園　当社は物販専門ではありませんので、
基本に則った正しい施工で質の高い仕事を
期日を守って完了する、これを続けていけ
ば、競争力は維持できる自信があります。
小川　さらにエリアを拡大されることもお
考えですか。
中園　すでに九州全土、山口でも仕事をし
ていますので、後ろ指差されることのない
範囲で九州を中心に西日本方面でも仕事が
できれば、と思っています。
小川　木建ルートの場合は、戸建住宅の新
築需要の減少分を中古住宅やリフォームへ
の取り組みで補うという方向で、皆さんす
でに動き始めています。既存マンション等
のリノベーションも、中園様では視野に入
れていらっしゃいますか。
中園　それももちろん考えていますが、現
状は、お客様限定で進めています。
小川　短期間でリノベーションしなければ
ならない中古物件に比べて、新築のほうが
工期にゆとりがあり、工程管理も職人さん
の手配もしやすいということはありますか。
中園　その通りだと思います。ただ、当社
では人を育ててきましたし、これからも人
を入れて育てていきますので、どんな仕事
であっても確実な施工と納期厳守による対
応はできると思います。
小川　素晴らしいことです。全ては人の育
成が根本にあるということですね。
中園　はい。そこが一番大事だと思います。

次代を担う体制も確立

小川　将来の経営体制は、すでに固めてい
らっしゃいますか。
中園　はい、専務の息子が一生懸命やって
いますので、係長、課長を経験させて営業
の柱とし、やる気のある若い人たちに将来
を担ってもらう予定です。それについては
すでに社内でもはっきり話しています。
小川　磐石の備えですね。
中園　会社設立当初の資本金 300 万円、年
商 2 億円程の手間仕事が主体でした。私た
ち兄弟が始めた頃に比べても会社が大きく
なり、世の中も変わりました。次の世代は
大変だろうと思いますので、若い人たちが
表に立つようになれば、役員と幹部は後方
支援に回ります。
小川　大きく成長されましたからね。
中園　さらに増やせば、仕事は増えていく
と確信していますが、長年お付合いいただ
いている地元のお客様との信頼関係を大切
にして、社員はじめ職人さんたちのご協力
をいただいて 3 年先には 30 億円、さらに
5 年後にはその上を目指して、黒子に徹し
た縁の下の力持ち№ 1、オンリーワン企業
として着実に業績を伸ばしていきたい、と
考えています。
小川　木材・建材店さんとは異なるご商売
の中で育まれた職人さんとの絆、学校との
連携による若手育成など、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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現社長の実父である中園慧氏が、1974
（昭和 49）年に建設業の松本組（大工工

事業）から独立して中園組を個人創業。
1988（昭和 63）年、有限会社中園組に組
織変更、慧氏が代表取締役に就任する。
1993 年（平成 5）年、株式会社中園に
組織変更、小倉南区徳力に社屋を新設。
1997 年（平成 9）年、代表取締役社長に

中園博光氏、取締役専務に中園英次氏、
中園慧氏は取締役会長となる。
2003（平成 15）年、現在の本社所在地
である朽網（くさみ）に新社屋を新設し
て移転。第 2 倉庫・研修室、さらに第 3
倉庫・建築工事部を相次いで増設する。
2009（平成 21）年福岡支店を開設、資
本金を 6,000 万円とする。

トップ対談

基本に則った正しい工事と、納期厳守でお客様の厚い信頼を得ています。

株式会社 中 園

【会社概要】  
本　　社　北九州市小倉南区大字朽網 3914-42
創　　業　1974（昭和 49）年
資 本 金　6,000 万円
従業員数　45 名
年　　商　18 億円

代表取締役社長

中園  博光  様
 なかぞの　　  ひろみつ

【プロフィール】
1956（昭和 31）年　久留米市生まれ
1975（昭和 50）年　中園組に入る（大工内弟子となる）
1988（昭和 63）年　有限会社中園組　取締役専務に就任
1997（平成   9 ）年　代表取締役社長に就任
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第 16 回  東京ジャパン建材会  総会
ニューオータニに345社、714名が集う

第一部　講演会の演題は、「バレーボールとリーダーシップ」。
元全日本バレーボール選手、1984 年ロサンゼルス・オリンピッ
クで銅メダル獲得。TBS テレビ「朝ズバッ！」火曜コメンテーター
で出演中のスポーツプロデューサーの三屋裕子氏を講師にお迎
えしました。
三屋裕子氏が 170㎝の長身ゆえに仲間はずれにされた小学生時
代、バレーボール選手への第一歩を踏み出した中学時代、世界
選手権やオリンピック出場を目指した苦闘の日々。そうした苦
い体験と、良き指導者に巡り合い、心と心をつなげることでパ
スをつなぐバレーボールから体得することができたリーダー
シップとチームプレー。そこに欠かせないのは、「一人ひとり
がスキルに習熟していること」と「各メンバーが他のメンバー
の能力を最大限に引き出せる思いやりをもつこと」。そしてリー
ダーは、明確な目的と覚悟を示し、メンバーが動ける環境づく
りをすることなど、会社経営にも通じるリーダーの在り方。ま
た少子超高齢化を迎える 2020 年に日本で開かれる東京オリン
ピックに対しては賛否両論あるが、スポーツが子供たちの夢を
育てる、叶える、感動を与えるだけでなく、スポーツはより健
康になるためのものという認識を高める契機となる、そうした
視点をもって 2020 年東京オリンピックを見ていてもらいたいな
ど、世界を舞台に活躍してきたスポーツ選手ならではの経験談
を交えた “ 自分を信じて自分に勝つ ” ことの大切さ、チームプレー
の極意を聞かせていただきました。

第二部　総会は、埼玉支部長　有限会社マルミ代表取締役社長
木寺靖典様による開会の辞で開幕しました。
つづいて会長の株式会社ナバケン代表取締役社長　名畑豊文様よ
り「今年の干支は『甲午』。恵方はおよそ東北東、時刻は正午。
今年は変革の年、大きな変動の時ともいわれるが、午に因んだ諺
の代表格『人間万事塞翁が馬』の意味合いは、人間は不幸な時代
を経験することにより、やがて幸せがやって来る、厳しい時期も
必ずやって来る幸せの前兆と考えるべきだということ。消費税増
税後に懸念される増税前駆け込み需要の反動、団塊世代全てが高
齢者となる 2015 年問題など、課題はあるものの存分に血を出し、
苦しい道を切り開くために、楽しく明るく突き進む力、まさに馬
力を発揮して頑張っていきましょう。また 2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催が決まり、今までの閉塞感から抜け出て
将来への希望や期待をもってこれから向かうべき一つの方向性が
明示され、今年は明るい話題に溢れ、追い風が吹き景気は上向い
ていくでしょう。皆さん、この良い風に乗りましょう。そして東
京ジャパン建材会をさらに発展させるために『おもてなし』の精
神で活動内容を充実して参ります。」と新年の挨拶をされました。

JK ホールディングス株式会社
代表取締役社長　𠮷田　隆
JK ホールディングスの現状と今後について

「昨年は業界全般に皆さん良い数字をあげ、
なかには 40％増という会社もあり、おかげ
さまで当社も中間期の業績を上方修正する
ことができました。また、銘林、群馬木芸、宮盛が新たに JK グループ
に加わり、12 月には資本の増資を行いました。来年は消費税増税前の
駆け込み需要後の反動が懸念され、最近は地価の上昇傾向も現れてい
ます。先行きあまり良くないのではないかという声がある一方で、株高・
円安で日本のあらゆる業界が過去最高の業績となるなかで我々も障害
を乗り越えて良い状態で推移するよう頑張っていきたい。」と挨拶。

吉野石膏株式会社
代表取締役社長　須藤　永作　様

今年 1 月、代表取締役社長に就任された須
藤永作様が賛助会員を代表して挨拶され、

「会員の皆様に製品・工法を長年にわたりご
愛顧を賜りましてありがとうございます。
今年一年も何卒宜しくお願い申し上げます。
昨年のこの新年会では久々に満開の花が咲

く年と言われましたが、我々メーカーにとっては円安・原材料高・燃
料高、さらに車両ドライバー確保に振り回された一年でした。豊作貧
乏、建材メーカーにとっては、入口はインフレ、出口はデフレの状況
に終始しましたが、建設関連業界は公共事業投資を通じた需要は復興
需要も相まって増加し、新設住宅着工数も住宅ローン金利の低水準や
先高感に加え、消費税増税前の駆け込み需要も顕在化して 4 カ月連続
8 万戸台、10 月・11 月には 9 万戸を超えてリーマンショック以前の水
準まで回復、暦年では 96 万戸を超える大幅増の見込みです。我々メー
カーの供給体制はほぼ万全だと思いますが、昨年 11 月後半には若干の
品不足も聞かれました。我々メーカーの課題は、配送ドライバーを確
保し、必要なものを必要なところに必要な時間にお届けすること。今
年は、営業・技術・配送・提案力・人による総合力・チーム力で乗り切っ
ていきたいと考えています。」と、課題解決の姿勢を強くアピールされ
ました。

ジャパン建材株式会社
代表取締役社長　小川　明範
ジャパン建材からの挨拶では、「昨年社長に
就任以来、良い環境を背景に過去最高記録
となるような業績を実現しております。こ
れもひとえにお得意様・仕入先様のご協力
の賜物と心より感謝申し上げます。」と御礼

を申し上げ、「今年の新設住宅着工数は、昨年ほどにはならないにして
も景況感は良く、昨年並みの実績を上げなければいけないと考えてい
ます。ジャパン建材では、平成 24 年からスタートしている『サナギ 3
カ年』の最終年と位置づけ、私たち住宅業界がこれからどこに軸足を
置いていくべきかを考えるなかで、2015 年を境に急速に増える高齢者
への対応、その高齢者を支えていかなければならない若い世代の住宅
費を軽減するためには良質な住環境を残していかなければいけないと
思います。まず目先の需要を刈り取ると共に、まだまだ成長過程にあ
る日本の住環境を快適な住環境に変えていくことに、本日お集まりの
会員様・賛助会員各社の皆様と一緒になって同じ気持ち、使命感をもっ
て取り組んでいかなければいけない。」と、小川社長より、新年の抱負
と今後の取り組みの報告があった。

ジャパン建材のお客様が全国各地で同業の輪を拡げるジャパン建材会。なかでも東京ジャパン建材会は、
首都圏営業部・関東営業部エリアの 1都 9県 32支部、総会員数 556社（正会員 506社、賛助会員 50社）
を擁する全国で最大規模のお客様会です。
平成 26年 1月 17日（金）、第 16回東京ジャパン建材会総会
を千代田区紀尾井町のニューオータニで開催。第一部講演会・
第二部総会・第三部懇親会の三部構成で行われました。

三屋裕子氏の講演終了後、
東京ジャパン建材会を代表して
会長  名畑豊文様より
感謝の花束を贈呈。

閉会の辞
山梨支部長
株式会社白根ベニヤ
代表取締役社長　戸栗　淳　様

挨拶
JK ホールディングス株式会社
代表取締役会長　𠮷田　繁

乾杯
副会長
株式会社コバヤシ
代表取締役社長　池田　昭義　様

中締め
幹事
株式会社ノダ
専務取締役　　　野田　励　様

次代の経営を担う業界の若い人たちに
自由に参加してもらい、共に「人間力」
を磨いていく座学の会として平成 20 年
にスタートした雙環フォーラムは、平成
25 年 12 月 20 日（金）の開催で 12 回
目となりました。
今回は、映画『永遠の 0』の原作者、本
屋大賞受賞作品『海賊とよばれた男』の
執筆者でもある小説家・放送作家として
活躍している百田尚樹氏をゲストに迎
えて開催し、お得意先様、仕入先様合わ
せて 183 名の参加があり、当社社員を
合わせて総勢 200 名を超える聴衆とな
りました。

『永遠の 0』は 400 万部を超えるベスト
セラーとなり、しかも翌日に迫った映画
公開を前に、申し分のない状況での講
演となりました。また、『海賊とよばれ
た男』に関しても、戦争ですべてを失っ
た男がマイナスから立ち上がり、それを
支えた人たちがいたことを後世にどう

しても伝えたかったとおっしゃってい
ました。
百田氏は結びに、日本が通ってきた昭和
の戦争の歴史を忘れてはならない、先人
が命を賭けて作ってきたこの日本とい
う国をもっと知り、そして作り上げてい
こうと語られました。
講演終了後に催された懇親会では、百田
様もご出席され、質疑応答や写真撮影に
も快く応じていただき、情報交換ととも
に熱のこもった談義が繰り広げられま
した。

雙環フォーラム　お問合せ先
ジャパン建材　営業企画課（江川）　TEL：03-5534-3712

話題の百田氏を講演ゲストに迎え盛況

第12 回　雙環フォーラム
   『日本人として生きる』

〜永遠の 0、海賊とよばれた男の世界観〜

懇親会

埼玉支部長
有限会社マルミ
代表取締役社長　木寺  靖典　様  

会長
株式会社ナバケン
代表取締役社長　名畑  豊文  様



第31回ジャパン建材フェア（通算73回）
“ 健康・省エネ ” 快適な住環境の提案
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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・売
れ筋商品・最新情報満載の各コーナーも Check してください。

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

Wood For Living コーナー

エコプレミアムゾーンBulls
コーナー

住まい方・
暮らし方
ブース

入口 出口

第 30 回ジャパン建材フェアに初登場し、2 回目となる『住まい方・暮らし方ブース』。この度は、工務店様の
今後のご提案に役立つことを学んで頂けるようなブースとなっております。
お施主様がマイホームを考える上での健康に関する「困りごと・要望」を「データやイラスト」で解説し、ご
家族に喜んで頂けるような「商材」をご提案、「夢の暮らしを実現」するお手伝いします。

●  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。

●  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。
個別相談ブースをご用意し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・等

第二弾 !!

ジャパン建材の
独自企画ブースも
お見逃しなく !!

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。

『快適住実の家』
JK サポートセンター

「住まいを通じてこころとからだの健康を」

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。

健康で快適な
夢の暮らしを実現

解決方法・商材をご提案

お施主の困りごと・要望を知る

ニオイ、床の傷、

迷惑かけてるみたい…

のんびりお風呂に

入りたいなぁ…

お友達を家に

呼べたらねぇ…

家の中でおもいっきり

遊びたい…

片付かなくて、

いつもイライラ…

休みは、ゆっくり

寝ていたいなぁ…

いつまでもピカッピカで、

みんなの健康を守りたい!!

● 住まい方・暮らし方ゾーン

ポイント

➡
➡
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あたたかな木肌の表情を忠実に再現したアルミ
材。耐候性、耐久性に優れ、腐ることもなく、
変色しにくいので、美しい表情を末長く楽しめ
る。しかも、演出の幅がグンと広がる、豊富な
デザインバリエーション。縦使い、横使いが
できる部材や角柱などの部材を使い分けること
で、アールをつけた優美な施工も可能になり、

幅広い空間設計に対応できる。しかも、欲しい
色が必ず見つかる全 47 色のバリエーション。
木の質感を素直に表現したブラウン系カラーか
ら、洋風テイストなブルー、グリーン、ホワイ
ト系カラーまでラインナップ、お好みに合わせ
て選べる。

【心地よい手触り感＋美しさを保つ耐久性】
◦美しい木目柄と立体感のある手触り
◦すべてのアイテムが 1 枚のシート仕上げ
◦ 美しさを長く保つ優れた耐久性と安心の「5 年保証」
　 耐候性試験の結果、10,000 時間経ってもほ

とんど色あせしないことを実証。
　 特殊加工のため、重ねしろからのはがれもほ

とんどない。
　現場でも、20 年以上色落ち、めくれなしの実績。

【5 年保証にも対応】
1. シートの著しい変色について保証
2. シートのはがれについて保証

【最大の魅力は豊富なカラー 47 色】
◦ デザイナーや設計者の皆様にイメージの幅を

広げていただける、シーン、スタイルに応じ
たカラーバリエーションをご用意

◦サイズやカラー別注カット出荷も可能（別注）
◦部材からユニットまで幅広いラインナップ

新築でも、リフォームでも省エネ性能向上に欠
かせない断熱材の一つ。高温で熔解したガラス
を綿状に繊維化したグラスウールは、細い繊維
の集まり。この細い繊維が 1 本 1 本絡み合って、
多くの空気室を形成。空気室の中では、空気が
静止して動かないため熱が移動しにくく、この
ためグラスウールは高い断熱性能を堅持するこ
とができる。繊維をさらに細く均一化すること
で高い断熱性能を発揮する特性がある。

【より高い断熱性能を発揮】
『ソフール』は細繊維を採用した高性能グラス
ウールで、より高い断熱性能を発揮する。

【より細く均一化した、ガラス繊維を採用】
『ソフール』は、繊維をより細く均一化するこ
とで多くの空気室を形成。ソフトなグラスウー
ルで 16K に相当する高い断熱性能を発揮する
ことができる。

あたたかな木肌の表情、全 47 色のバリエーションをご用意。
情緒性木調アルミ　エバーアートウッド

10K なのに 16K と同等の性能を発揮！※

新登場！  ソフール

株式会社タカショー　

パラマウント硝子工業株式会社　

※ ソフールは、同じ断熱性能を弊社従来品（16K）と比べて約 37％軽
い密度で適えます。
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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/

JK サポートセンターは、工務店様サポートとして新築戸建ての営業・受注支援から引き渡し後まで、建築行
政の流れを踏まえた様々なサポートをワンストップサービスでご提供いたします。
サポートセンターをご活用頂くことで、工務店様のワンストップサービスとしてお客さまにご提供頂けます。

ジャパン建材によるワンストップサービスで大切な住まいづくりをサポートいたします。

JK サポートセンターの主なサポート
◦工務店様の営業・受注サポート

◦住宅ローン借り入れの相談サポート

◦各種保険のお取次ぎ

◦様々な申請サポート

　　・認定住宅申請サポート
　　　　⇒長期優良住宅
　　　　⇒低炭素住宅
　　・住宅性能表示申請サポート
　　・確認申請サポート（代理申請）
　　・フラット 35 適合証明取得サポート　　他

◦セミナー、勉強会の実施

◦国の住宅政策への取り組み支援

JK サポートセンターは、国の住宅政策に対応した幅広いサービスの拡充と継続により
住まいづくりを総合的にお手伝いします。
JK サポートセンターのご利用は、ジャパン建材の営業担当までご連絡ください。

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、JK サポートセンターを
ご利用ください‼

お問い合わせは担当営業まで。

日本全国に拡がる拠点

住宅完成保証（ハートシステム）
お施主様に代わって建築資金の入出金を管理することで

住まいの完成を保証するまったく新しい仕組みです。

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
　11 月の新設住宅着工戸数は 91,475
戸（前年同月比 114.1％）となり、
前年同月比で 15 カ月連続の増加、
季節調整済年率換算値では 103.3 万
戸ベースとなった。持家は 34,580
戸（同比 122.6％）で 15 カ月連続
の 増 加、 貸 家 は 35,266 戸（ 同 比
117.1％）で 9 カ月連続で増加し、
分譲は 21,269 戸（同比 99.0％）で
2 カ月連続の減少となった。分譲の
内訳はマンション分譲が9,037戸（同
比 85.4％）で 2 カ月連続の減少、戸
建分譲は 12,111 戸（同比 112.1％）
で 15 カ月連続の増加となった。
　地域別では首都圏・中部・近畿・
その他地域すべてで前年同月比増加
となった。木造住宅は 54,804 戸（同
比 119.8％）で前月に続いて過去 10
年間での最高着工数となり、全体に
占める木造比率も 59.9％で前月から
0.9 ポイント増加した。

国内合板
　11 月の国内合板生産量は 24.4 万
㎥（前年同月比 104.3％）と発表さ
れた。そのうち針葉樹合板の生産量
は 22.9 万㎥（同比 106.6％）、出荷
量 は 24.5 万 ㎥（ 同 比 108.8 ％） と
生産量を上回る出荷量となり、11 月

の針葉樹合板在荷量は 12.2 万㎥で
前月から 1.5 万㎥減少し、出荷量の
0.50 カ月分と震災後の在庫水準に近
くなった。
　12 月に入ってからトラック不足に
より、直需ルートも木建ルートも配
送遅れが深刻化してきた。また 1、2
月は工場稼働日数も少なく、積雪の
影響も懸念され、状況の改善は難し
いと思われる。

輸入合板
　輸入合板の 11 月の入荷量は 30.2
万㎥となり、4 カ月ぶりに 30 万㎥
越えとなった。インドネシアは減少
したが、マレーシア・中国の入荷が
増え、ベトナムは初めて 1 万㎥を超
えた。1 月も堅調な出荷状況で推移
し、12㎜品中心に品薄のアイテムも
散見されるようになった。
　現地状況も雨季に入り原木供給に
不安が出てきており、価格的な強気
姿勢を崩すことは考えにくく、円安
の為替相場を考慮すると、今後も価
格が上昇傾向であることは頭に入れ
ておきたい。

2 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。どちら
も早め早めに手配していきたい。

合 板 天 気 図晴
ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊

　平素はお得意様をはじめ関係各位の皆様
には格別なるご厚情賜り心より感謝申し上
げます。
　当営業所が所在します札幌市は日本最北
の政令指定都市であり、全国で 4 番目の
190 万人の人口を有する北海道の政治、経
済の中心的な都市です。
　「北の繁華街」であるすすきのをはじめ
とする碁盤目状に広がった市街地を、藻岩
山、手稲山が囲み、市内の中心を豊平川が
流れており非常に自然に恵まれたとても住
み心地の良い街です。
　また北海道内の農産物や魚介類が集まる
集積地として製菓業や食品加工業が盛んで
あり、多くの製菓メーカーや食品メーカー
の本社、工場を構えています。
　そしてその豊富な北海道の食材を生かし
たラーメンや海鮮料理など様々なグルメが
集まる街であり、北海道の観光の拠点とな

る街でもあるので、毎年 1000 万人を越え
る国内、海外からの観光客が訪れる全国有
数の観光都市となっています。
　2 月に入りますと札幌は、冬本番とい
え る 程 の 強 い 寒 気 に 覆 わ れ、 平 均 気 温
-3.1℃、月の最高気温の平均も僅か 0.1℃
という極寒の世界となり、北海道民にとっ
て 2 月は非常に厳しい月と言えます。
　しかし、毎年 2 月上旬には「さっぽろ雪
まつり」が開催され、この時期は寒さを忘
れる程の盛り上がりを見せます。

　冬真っ只中、総勢 23 名のスタッフにて
日々奮闘しております。3 月 12、13 日には
北海道ジャパン建材フェアも開催致します。
お客様の御商売のお役に立てる展示会を目
指し、皆で協力し準備を進めております。
　今後も所員一同頑張って参りますので、
御指導の程宜しくお願い申し上げます。

所長　土田  雅敏

ジャパン建材
東日本グループ

北海道営業部

札幌営業所地域活性隊

めざせ

北の大地より皆様へ

「さっぽろ雪まつり」は札幌市内の中心である大通公園
をはじめとする会場で、1 月上旬頃から市民ボランティ
アの方々が作り上げた雪像が並び、また氷を削って制
作する氷像も展示されます。昼間に見ても、一つ一つ
細かい部分まで作り込んである完成度の高い作品に感
動しますが、夜になると雪像がライトアップされ、街
灯の明かりと共に冬の大通公園を鮮やかに彩ります。
この「さっぽろ雪まつり」は今では 200 万人もの国内、
または海外からの観光客が訪れる程の日本を代表する
大きなイベントへと発展しております。
北海道への観光をお考えになってる方がいらっしゃい
ましたら、是非「さっぽろ雪まつり」へと足を運んで
頂けたらと思います。


