
第31回ジャパン建材フェア
ご来場  25,167 名様、お買上  512 億 9,000 万円
絶大なるご支援・ご協力ありがとうございました !!
平成 26 年 3 月 14 日・15 日の両日、「“ 健康・省エネ ”
快適な住環境の提案」をテーマに開催しました『第
31 回ジャパン建材フェア（通算 73 回）』にご来場、
お買上ありがとうございました。
風雨に見舞われる中での会場設営いただきました
出展メーカー様に心より感謝申し上げます。
開催初日早朝まで降っていた雨もオープニング前
に上がり、おかげさまで目標としておりましたご
来場 24,000 名様・お買上げ総額 500 億円を大き
く上回る成果となりました。

出展メーカー様代表ご挨拶
TOTO 株式会社
代表取締役　社長執行役員

（現   代表取締役  会長）
張本  邦雄　様

消費税増税前の駆け込み需要後の
落ち込み懸念の声もあるが、同社
ショールームを訪れるお客様の多く
は増税時期に関係なくリフォームし
たいという要望が強い。新築需需要
だけでなく、今後に期待できる大き
な市場と位置付けて取り組むべきだ
ろう、と直近の市場動向を交えてご
挨拶いただいた。

ジャパン建材株式会社より挨拶

代表取締役社長
小川  明範
企業理念『快適で豊かな住環境の創
造』をベースに今回は「“ 健康・省
エネ ” 快適な住環境の提案」をテー
マとし、住まいづくりをハード＆ソ
フトの両面からご提案し、前回は惜
しくも未達成だった 500 億円を目
標とする決意を語り、200 社超の出
展メーカー様のご支援・ご協力を仰
いだ。

ファンファーレを合図に
『第 31 回ジャパン建材フェア』開催記念のテープカット

東京ジャパン建材会会長
株式会社ナバケン 代表取締役社長 名畑  豊文　様
旭化成建材株式会社 代表取締役社長 前田  富弘　様
ダウ化工株式会社 代表取締役社長 杉山  隆博　様
TOTO 株式会社 代表取締役　社長執行役員 張本  邦雄　様

株式会社 ノダ 代表取締役社長 野田  章三　様
吉野石膏株式会社 代表取締役社長 須藤 永作　様
JK ホールディングス株式会社 代表取締役社長 𠮷田  隆

ジャパン建材株式会社 代表取締役社長 小川  明範

パナソニック株式会社エコソリューションズ社の皆様による
『第 31 回ジャパン建材フェア』目標達成への V コール

住まいづくりサポートゾーン
個別相談ブースをご用意し、工務店サポート、
保険・住宅ローン相談、点検などをご提案。

（現   代表取締役  会長）

（現   代表取締役  副会長）

http://www.jkenzai.co.jp
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フォーラムのご案内
開催日：平成 26 年 4 月 17 日（木）16：00 開始
　　　　・講演会の部　　　　　16：10 〜 17：40
　　　　・情報交換会（懇親会）　17：50 〜 19：20
演　題：天国の Steve に贈る感謝の言葉
　　　　　　元アップルジャパン社長に学ぶ人生観・ビジネス論

講　師：山元  賢治（やまもと  けんじ）氏
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
　　　　〒 136-8405  東京都江東区新木場 1-7-22

お問合せ先：ジャパン建材㈱   営業推進部
　　　　　　TEL 03-5534-3712 ／ FAX 03-5534-3855

次回『第 32 回ジャパン建材フェア（通算 74 回）』は
平成 26 年 8 月 22 日㈮・23 日㈯に開催します！

ジャパン建材独自企画ブースでは住まいと暮らしのご提案、
「夢の暮らしを実現」するためのお手伝いに取り組む。

第二弾 !! 住まい方・暮らし方ブース

工務店様のご提案に役立つことを学んでいただけるような
「データやイラスト」＋「具体的な施工例」で構成し、お施主

様ご家族に喜んでいただけるような「商材」をご提案した。

開会に先立ち、
ジャパン建材若手社員による

「木遣り」を披露



第 31 回
ジャパン建材フェア

に見る
トレンド

2014 年 4 月〜 6 月に発売予定
のものも含め、今回のジャパン
建材フェアに登場した今後の商
材トレンドにご注目ください。

素材
◦ゼロエネ住宅へ向けて
2020 年の省エネ義務化に向け「省エネ等級 4」の高い断熱
性、接着剤や防腐剤などの有害物質を使わないシックハウ
ス対策による安全性、省施工性が図られている。
壁・屋根使用時は別張りフィルム施工不要で施工性を上げ
る住宅用ロックウール断熱材。付属防湿フィルムの重ね
合わせで防湿気密層の連続性に配慮したグラスウール断熱
材。透湿機能で夏期・冬期の結露を防止する気密シート。
防水・結露防止に遮熱機能追加で結露を防止する透湿・防
水シート。高い遮熱性能はもちろん、軽量・防滑加工で施
工時の効率性・安全性を実現した遮熱ルーフィング。業界
初の 8㎜で準耐火構造 45 分軒裏認定取得の軒裏材。使用
する地域に応じて断熱性能が選べる点検口。
床暖房の熱源は炭素繊維、ヒーター部全面にアース付構造
とした床暖房。自己加熱抑制ヒーター使用の電気式床暖房
は、表面のセラミックスパウダーによる遠赤外線効果で体
を芯から温める。
家庭内で最も多い転倒事故を未然に防ぐノンスリップタイ
プの床暖房。木造住宅新築・リフォーム対応の小さな揺れ
から効果を発揮するオイルダンパー。耐震性を確保しなが
ら採光・通風ができる透過型耐力壁。安全・安心・快適、
長寿命化への素材は見逃せない。

水廻
◦収納力 UP、使いやすさを追求
キッチンでの無駄な動きを省くために「水の流れ」と「作
業の流れ」を基本に使いやすいキッチンを実現。暑さ・寒
さを解消する足つきキッチンが、独自の人間工学基準 [ 身
長（㎜）÷ 2 ＋ 100㎜＝キッチンの高さ ] に基づく高さ
95cm も可能。キッチンは暮らしを楽しむためのトータル
インテリア空間と考えるところから生まれたステンレスで
キルトのようなテキスチャーの収納扉。
流し台やガス台の下でデッドスペースになっていた空間
を、発想の転換で収納場所に加える。キッチン扉に木目調
を加え、インテリアと調和させる、シンクとワークトップ
をカラーコーディネートできるワークトップシンク。強さ
と美しさを兼ね備えたワークトップや、職人技が生んだ
ワークトップ。従来の配管が生かせるスリムで小スペース
対応のキッチン。高齢者が見やすく使いやすい IH ヒーター
の機能選択とスタートをワンアクションでできる新しいデ
ザインも登場。他社製キッチンとの組み合わせもできるシ
ンプルデザインのキッチン収納。ワンランク上の商品をお
求め安い価格に設定。リフォーム需要を想定した対応力
UP も旺盛だ。
さらに住宅のセカンドキッチンや賃貸住宅や社員寮、店舗
や事務所向けのミニキッチンもデザイン性重視の傾向が強
まっている。

◦ムリ・ムダを見直す
浴室では保温効果の高い浴槽＋組フタ、LED 照明、ワンプッ
シュ水栓、少量の水で勢いよく出るシャワーを採用。
洗面所でも LED 照明のほか、タッチレス水栓、表面コーティ
ングによる鏡の曇り止めを採用。家庭での水使用量の 30％
近くを占めるトイレの節水対策に有効な洗浄方式、温水・
暖房便座の節電を促すトイレのフタにも断熱材を内蔵した
設計。エネルギーのムダ使い削減の工夫が生かされている。
また、給湯器の日常よく使う機能を表に出すといった使い
勝手の向上にも高齢者への配慮が見られる。

内装
◦すっきりと美しく＋便利な機能
最大の住まいの悩みは収納。クローゼット・押入れの収納
部材でデッドスペースを有効活用。玄関やトイレの壁にワ
ンタッチで貼れるパネルが空間を彩り、湿気・ニオイを抑
制できる。カーテンレールと窓枠の一体化で、見た目すっ
きり、省施工できる。スチールウールでこすっても傷がつ
きにくいメラミン化粧板。既存の内壁に貼るだけで断熱改
修できて省エネ等級が 1 ランク上の効果が得られる断熱改
修パネル。蓄熱暖房機周辺のスペースを有効活用するため
の専用カウンターユニット。トイレの広さを変えずに車椅
子でトイレが使え、介助もしやすくなる引きドア。浴室内
や室内プールの環境に最適な壁用内装材システムや、車椅
子・ストレッチャーが通れる開口部の機能建具など、サー
ビス付高齢者住宅や老人施設向け内装材のラインナップも
増えている。

木質
◦心と体にやさしい自然素材
表面に無垢材挽き板を使用して木質感・風合いを生かし、
かつ寸法安定性で床暖房にも対応するフロア。環境にも、
人にもやさしい木を活用した合板や集成材を採用した羽目
板、腰壁、棚板セット、階段段板。弾力性に優れた素材の
採用、衝撃吸収効果のある素材との組合せ等で安心・安全
性の高いフロア。擦り傷・摩擦に強い強化コートの木目シー
トや強化ウレタン、メラミン樹脂、漆調塗装などの表面加
工、立体的な浮造り調、艶感が美しい鏡面調加工等々によ
るグレード感の高い意匠性、調湿性をもたせるための自然
塗料塗装等で機能性も向上している。
特注でしか入手できなかった木質キッチンをシステム化、
ダイニングセットも木質でコーディネート可能、デザイン
バリエーションも追加されている。
大型ビル・商業施設等の内装の木質化に欠かせない「準不
燃材料（10 分間燃えない性能を国土交通大臣が認定）」を
クリアした LVL 内装材等々、市場開拓に寄与する木質商材
として注目したい。

外装
◦断熱性 UP ＋豊富な意匠
屋根材と断熱材を一つにした金属屋根。石目調や木目調の
外壁でダイナミックさを演出。グレード感の高い意匠性追
求による厚手化、純白に近い白の人気が高い一方、上品で
落ち着いた雰囲気を醸し出す微妙な色合いのバリエーショ
ンも増加。それを保持する業界初塗膜保障 15 年の超耐候
親水性フッ素クリア塗装や、シーリングレスでメンテナン
スコスト低減も図られている。
玄関ドアの採光部意匠もバリエーションが増え、ガラスに
モザイク柄のプリントガラスを施す、スリット採光部に装
飾を加えるなど細部に凝ったデザインや、モダンデザイン
のカラーバリエーションも増加。
錠とハンドルを一体化したキーレス機能はより簡単に。ワ
ンアクションで施解錠できて防犯性も UP。ドアホンとつ
ないでリビングやキッチンからの施解錠が可能な機能も大
きなポイントになっている。
外構工事の下準備に便利な優れた遮光性・柔軟性・透水性・
高強度の高密度織物製防草シート。戸建用防水一式屋上緑
化システムはローコストで住まいに緑をプラス。超軽量屋
上緑化用植物栽培マットは、折板屋根、壁面、既存ビルの
屋上緑化にも活用できる。

電材　他
◦安心・安全に役立つ
外観も内観も 3D で住宅提案ができる iPad 対応のプレゼン
ツール。新築・リフォーム対応の CAD 連動見積システム。
遮熱・断熱にすぐれ、夏の日射熱をカットして室内を快適
な温度に保つ、暑さ・寒さ・結露に強く、環境にもやさし
いエコガラス。環境に配慮した、健康住宅対応の接着剤。
防腐・防虫・防蟻技術と世界有数の紫外線吸収剤メーカー
とのコラボから生まれた木材保護塗料。木材利用で注目さ
れている、木の呼吸を妨げない、安全安心の天然成分を厳
選した原料のみを使用、作業性がよくメンテナンスも簡単、
撥水性に優れ汚れもつきにくい、耐候性の良い浸透性木材
保護塗料は無垢材の美しさを生かす、木目を生かした色に
仕上げることができる。
コンパクトで高い利便性・耐久性を備えた焼却炉。石膏ボー
ドやフロア材を窓から荷揚げでき、太陽光発電パネルや屋
根材を安全・確実に屋根に上げられる長尺専用物揚げ機と
オールマイティな荷揚げ機。
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　当営業所が所在します函館の人口は現在、札幌、旭川に次ぐ第 3 位で
すが、かつて箱館の人口は道内 1 位でした。アイヌの人たちが住んでい
た北海道に和人が渡ってきて 1456 年には「道南 12 館（どうなんじゅう
にたて）」があったとされ、そのうちの箱館が道内の中心地となり、箱館・
江差、福山（松前）が当時の道内 3 大港として発達していました。そう、
北海道開拓の歴史は道南から始まったのです！
　しかし、広い道内の中心地が箱館だと南に偏在するという指摘と、ロ
シア南下政策対処として中央に本府を置くようになり、明治初期に函館
から見て奥地にある札幌に北海道開拓使が設置され、札幌市街地の区画
造成が始まりました。
　さて、「箱」にお気づきでしょうか？  函館は昔、「箱館」と言われて
いました。市内を歩いていると「箱館」と書かれているポスターやお土
産のパッケージに目がとまります。これは 1454 年（亨徳 3 年）河野政
通が「ウスケシ」（アイヌ語で湾の端という意味）と呼ばれていた頃の
漁村に箱に似た館を築いたことから「箱館」というようになり、1869
年（明治 2 年）蝦夷地を「北海道」と改めたおり箱館を「函館」と改め
たそうです。

　港湾と観光の街、函館は 1859 年（明治 2 年）日米通商友好条約により、
横浜・長崎と共に日本で最初の貿易港となり急速な繁栄をとげました。
この為、欧米文化の影響を直接受け、今もその面影を感じさせる街並み
や建物が実在します。また、明治維新における函館戦争の歴史の跡々、
北洋漁業の策源地にみる伝統などが、それら外国文化の名残と有機的に
交錯され函館独持の街が形造られています。
　幕末の開港以来、函館山の周辺から亀田半島方面に向かって市街地が
拡がっていきました。大野平野を抱える七飯町や北斗市の人口も増加し、
街の盛り場も十字街地区から大門地区へ、さらに五稜郭地区、昭和・美
原地区へと変遷しています。
　地理的に本州に最も近い港町であるため明治時代から海運は発達し、
北海道と本州の連絡としてかつては青函連絡船が、そして今なお定期
フェリーが青森との間に就航しており物流の結節点となっています。一
方、札幌との間の陸上交通として、鉄道では函館本線が、道路では国道
が明治時代に全通し、現在、時間・距離は短縮してきています。近年は
札幌側から高速道路が延伸され、空港も昭和中期に開港して以来、滑走
路の延長やターミナルの整備がすすめられジャンボジェット機などによ
る定期便やチャーター便の就航により国内のみならず国外からの観光
客が増えています。また、北海道と本州を結ぶ青函トンネルは開業し
て 26 年の年月が経過しています。新幹線規格で造られたこの青函トン
ネルを有効活用する北海道新幹線は完成に向けて工事が進められていま
す。
　新幹線 新青森・新函館（仮称）間は、2016 年 3 月までに開業予定。
新函館（仮称）・札幌間は 2035 年度までの開業が予定されています。
2016 年開業の函館⇔東京間は約 4 時間 9 分、現行の約 5 時間 10 分よ
り約 1 時間短縮されます。更に、2035 年開業の札幌⇔東京間は約 5 時
間 1 分、現行の約 8 時間 36 分より約 3 時間半短縮されます。開業によ
り航空機から新幹線への転移と滞在的旅客需要の掘り起こしが期待され
ています。

所長　岡島  成利

ジャパン建材
東日本グループ

北海道営業部

函館営業所
地域活性隊

めざせ

北の大地より皆様へ③
平素はお得意様をはじめ関係各位の皆様には
格別なるご厚情を賜り心より感謝申し上げます。

函館夜景

函館営業所は所員 4 名と少ない人数で日々奮闘してお
ります。6 月 28 日には函館ジャパン建材フェアを開催
致します。地域密着を目指し販売店様、工務店様のお
役に立てる様邁進して参りますのでご指導・ご鞭撻の
程、宜しく御願い申し上げます。



1964 －東京オリンピック年
小川　山口社長様は二代目社長様ですね。
山口　はい。私が入社したのは映画『オールウェ
イズ三丁目の夕日』の舞台になった時代で、映
画を見て入社当時を思い出しました。ちょうど
東京オリンピックの年です。高度成長が沸騰し
はじめた頃で、給料も、初任給も、毎年上がっ
ていました。
小川　定期昇給が当たり前、日本中が活力と明
日への希望で溢れていた時代ですね。
山口　そうです。当時、出先が 2 拠点あり、私
は支店勤務で前社長とは一緒の職場で仕事をし
たことはほとんどありませんでした。
　その後の常務、専務時代には営業面では全て
私に任せてくれました。平成 16 年に私が社長
に就任した後も状況は変わりませんでした。そ
れは幸せだったと思います。
小川　企業規模も変わりないですか。
山口　ピークの頃は従業員約 40 名でした。
小川　社名に「材木店」とあるのは、ご創業当初
は材木を中心に販売されていたからでしょうか。
山口　現在は木材の売上比率が 22％ですが、
当初は材木店そのものだったと聞いておりま
す。当初から製材工場をもたないで製材品販売
に徹してきました。
小川　山口社長様が入社された頃には新建材、
合板などが主流になっていましたか。
山口　まだ木材の販売が主で合板、新建材が急
ピッチで普及しだした頃です。

受容力が生みだした長崎文化

小川　ところで、こちらの本社がある時津町は
長崎市と佐世保市のほぼ中間ですか。
山口　長崎市郊外に位置しますが、幹線道路が
良くなり、ここから佐世保へは大村湾沿いの海
岸線を車で走って 1 時間弱で行ける非常に便利
な場所です。
小川　佐世保は商圏に入るのですか。
山口　はい。佐世保から一山越えれば佐賀県の
有田、伊万里、唐津、さらに玄界灘沿いに福岡
県の糸島や博多にも行けますが、長崎は商圏と
しては他県から侵食されにくいところでした。
小川　長崎は独特の情緒がある街ですね。16
世紀頃から貿易港があり、羅針盤や火薬、医学
など当時の先端技術の入口で、外からの新しい
ものを受容する文化が長崎には今も息づいてい
る印象があります。
山口　それは言えますね。中国やポルトガル、
オランダとの貿易から始まって、鎖国時代にも
長崎の出島は唯一海外に門戸を開いていました
ので外国の商館が建てられ、医学も西洋文化も
いち早く入ってきました。ですから長崎の文化
は多種多様なものが混在する「ちゃんぽん」そ
のものです。私は、この長崎が好きです。
小川　長崎名物「ちゃんぽん」は、長崎の文化
を象徴するものでもあるのですか。
山口　名物「ちゃんぽん」が生まれたのは大浦
天主堂の近くにある石橋地区です。昔は細長い
水路で、ここへ長崎港沖の高島、端島から石炭
を運んでいたので荷役労働者や学生、庶民が数
多くいました。そこで野菜や肉の残材を使い、
安くてボリュームたっぷりの賄い食を作ったの
が始まりですが、もともとの「ちゃんぽん」の
語源は、鉦が「チャン」と鳴る、鼓が「ポン」
と鳴る、鉦鼓を合奏するという意味だそうです。
小川　楽器の音色を表す言葉でしたか、知りま
せんでした。
山口　また長崎は、三菱発祥の地と言っても良
いところだと思います。
小川　亀山社中、海援隊の長崎ですね。
山口　NHK の大河ドラマ『龍馬伝』でご覧になっ
たでしょうが、幕末には土佐藩の岩崎弥太郎が
長崎にあった土佐藩の商社「土佐商会」の出先
へ主任として来ています。

　九州・山口の近代化産業遺産群の一部で、世
界文化遺産登録を目指している軍艦島（端島）
は三菱の海底炭鉱で、掘り出した石炭を運ぶた
めの船が必要で海運も始めています。
小川　物流には船が不可欠でしたでしょうね。
山口　さらに造船業も始め、第二次世界大戦中
には戦艦武蔵が三菱長崎造船所で建造されまし
た。宮崎駿アニメ映画『風立ちぬ』は、堀辰雄の
恋愛小説をベースに三菱の航空技術者で「零戦」
を設計した堀越二郎の物語を描いたものです。
小川　山口社長様は多趣味と伺っていますが、
アニメもご覧になるのですね。
山口　百田尚樹さんの作品で最初に読んだ『海
賊とよばれた男』もそうでしたが、小説も、映
画も、心を浄化されるような作品が特に好きで
す。今話題の『小さいおうち』の主人公の触れ
ると水滴を落とす水仙のような初々しさがとて
も良かったですね。
小川　そうした感性をもちながら、経営をされ
ているのですね。

歴史、歴史作家の考えに学ぶ

山口　歴史小説は、史実を調べて積み重ね、空
白の部分を作家が自分の考えを投影していると
ころが醍醐味でもあると思います。
小川　坂本龍馬の人物像は、『竜馬がゆく』と『龍
馬伝』では全く違っています。歴史小説は必ず
しも史実どおりではないことを読む側もわきま
えていなければいけませんね。
山口　私が本から得ているものは、登場人物に
投影された作家の考え方や、生き方です。思い
を巡らせていると、そうしたものがある日突然、
記憶の引き出しからポーンと出てきて、ヒント
になることがあります。
小川　「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」
という言葉がありますが、例えば、歴史上の人
物がその場面にどの道を選んだかといった過去
の人間の生き様を学んだり、そういう生き様を
描いた作家の執念を学んだり、同時代を生きてい
る人たちから学ぶことも大事だと思っています。
山口　私が大事にしている銘に「智に依りて識
に依らず」があります。どんなに知識や情報を
もっていても、それを使いこなしてオリジナル
の智恵として応用できなければ意味がない、と
思います。目の前の商売の機会や、千載一遇の
チャンスをつかめる人と、つかめない人の違い
は、常に関心をもち、問題意識をもっているか
どうかの差だと思います。

言霊を伝える企業理念・社訓

小川　私たち流通業は設備機械をもっていませ
んので “ 人が全て ” です。社員一人ひとりに心
があり、その心構えさえ整っていれば、その企
業集団は強いと思います。
　もともと𠮷田会長が言い続けている「企業は
人、人は心」が、私も好きな言葉です。
山口　私も好きな言葉です。
小川　昨年 4 月に掲げた企業理念「快適で豊か
な住環境の創造」につづいて、「企業は人　人
は心、心磨いて賢者たれ　賢者は全ての人に学
び、愚者は経験のみに学ぶ。」を社訓に掲げま
した。社員みんなが、万人から学ぼうという気概
をもち、社員みんなで自己研鑽しましょう、とい
う思いを言葉にしたものです。
山口　小川さんのお考えに私も同感です。私の
考えを社員一人ひとりの素顔を見ながら話すこ
とをここ数年続けています。
　当社は前社長時代から企業理念を明文化した
ものはありませんでしたが、小川さんがジャパ
ン建材さんの根底に流れていることを企業理念
にまとめた、というお話を伺い、これは良い事
だと。「人材を育成し、地域で存在価値を追求
できる組織とする」という文章を社内で検討し
てまとめました。

小川　非常に共感させていただくところです。
企業の外から存在価値を認められるためには、
社員が外の世界に向かってどのようなことを発
信するのか、どういう考え方をもって社外の
人々と接するのかを明確にしておくことが非常
に大事だと思います。
山口　基本的マナーや組織のルールは動かしが
たいものですからトップダウンで進めます。で
すが、私の能力には大いに限界がありますので、

「私が教える」ではなく、社内で「共に考えましょ
う」というスタンスをとっています。
　社員一人ひとりキャラクターが異なり、必ず
しも私の方式が使えないことも自覚して、結論
を急がなければならないとき以外は、まず「ど
う思いますか」と、投げかけるようにしていま
す。それぞれの人の考え方を先に聞き、さらに
汲み取ろうと思うからです。

小川　山口社長様ご本人が聞き役で意見を引き
出していらっしゃるのですね。
山口　日々のコミュニケーションから相手の考
え方もわかってきます。人を育てるのは一方通
行ではなく、私も育てられていることを強く感
じます。
小川　私も言霊を大事にしたいと思っていま
す。面と向かって話すことによって、その人の
言葉が皮膚の細胞を通して体の中に沁みてい
く、魂の振動が伝わるということがあると思い
ます。当社の規模では話が直接できないことも
ありますので、私の思いをまず部長に伝え、彼
らが自分の言霊で部下に伝えられるように心が
けています。
山口　それが理想ですね。
　小さい会社ながらも、エリアの中で多少とも
周囲の皆様のお役に立って食べさせていただい
ていますので、周囲から見た存在感を追求して
いけば、利は後からついてくるのではないか、
という思いです。

思いを伝える力を養う

山口　当社もメーカーではなく商品販売の
物流を担っていますので「存在価値」をどのよ
うに付加するかが課題です。それには相手の思
いを知るためのコミュニケーションが不可欠で
す。お客様や仕入先様と良好な関係を結ぶには
自分をどうわかってもらうかがとても大事で
す。また不足部分を補う相談先を広げることも
重要です。
　思いを表現することに長けていると自分の意
思を伝えやすいですが、今、ここがないがしろ
にされていると思いますね。
小川　確かにそうですね。
山口　本を深く読み込んで想像する訓練が今の
教育には欠けていると思います。若い人たちが
黙ってしまうと、意見がないと思いがちですが、
実は、そうではないですね。
　テレビからの情報や、ゲームソフトのビジュ
アルによる仮想現実と現実を混同して区別がつ
かない。想像力、創造性が育たないために応用
力も育たないので暴走行為に走る、と柳田邦夫
さんが書いていました。
小川　野や川に連れて行き、スキンシップをと
りながら親が子供といろいろな話をしていけ
ば、暴力に訴えることもなくなるのではないか
と思います。翻って、社員がどのように考えて
いるかを引き出していくかも、職位の上位者が

やるべき大事な仕事の一つですね。
山口　そこです、思いを文章で書く、社員一人
ひとりの考えを引き出すには、話し出すまで待
つ忍耐が大事だと思います。
小川　何事も最後の決断は最高責任者である社
長がしなければなりませんが、その判断を間違
えると、企業の存続にも影響しかねません。
山口　仰るとおりです。

まず、自ら胸襟を開く

山口　私がこの仕事をしていなければ小川さん
とお会いできませんでしたし、お話もできな
かったと思います。1 億 2,500 万人もいる日本
で、いろいろな場面で出会えるのは人の縁以外
の何ものでもないと思います。
小川　まさしく一期一会ですね。
山口　私はそういう出会いの一つひとつを大事
にしようと、電車やバスで隣り合わせた人にも、
旅先でも地元のお店の人に話しかけます。そう
すれば、観光情報にはないいろいろな情報や、
その土地の歴史をより深く知ることができると
思っています。
小川　山口社長様は、根本的に人がお好きで
しょう。
山口　若いときは引っ込み思案で人見知りがひ
どく、あがり性で、自分でも嫌でした。
小川　それを変える転機があったのですか。
山口　この商売をしていなければ、そのまま
だったかも知れませんが、好むと好まざるとに
かかわらず人と話をしなければいけない仕事
のおかげです。「九州男児は寡黙を善しとする」
という伝統があり、若い頃に黙して語らなかっ
た反動が、今になって出ているのかも知れませ
んね。
　「胸襟を開く」という表現がありますね、私
は腹芸が苦手なこともありますが、自分を曝け
出さないと、相手も曝け出してはくれない、と
思います。
　四方山話をしていると、「こうしたケースも
ありますよ」といった話が出てきて「私の盲点
だった」と気づかされるヒントをもらえること
があります。自分が心を開ききれないと、相手
からも心の内にある考えを引き出せない、と思
いますね。同時にそうしたヒントを受容できる
透明なガラスのような素直さ、謙虚さが大事だ
と思います。
小川　実は私自身、社長に就任して約 1 年間、
前へ前へと突き進んできましたが、容易に事は
進められないものです。
山口　結果を推し量って進めていくのですが、
思いどおりにはいかないものです。最近、特に
思うのは、自分のイメージどおりに事が進む確
率は 5％もない、一つの目処が 50％も達成で
きれば大成功かなと。
　また組織を動かそうと思うと、人間性が阻害
される時があります。企業にはまず「業績」あ
りきですが、「好きこそものの上手なれ」と言
われるように、仕事ばかりでなく趣味を楽しむ
ことで人間を磨く、家庭サービスをすること、
これらが結局は業績向上に繋がっていくと考え
ています。
小川　お言葉、今の私に突き刺さります（笑）。
山口　また、経験・努力を積み重ねて時期を待
つ「醸成」させるという言葉もあります。醸成
が必要なものと、今すぐ取り掛からなければな
らないものとの選り分けも社長の仕事だと思い
ます。すぐやるべきか、時期を待つべきかを峻
別できるかどうかは年齢も経験も関係ないです。
ただ、拙速は避けたいというのが私の思いです。
小川　本日はご商売だけでなく、山口社長様の
生き方、大先輩からの貴重なヒントを聞かせて
いただける機会をいただきまして、ありがとう
ございました。今後ともご指導の程、宜しくお
願い申し上げます。

1951（昭和 26）年、末次亘氏が長崎市東古川町にお
いて材木店を創業、有限会社末次材木店を設立。当初
の製材品販売から新建材、住宅設備機器、プレカット
加工資材へと取扱い幅を広げるとともに一般建設業認
可・宅地建物取引業を取得。内装工事、新築・増改築
にも対応している。

トップ対談

「人材を育成し、地域で存在価値を追求できる組織とする」ことを目指しています。

【会社概要】
創　　業　1951（昭和 26）年
本　　社　長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 728-1
資 本 金　300 万円
年　　商　12 億円
従業員数　20 名

代表取締役

山口  勝彦  様
やまぐち　かつひこ

【プロフィール】
1943（昭和 18）年　長崎市生まれ
1960（昭和 35）年　長崎県立佐世保商業高等学校を卒業
　　　　　　　　 　医薬品卸売問屋に入社
1964（昭和 39）年　有限会社末次材木店入社
2004（平成 16）年　代表取締役就任

有限会社 末次材木店
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住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額（都道府県民税の所得割額）によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額（千円未満切り捨て）が給付されます。

給付額

収入額の目安（都道府県民税の所得割額）によって決定

給付基礎額 持分割合= ×

※1.個人住民税の課税証明書。発行市区町村により、名称が異なる場合があります。

収入の確認方法 市区町村が発行する課税証明書※1に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。

建物の登記事項証明書（権利部）で確認します。

住宅取得者 持分割合 居住の有無 給付基礎額

それぞれ申請
例 ご主人

奥様
父親

ご主人の給付額は、10万円（=20万円×50％）
奥様の給付額は、9万円（=30万円×30％）
父親は、給付なし（居住していないため）

50％
30％
20％

有
有
無

20万円
30万円
30万円

夫婦（妻は収入なし）及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

消費税率8％時の給付額

収入額の目安
425万円以下

425万円超475万円以下

475万円超510万円以下

6.89万円以下

6.89万円超8.39万円以下

8.39万円超9.38万円以下

30万円
20万円
10万円

※2.神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上表と異なります。詳しくは、すまい給付金のホームページ等をご確認ください。

都道府県民税の所得割額 ※2 給付基礎額

「消費税率８％」をカバーする “ 税制優遇 ”
消費税率 UP 前の駆け込み需要の反動によって税率 UP 後に大幅な需要減となった過去の経験から、
平成 26 年度には住宅取得者の負担を緩和する税制優遇が実施される。

平成 26 年度 注目の税制優遇「すまい給付金」
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために導入される制度です。

消費税率  8 % 時は収入額の目安が 510 万円以下の方を対象に最大 30 万円、
消費税率 10% 時は収入額の目安が 775 万円以下の方を対象に最大 50 万円
を給付することとされています。

◦住宅ローン減税の優遇措置
　　返済期間が 10 年以上のローンを組んで住宅の取得、
　　またはリフォームを行う場合に利用可能。
　　◇認定長期優良住宅　　　　◇耐震基準適合住宅
　　◇認定低炭素住宅　　　　　◇耐震改修工事
　　◇バリアフリー改修工事　　◇省エネ改修工事

◦固定資産税の減税措置の延長
　　◇認定長期優良住宅　　　　◇耐震改修工事

◦認定長期優良住宅の特例措置期間の延長
　　 登録免許税・不動産取得税・固定資産税の特例措置の

適用期間を２年間延長。

◦【フラット 35】の融資限度額拡大

給  

付  

額

その他にも、さまざまな優遇処置があります。
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新設住宅着工戸数
　1 月の新設住宅着工戸数は 77,843 戸（前年同月比
112.3％）となり、前年同月比で 17 カ月連続の増加と
なった。季節調整済年率換算値では 98.7 万戸。持家は
24,955 戸（同比 105.9％）で 17 カ月連続の増加。貸家
は 29,953 戸（同比 121.5％）と 11 カ月連続増加となり、
分譲は 22,580 戸（108.6％）と 2 カ月連続増加となった。
分譲の内訳はマンションは 11,941 戸（同比 118.6％）
で 4 カ月ぶりの増加、戸建は 10,530 戸（同比 99.7％）
で 17 カ月ぶりの減少となった。
　木造住宅は 40,199 戸（前年比 107.8％）、木造住宅比
率は 51.6％となった。また地域別ではすべての地区で前
年同月比で増加となった。

国内合板
　1 月 の 国 内 合 板 生 産 量 は 23.3 万 ㎥（ 前 年 同 月 比
109.2％）と発表された。そのうち針葉樹合板の生産量
は 21.8 万㎥（同比 111.6％）、出荷量は 24.1 万㎥（同

比 109.3％）となり、針葉樹合板在荷量は前月から 2.0
万㎥減少し、9.9 万㎥と 2 年 5 カ月ぶりに 10 万㎥を割
りこんだ。2 〜 3 月も堅調な引き合いがありメーカー在
荷量は更に減少するとみられる。
　4 月以降については消費税増税の反動もあると思われ
るが、低水準が続くメーカー在荷量と本年の 88 万戸前
後の着工予想数を考慮すると、需給バランスが取れた展
開になっていくと思われる。

輸入合板
　輸入合板の 1 月の入荷量は 36.7 万㎥と大きく増加し
たが、出荷も順調に推移したこともあり、荷余り感は全
く無い状況となっている。価格については現地価格がい
まだ上昇しており、出荷状況次第であるが、もう一段の
価格上昇も頭には入れておきたい。

国内・輸入合板ともに増税の反動での一息つく状況はあ
るが、基本的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
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北海道

関東 北陸

近畿 四 国 九 州

東北
全 国

甲信越 中部

中 国

平成 26 年度第 1 四半期（4 月〜 6 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
　消費税増税を 4 月に控え、業界は非常にあわただしい状況になっている。税率が 5％か
ら 8％になったときに業況は一体どうなっていくのか？興味深いところである。
　国土交通省が発表した平成 25 年の新設住宅着工戸数は 98 万 25 戸だった。前年に比べ
11.0％増加し、100 万戸に迫る近年にない高い水準だった。平成 24 年が 88 万戸台、23 年
が 83 万戸台という数字で、明らかに先の駆け込み需要による影響が大きいと推察されるが、
そんな中、平成 26 年度第 1 四半期（4 月〜 6 月）の需要予測がまとまった。
　グラフが示す通り、平成 24 年度第 2 四半期（7 月〜 9 月）から上昇し続けた仕事量の見
通しポイントが約 2 年ぶりに減少傾向を示した。工務店段階では、平成 25 年度第 4 四半期
より 39.4 ポイント低下の 11.1 ポイント、販売店段階では 38.3 ポイント低下の 13.8 ポイン
トといずれもかなりの減少傾向となった。近年にない急角度のグラフになっており、一概
には言えないが、平成 24 年度第 4 四半期（安倍政権発足直後）に近いポジションまで下が
ったと見てとれる。
　また、地域別の需要予測を見ると、北海道、北陸地域で仕事量の増加回答が伸びている。
そして、北陸地域を除く全国で減少回答は前回を上回る結果となっており、やはり増税に
よる影響は大きいようで、今後の動きを注視したい。
　しかしながら、ポイント水準は未だ 10 以上のプラスポイントであり、市場は駆け込みに
間に合わなかった仕事をまだまだ残している事をうかがわせる。多くの見解では、夏ごろ
にはこの分の仕事も一通り終息すると予測され、次回の平成 26 年度第 2 四半期の需要予測
の結果は、より注目すべきものとなってくるのではないだろうか。
　また、補足として、このデータには 2 月末に関東圏に降った未曾有の大雪の影響は加味
されておりません。少なからず雪害による工事遅れやメーカー製造拠点にも被害があり、
今後影響が懸念されます。被害に遭われた方へお見舞い申し上げます。

主要メーカー様による販売予測
　主要メーカーによる販売予測にも今回大きな変化が見られた。昨年度は、減少回答ほと
んどなし、増加回答が大幅増というある意味異常事態が年間に通じて続いたわけだが、こ
こへきて増加回答が減り、前年並回答が伸びる傾向となった。ここでも消費税増税の影響
はあるものの、仕事量の落ち込みは低く抑えられ、この四半期間は前年並みに推移すると
判断したメーカーが多い。そんな中でも窯業・断熱材メーカー各社は増加傾向に 57.1％と
強気な回答をするに至っており、近年の
省エネ志向や、長期優良住宅の施策など
が大きく影響を及ぼしている事をうかが
わせる。
　なお、こちらにおいても先の大雪の直
前にこの調査を行っており、影響は加味
されておりません。

リフォームの現状
　工務店における月のリフォームの仕事量も、やや落ち着いた感がある。しかし、東北、
関東地区においては依然として減少回答を増加回答が大きく上回っており、案件自体は少
なくないようである。今回はやや低価格帯のリフォーム案件が増えていることをグラフは
示しており、想像の域を脱しないが、忙しくて手の回らなかった職方がそういった案件に
着手できるようになるのではないかと推測する。
　一方で、関東甲信地域に降った大雪の被害報告が各地から寄せられている。各地で屋根
や庇に被害が出た模様で、自然災害はリフォーム市場に多大な影響を及ぼす。
　ここのところ、経験したことのない自然災害に遭遇することが多いが、それを教訓とし
て生かすこと、そして臨機応変な対応が今後の事業をつないでゆくカギとなりそうだ。

●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 モエンエクセラード
モエンＭ 14・Ｗ 14

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 エコブルズケイカル
接着剤

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 26 年度　第 1 四半期
平成 25 年度　第 1 四半期

全国　回答数 2,818

北海道 124
東　北 340
関　東 986
甲信越 203
北　陸 64

中　部 216
近　畿 321
中　国 175
四　国 83
九　州 306

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 26 年 2 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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北海道

関東 北陸

近畿 四 国 九 州

東北
全 国

甲信越 中部

中 国

 増加予測 前年並予測 減少予測
合板 27.6％ 56.6％ 15.8％
木質建材 43.2％ 44.3％ 12.5％
窯業・断熱 57.1％ 37.5％ 5.4％
住設機器 45.8％ 29.2％ 25.0％

豆事典

1. 期間の延長
対象となる工事着手の期間が延長されました。

　従来：平成 26 年 3 月 31 日まで  ➡  延長後：平成 26 年 9 月 30 日まで

　※新規外壁材については従来通り平成 26 年 3 月 31 日まで

2. 内装・外装木質化工事の対象部位に「天井」が追加
内装・外装木質化工事の対象部位が平成 26 年 4 月 1 日より変更となります。

　平成 26 年 3 月 31日まで：床、内壁、外壁、外壁（新規外壁材）

　平成 26 年 4 月 1 日から：床、内壁、天井、外壁

新規外壁材が終了となり、天井が追加されます。

　※上述の日付は、工事請負契約を締結した時点を基準とします。

3. 対象地域材の樹種の追加
これまでの対象地域材に加えて「ベイマツ（米国産）」が追加されました。
ただし、今回の追加の対象となるかどうかは都道府県ごとによって異なり

ます。必ず、木材利用ポイント事務局ホームページで確認してください。

（http://mokuzai-points.jp/newsrelease/20140314list.html）

　※平成 26 年 4 月 1 日以降に工事着手した物件が対象となります。

木材利用ポイント

52014.4
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空間創造の重要な要素の一つである床・壁・天
井など、面の機能性と意匠性を追求するアイカ
工業が「安心。安全。長持ち。」をキーワード
に、独自の発想で実現した『メラフロア　セー

フティ』。「硬い」と「柔らかい」という相反す
る機能によって車椅子等のハードユースにも耐
え、万一転倒しても衝撃を吸収してケガを軽減
することができる。

【特　　長】
◦硬くて丈夫なメラフロア＋アンダーレイ
　 「硬くて丈夫」なメラフロアの下に「柔らか

くて安心」のアンダーレイ（アイカ工業指定
を使用）を敷き込むことで、人にやさしく、
お手入れ簡単なフロアになる。

◦傷・衝撃に強い
　 表面物性に優れたメラミン樹脂層と、衝撃に

強い HDF の組み合わせで汚れや傷に強い。
◦熱・汚れに強い
　 耐熱性に優れるメラミン樹脂層は、万一、タ

バコの火を落としてもこげ跡が残りにくい。
◦維持コストを低減
　シームレスでホコリがたまりにくい。
　オーバーレイが施してあるのでワックス不要。

商
　
品
　
情
　
報

アサヒ衛陶は、創業享保年間の瓦の製造に始ま
り、以来 300 年におよび窯業ひとすじに歩む。
現在は洗面化粧台、トイレを中心とした衛生陶
器のメーカーとして多様なニーズに応える商品
の開発、提供に全力を注ぎ、福祉、エコをテー
マとした商品開発にも幅を拡げている。その代
表商品が、格調高い家具調のデザインと機能性
を兼ね備えた洗面化粧台、陶器一体成形のオリ
ジナル形状のワンピース型便器だ。

【機能性＋格調高いデザイン】
◦ ヨーロッパテイストのベッセルシンクとカウ

ンターは陶器製
　 傷に強く光沢と清潔感を長く保つ。格調高い

家具調のデザインと機能性を兼ね備える。

◦ 陶器一体成形のオリジナル形状のワンピース
型便器

　 ローシルエットデザインのため、見た目も
スッキリ。格調の高さを感じさせる。

丈夫なのに柔らかい　衝撃吸収メラミンフロア

メラフロア  セーフティ [ 特許出願中 ]

間口 900㎜の化粧台に待望の「2 段引き出しタイプ」が登場！
洗面化粧台 RESTA レスタ

アイカ工業株式会社　

アサヒ衛陶株式会社　

洗面化粧台  RESTA（レスタ）

「2 段引き出しタイプ」洗面化粧台
RESTA（レスタ）

【扉カラーに木目調「シャイニーダーク」追加】
◦ 扉カラーに人気の木目調を使用した「シャ

イニーダーク」を追加ラインナップ
◦ 材質はアクリル化粧合板鏡面仕上げで、上

質感を醸し出している。

【エコに配慮した化粧鏡】
LED 照 明 を 搭 載 し エ コ に
配慮した環境にやさしい商
品。

【約 25％の節水効果のある
　水栓金具】
従来の水栓と比べると約
25％の節水効果のある水栓
を採用し地球環境や家計に
も配慮。

Before After

＊ メラフロアセーフティは､ 完全にケガを防ぐものではありません。
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お問合せ・お申込みは

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：三浦（司）
ホームページ：http//www.housedepot.co.jp/

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

パルトナーU
ユーディー

D フェンス
歩行補助用手すり

家族にゲストに、
優しいアプローチを
ユニバーサルデザイン（ＵＤ）への
きめ細やかな配慮と、
住宅外観にふさわしいデザインで、
安全で快適な暮らしをサポートします。

1

2 3

4

1

アルミ笠木Ａ型
直径が38㎜と細いため、誰でも
握りやすい円型の形状です。

カラー
バリエーション

2

自在傾斜部品
傾斜角度は0°～40°まで対
応可能。

3

標準柱
自在コーナー継手
水平方向60°～300°、 垂直
方向0°～40°まで対応可能。

4

自由柱（乾式用）
ブラケットで柱を支える方式です（アルミ形状）

※「パルトナー」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。※手すり部カットの場合は金属専用工具（鋸、サンダー等）をご使用ください。

ブラウン カームブラック プラチナステン

38㎜

34.5㎜

120㎜

φ40.5㎜

カバー取付け後
（完成）

カバー取付け前

乾式用柱

乾式
ブラケット
3型

※ アンカー工事
が必要です。

カバー

パルトナーU
ユーディー

D フェンス
歩行補助用手すり

家族にゲストに、
優しいアプローチを
ユニバーサルデザイン（ＵＤ）への
きめ細やかな配慮と、
住宅外観にふさわしいデザインで、
安全で快適な暮らしをサポートします。

1

2 3

4

1

アルミ笠木Ａ型
直径が38㎜と細いため、誰でも
握りやすい円型の形状です。

カラー
バリエーション

2

自在傾斜部品
傾斜角度は0°～40°まで対
応可能。

3

標準柱
自在コーナー継手
水平方向60°～300°、 垂直
方向0°～40°まで対応可能。

4

自由柱（乾式用）
ブラケットで柱を支える方式です（アルミ形状）

※「パルトナー」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。※手すり部カットの場合は金属専用工具（鋸、サンダー等）をご使用ください。

ブラウン カームブラック プラチナステン

38㎜

34.5㎜

120㎜

φ40.5㎜

カバー取付け後
（完成）

カバー取付け前

乾式用柱

乾式
ブラケット
3型

※ アンカー工事
が必要です。

カバー

サイズ：7×900×900（㎜）

Bulls  マスキングテープ

段差のあるアプローチには、手すり
を設置することがご家族や訪ねてく
るゲストへ思いやりです。
パルトナー UD フェンスは段差に合わ
せて、またコーナーに合わせて角度
を調整して設置できます。
入口にパルトナー UD フェンスがある
ことが、安心感と優しさを与えます。

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。



〒 136-8405　東京都江東区新木場 1-7-22
TEL:03-5534-3711（代）　FAX:03-5534-3855（代）
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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

　平成 26 年 4 月 1 日付けにて代表取締役社長に

就任致しました。

　会社に入社して以来、貿易部、海外駐在、営業

所、営業企画、管理本部そしてキーテックなど営

業から管理、製造と様々な部門を経験させて頂き、

今に至りました。今日までの経験を活かし、諸先

輩方が築いてこられたものを更に改善し、社業発

展に努めていく中、取引先の皆様のお役に立てる

企業でありたいと考えます。

　日本経済のバブル崩壊後はデフレが続き、住宅

着工も半減し、我が業界も縮小してきました。今

後も生産人口減少が見込まれ、我々を取り巻く環

境は大きく変化することが避けられません。

　しかしながら日本における住環境の質を考える

と、今後はリフォーム需要が更に拡大されていく

ことは間違いなく、また、新築着工が減るとはい

え「ゼロ」になるわけではありません。やり方次

第ではまだまだ需要創造・発掘が出来ると思われ、

我々グループは、今後もこの住宅建材業界で取引

先の皆様と共にこれらを商売につなげていけるよ

う努力していきます。

　今後も引き続き御指導、御鞭撻の程よろしくお

願い致します。

就 任 挨 拶

JK ホールディングス株式会社
代表取締役社長　青木  慶一郎
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