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「住まい方・暮らし方コーナー」は、一人ひとりが思い描く理想の住まいと夢の暮らしについて、
考えていただく場です。特に多くの人が関心を寄せている「健康」は、夢の暮らしを考えるう
えで、大切な要素の一つです。エンドユーザーの健康の悩みや思いに対して、家づくりに携わ
る皆様がしっかりと応えられるよう、モノ（商品）とコト（情報）を合わせてご紹介します。

ジャパン建材は昨年より「住まい方・暮らし方」をテーマに、様々な
視点から工務店様・販売店様に向けた情報発信を開始し、『モノ売り』
から『コト売り』への取組みを強化しております。それは、『快適で豊
かな住環境の創造』を企業理念として掲げるジャパン建材の使命であ
り、それが全ての方に豊かな住まい・暮らしを提供するための一助に
繋がっていくものと確信しています。
ジャパン建材フェアを通じ、最新の商品情報や住宅業界のトレンド配
信、そしてお客様のお役に立つサービス・サポートを展開して参ります。
スタッフ一同お客様のご来場を心よりお待ちしております。

第32回ジャパン建材フェア（通算74回）
8 月 22 日（金）・23 日（土）東京ビッグサイト東展示棟　1・2・3 ホール
テーマは“ 健康・省エネ”快適な住環境の提案

200 社超の出展メーカー様による多種多彩な新商品・売れ筋商品のご提案と、
本誌で見どころをご紹介するジャパン建材の独自企画コーナーを、お見逃しなく !!

住まいを通じてこころとからだの健康を

テーマ別展示コーナー
空間展示では紹介しきれなかった商品
を、テーマごとに展示しております。
各シーンで興味を持っていただいたこ
とに関して、更に知識を広げていただ
くと共に、実際に商品の効果を体験し
ていただけるコーナーもご用意してお
ります。

映像コーナー
家づくりにおいて、「住まい方・暮らし方と
は何か？」「夢の暮らしとは何か？」という、
大切にしなければならない考え方やコンセプ
トを、コーナー入口の巨大スクリーンでわか
りやすくお届けいたします。

テラス・庭
テラスと庭はガーデニングなどの趣味を楽し
んだり、第二のリビングとしてゆっくりと時
間を過ごすなど、住む人によって様々な使い
方が楽しめます。ここではフードリサイクル
で家族のコミュニケーションを図る方法や、
熱中症が起こりやすい夏を涼しくエコに過ご
すためのアイデアを紹介しています。

寝室
日々の生活において長い時間を過ごす
こととなる寝室は、体を休め、次の日
の活力を蓄える重要な住宅の要素とな
ります。「睡眠をとるだけの場所」から

「くつろぎの空間」にするもうひと工夫
を、光、音、空気環境をテーマに紹介
いたします。

水廻り
ヒートショックや転倒などの家庭内事故が起こり
やすい水廻りには、家族全員に対して使いやすく
安全な配慮が必要です。家庭内事故は、ちょっと
したことで防げることが多いのも特徴です。ここ
では配慮のポイントを紹介しています。

リビング
家族が集まり長い時間を過
ごすリビングルームには、
全員が快適により良い生活
を送るための要素を多く詰
め込む必要があります。今
回は子育て、ペットとの暮
らしに焦点を当てて、空間
を演出しています。

住まい方・暮らし方コーナー
見どころ

リビング

リビング

寝 室
テラス
　庭

テーマ別
展示コーナー

テーマ別
展示コーナー

水廻り
映像コーナー

成功する
リビングスタディの
スペースづくり

ペットも
健康快適な

住まい

フード
リサイクルを
楽しもう！

明かりで
つくる

上質な眠り

エコで涼しい
夏の暮らし

寝室に
もっと

こだわりを

水廻りの
ヒートショック

対策



2 2014.8

　ソーラー・デカスロンとは、世界の大学が太陽光住宅の技

術や性能など 10 項目の得点を争う、欧米では一般的な国際

競技と位置づけられ、学生が主体となって設計、施工、プレ

ゼンなどを行います。

　これまでアメリカ・スペイン・中国で開催され、今年はフ

ランスで開催されます。世界各国から集められた太陽光住宅

を実際に建設し、国際審査団、専門家や一般市民など 20 万

人以上に披露します。国の威信をかけた技術競争として欧米

では認知されていますが、まだ日本では十分ではありません。

　しかし、2012 年より日本から唯一千葉大学が出場を果た

し、2 回目の挑戦となりました。今大会よりジャパン建材を

中心に、グループの総力を上げて千葉大学の取組みをサポー

トし、ヴェルサイユ宮殿に隣接する会場にていよいよコンペ

ティションがスタートしました。

（期間：6 月 28 日から 7 月 14 日）

歴史
◦ 2002 年にアメリカ・エネルギー省によって組織
◦以下の目標と目的を達成するために創設
　①太陽光利用の技術革新：自然エネルギーの効率利用
　②再生可能エネルギーの披露：再生エネルギーの購買意欲拡大
　③消費者の教育：高効率機器への買替促進
　④一つの場所に集める：一つの場所で実証し、皆で学ぶ
　⑤教育：世界の学生に実践的な経験を与える

10 種目コンテスト項目のうちの一つ「建築デザイン（Architecture）」で 3 位入賞
千葉大学が提案する「ルネハウス」は、災害後に迅速（speed）に、あらゆる環境下（flexible）で、高
品質（dignity）な住環境を供給するプロトタイプ住宅で、世界のあらゆる場所へ輸送可能なモジュー
ル化されたユニット「Urban seeds」を組み合わせたシンプルな構成と、開放感溢れる仕様が特徴で世
界から大きな評価を得ました。

10 種 目 コ ン テ ス ト 項 目 の う ち の 一
つ「 工 学 技 術 と 建 設（Engineering and 
Construction）」で 2 位入賞「ルネハウス」
は、メーターモジュールで統一された美
しいプロポーションと、伝統的な技術と
ローカライズされた木造軸組構造によるモ
ジュールの完成度の評価で、多くのチーム
が innovative なシステムを導入し開発する
なか、シンプルな構成と誰でも理解出来る
工法を用い、これまでの「モジュール」と
いう概念を一新させる提案であったと高い
評価を得ました。☆次回はいよいよ最終報告をさせて頂きます。

お問合せ窓口：ジャパン建材　営業推進部  吉川　TEL：03-5534-3712

ソーラー・デカスロンに挑戦ソーラー・デカスロンに挑戦（第四弾）

他チームの様子

テレビ局の取材を受ける



秋田の成長性に着目

小川　豊田商会様の成り立ちからお聞かせ
いただけますか。
豊田　創業者である父は昭和 16 年生まれ、
愛知県岡崎市出身ですが、現在のリョービ
販売の前身である東和電器㈱に入社後すぐ
に北海道へ赴任、1 年後には秋田担当になっ
て当地にやって来たのが始まりです。
小川　電動工具販売からのスタートですか。
豊田　その頃は、まだ電動工具や木工機械
が普及していなくて、独立して販売しても
稼げると決意。岡崎に戻り創業も考えまし
たが、まだまだ競合店が少なかった秋田に
根を下すことを決断したということです。
当時はまだ独身でしたが、両親の紹介で郷
里でお見合いして結ばれたのが母です。
小川　ご両親ともに岡崎ご出身ですか。
豊田　はい。ジャパン建材さんの秋田営業
所のすぐ近く、茨島のアパートが創業の地
です。それから 1 年ほどして現在の本社所
在地に 50 坪ほどの土地を買い求め、住居兼
店舗を建てました。
　店舗は構えていても、実質は行商で父が
ライトバンに刃物を研ぐ研磨機を積み込み、
現場や作業場で刃物を研磨しながら電動工
具や道具販売をして顧客を増やしていき、
母は店番をしながら経理をして、数年後に
は秋田で従業員を採用しながら、会社を拡
大していきました。
小川　ご両親が二人三脚で今のご商売の礎
を築かれたということですね。
豊田　はい。現在、父は会長、母は現役で
仕事をこなしています。また、弟は常務と
して、家内は 3 年前から経理として協力し
てもらっています。
小川　それは心強いですね。
豊田　安心して仕事ができます。
　創業当初より 15 年ほど前までは、大工
さんは作業場で墨付け加工をしていたので、
刻み加工用の木工機が必要とされました。1
台 30 万円〜 50 万円ほどの木工機が面白い
ように売れ、電動工具と建築金物の販売と、
ともに順調に業績を伸ばしました。
　また、もともと単品のステンレス浴槽やキッ
チンなども扱っていたので、水廻りメーカー
とタイアップしていた豊田商会にシステム
キッチンやユニットバス、ボイラーなどの高
額商品の注文をいただくようになりました。
小川　豊田商会様で建材の扱いを本格的に
始められたのはいつ頃ですか。
豊田　私が、こちらに戻る平成 7 年頃には、
サイディングと水廻りの販売がメインに
なっていました。特にユニットバスが普及
し始めで、毎日のように商談していたのを
覚えています。

メーカー営業で提案力を培う

小川　豊田社長がこちらに入られたのは今
から 20 年前とお聞きしましたが、その前は
タカラスタンダードさんにいらっしゃった
のですね。
豊田　私が就職活動をした当時は日本の経
済は最高潮で多数の企業から内定をいただ
いていましたが、父親に当社と関連企業で
営業が厳しい会社だと聞いて挑戦しました。
小川　いずれは家業を継がれるお気持ちが
あってのことですか。
豊田　特に意識はしていませんでした。幸
い採用されて平成 3 年 4 月入社、その年の
10 月にオープンした会津若松出張所に配属
されて 3 年半、営業の現場で勉強させてい

ただきました。
　タカラスタンダードさんに入社して、展
示会に参加したり、いろいろな販売先と商
売をしていくなかで現在の基本となる信念
ができて、いずれは家業に戻り専念するこ
とを、決意することができました。
小川　人は易きに流れがちですが、今もさ
まざまな取り組みを続けていらっしゃる豊
田社長のチャレンジ魂を発揮されたという
ことですね。
豊田　私が家業に入って 3、4 年経った頃に、
当社ではあまり積極的に手掛けなかった、
新築サッシ 1 棟分、内装建具、パネル気密
工法や空調設備の販売など売上にボリュー
ムがある商品を積極的に提案、販売してい
きました。
　また、徐々に社員にも浸透して、住宅
建材を総合的に提案して建材の売上のボ
リュームが増えていきました。
小川　年商にも大きな差が出ましたね。
豊田　私が入社した頃は 5 億円前後、建材
類を扱うようになり、ピーク時の平成 9 年
には年商 8 億 5000 万円までいきました。そ
のときのお客様数は職人さんも含めて 1400
〜 1500 口座、それを社員 12 名でこなしま
したので朝から夜まで多忙を極めました。
小川　大変だったでしょうが、手応えも大
きかったと思います。意欲的に建材類の扱
いを増やし、社長に就任されたのが平成 14
年ですね。当時、お父様も現役バリバリで
しょう。
豊田　以前から父は 60 歳で会長になると宣
言していまして、その言葉どおり60歳になっ
た年に私が 33 歳で社長に就任しました。
小川　有言実行でバトンタッチされたとは
いえ、やりにくい面もあったと思います。
豊田　当社は、販売先も価格も営業担当者
判断で決めて、配達も集金も一人でこなす
スタイルが出来上がっていたので、与信管
理以外は注意することもなく、利益を上げ
ながら運営できていたので問題はありませ
んでした。
　また、父は、売上目標を掲げて目標達成
を厳しく追及する経営スタイルではありま
せんでしたが、社員、お客様への人望とサー
ビスと努力で業績を伸ばしてきてくれたお
かげで金策の悩みがない、これが当社の強
みになっていると思います。
小川　それは何物にも代えられない大きな
財産です、ありがたいことですね。

三本の大きな柱を立てる

豊田　秋田市内の建材店はどんどん減って
いるのですが、その要因の一つはホームセ
ンターです。その侵食を食い止めたいとい
う思いもあって 2 年前に現金販売の『ダイ
コク』を開設しようと、倉庫の建替えを父
に相談しました。そのときの答えが「本社
を建て替えろ」の一声で、現在の本社が実
現しました。9 月には『ダイコク』を開設し
て常務に一任して展開する予定です。
小川　今年 3 月からは毎月第 4 土日に定期
的にリフォームフェアも開催され、BtoC で
も順調に成果を上げていらっしゃいますね。
豊田　平成 21 年のリーマン・ショック前
が年商約 6 億円、ショック後一気に 4 億
5000 万円まで落ち込みましたが、その後は
毎年 1 億円ずつ伸ばすことができ、昨年は
年商 8 億円まで伸ばしました。
　全国の販売店さんに共通する課題だと思
うのですが、大工さんたちの高齢化もあっ
て、今のままでは、売上の減少は避けられな
いと考え、7 年前から BtoC でのカーポート

の販売を取り組み始め、昨年はカーポート
を約 130 台販売、また住宅のリフォーム関
係も順調に受注してエクステリア、リフォー
ムの売上が全体の 10％まで伸びました。
小川　特に昨年の伸びは著しかったですね。
それも、先々を考えて取り組むべきことを
地道に実践していらっしゃる成果ですね。
豊田　何といっても新社屋にしたことが良
かったと思います。国道沿いに面して電動
工具・金物販売の店舗と、水廻りショールー
ムを併設しました。本社の建替えを機に従
来の住宅兼店舗の電動工具・金物店のイメー
ジを一変させることができ、エンドユーザー
さんからのリフォーム・エクステリアの問
い合わせが昨年は約 300 件、うち成約件数
200 件、そういう案件が入ってくるように
なっています。
　特に一般客からの問合せは、エクステリ
ア商材であるサンルームやカーポートなど
から、キッチンの入れ替え、外壁の張替え、
塗装、増築案件も入ってきています。
　住宅兼店舗では一般のお客様は入り難
かったと思いますが、今は平日にご夫婦で
来られるエンドユーザーの方もかなりい
らっしゃいます。

小川　お父様の一声は、まさに “ 天の声 ” で
したね。
　今後は本業の「建築資材販売」と一般顧
客への「リフォームとエクステリアの販売」、
さらに「現金問屋ダイコク FC」を三本の大
きな柱に据えるということですね。
豊田　はい、この 3 本柱をメインとしな
がら、電動工具や金物といった商品も手を
抜かず販売努力を続け、少額取引から顧客
を増やし、またその顧客に元請工事が発生
した際は、建築資材を全て提供できる。ま
た元請現場がなくても、建築資材の納入が
なくても、工具や電動工具の販売でお客様
と疎遠にならずに信頼関係を継続できるメ
リットを生かしていきたいです。
小川　工具や電動工具の販売は、豊田商会
様にとっては、いわば命綱のような存在で
すね。
豊田　未だに金物販売と建材販売を両立し
て続けているところは秋田でも数少ないで
すが、電動工具販売は当社にとっての生命
線です。
　東北は冬場に仕事が減りますが、そうい
う時期でも工具を見に来てもらえる、墨壺
やスケール、ビスなどの小さな物でも買い
に来ていただくお客様の口座は残していま
すので、元請仕事が入ったときも、売掛け
で仕入れられる当社に発注いただけます。
小川　なるほど、そういう機能があってお
客様と繋がっているのが豊田商会様のオリ
ジナリティであり、強みということですね。
このお話、非常に勉強になりました。

リフォーム見積りはスピード第一

小川　リフォーム事業を伸ばす極意をお聞
かせいただけますか。
豊田　以前、家電量販店やホームセンター

のリフォームの下請けを経験し、全体的な
下請業者への発注単価などもある程度つか
めましたし、売り方と見積りの仕方を勉強
できたことが大きいと思います。以前は積
算に 1 週間かけていましたが、見積りは 3
日以内に出す、そのスピードが一番大事だ
ということも学びました。
　建材店さんがリフォームに取り組むので
あれば、一般のお客様も集められるエクス
テリア商品が良いと思います。雪が多い秋
田ではカーポートの需要が大きいですが、
他にウッドデッキやサンルームもできます。
また、内窓の取付けや玄関ドア交換なども
手掛けられるので、サッシの扱いがある建
材店さんなら容易に取り組めると思います。
小川　この記事を読まれた販売店さんの中
には、「よし、うちもやろう」と思われる方
がいらっしゃるかもしれません。
　エンドユーザー対応ができる専任の営業
担当もいらっしゃるのですか。
豊田　リフォームの下請けを経験した営業
担当と、昨年入った社員の二人が、お客様
との打ち合わせから工務の仕事まで対応し
ています。
小川　全国的に新築需要は減少傾向にある
なかで、販売店様が今後の業態をどうして
いくべきか考えていらっしゃいますが、地
域の住宅相談窓口となってリフォームや細
かな修繕もできる、新築請負できるし、不
動産の紹介もできるといった素地が豊田商
会様には既にできていると思います。
　快適で質の高い住まいづくりをベースに
住宅の町医者的な存在になっていけば、最
終的にはエンドユーザーさんからの支持も
いただけるようになると思います。

成長には工事態勢の構築が必須

小川　豊田商会様のお客様は工務店さんが
メインですか。
豊田　はい、そのほかにも基礎工事、塗装
工事、屋根工事など多種多彩な職人さんに
ご愛顧いただいています。
小川　今のお話をうかがって思うのは、多
種多様なリフォームに対応できる職人さん
と直接繋がっていらっしゃる、これは豊田
商会様の大きな強みとして生かせますね。
豊田　現役の棟梁もたくさんいらっしゃい
ますので、現場打ち合わせに同行してもら
うこともあります。
小川　木建ルートのお客様との連携による受
注もすでに実践していらっしゃるのですね。
豊田　はい。あとは OB のお客様のフォロー
や、チラシの内容を充実させていくこと、
さらにリフォームショップ 1 店舗で年商 2
億円、3 億円を目指していくには、工事態勢
をしっかり構築してチームづくりをする必
要があると思います。
小川　さらにこれから、どこを目標に定め
て進んでいかれますか。
豊田　私が考えているのは、まず年商 10 億
円を 15 名以下で実現して適性利潤が確保で
きること。でも、現状のままで 10 億円を
実現するのはかなり難しいと思いますので、
リフォームショップを秋田県内で多店舗展
開すること、ダイコクに関しても同様の展
開を視野に入れていきたいと思っています。
小川　豊田社長は常に問題意識をもたれ、
地道に打開策を続けてこられた集大成が現
在の売上増に繋がっていると思います。
　本日は、全国の販売店様に参考にしてい
ただける、将来を見据えた布石を打つため
の具体策を詳しく聞かせていただきまして
ありがとうございました。　

現社長の実父・豊田精司氏が電動工具の東和電器㈱（現リョー
ビ販売㈱の前身）の営業として秋田に赴任し、秋田の成長性
に着目。独立して電動工具・木工機販売店を 1967（昭和 42）
年に創業、1980（昭和 55）年に有限会社豊田商会を設立する。
2002（平成 14）年、精司氏が会長に、幸司氏が二代目社長と
なる。
各種建築資材販売を核にエクステリア、キッチン・バス販売、
オール電化にも取り組む。電動工具類のプロショップを併設。
毎月末にリフォームフェアを開催して BtoC の住宅リフォーム
受注にも積極的に取組んでいる。

トップ対談
設　　　立　1980（昭和 55）年
本社所在地　秋田県秋田市仁井田二ツ屋 1-2-15
資　本　金　300 万円
従 業 員 数　13 名
年　　　商　8 億円

代表取締役社長

豊田　幸司  様
とよだ　こうじ

【プロフィール】
1969（昭和 44）年　秋田県秋田市に生まれる
1991（平成  3 ）年　秋田経済法科大学（現ノースアジア大学）経済学部経営学科を卒業
　　　　　　　　　　タカラスタンダード㈱入社
1995（平成  7 ）年　㈲豊田商会入社
2002（平成 14）年　代表取締役社長に就任

有限会社  豊田商会

“ もっと快適な住まいづくり ” に取り組んでいます。

32014.8
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特設コーナー特価市場

特設コーナー家電市JK 木構造グループ

見どころ

見どころ
見どころ

ジャパン建材フェアご来場の皆様だけに
特価でご提供 !!
◦お値打ち品： 出店メーカー各社のご協力をいただいて多数出品。
◦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。

数量限定にて売り切れ御免！
登場する商品は、
当日来場してのお楽しみ !!

早いもの勝ち !!
人気のマッサージチェア、空気清
浄機、洗濯機、大型液晶 TV など
の商品を多数ご用意してお待ちし
ております !!

ジャパン建材木構造建築課・キーテック・秋田 GL・物林・宮盛

「中・大規模  木質構造建築」私たちがサポートします

◦日本 CLT 協会生産 3 社参加（銘建工業・山佐木材・レングス）
　CLT（直交集成板）の旬を !! 
◦木製太陽光架台実大展示
◦施工現場写真パワーアップ（LVL・製材・集成材）使用例

木質実践ミニセミナー　両日開催
ジャパン建材フェア　セミナー情報（折り込みページ）で開始時間をご確認ください。
◦「五輪に見る、環境に配慮した木材の利用　東京五輪でも実現を」　講演者：PEFC アジアプロモーションズ
◦『みんなでやらいや！ CLT』 　　　　　　　　　　　　　　　 講演者：一般社団法人日本 CLT 協会
◦「JK グループが目指す　中大規模・木質構造」　　　　　　　　　   講演者：ジャパン建材株式会社
　◦〜実演！プレカット CAD 入力のいろは〜　　　　　　　　　　　 講演者：ジャパン建材株式会社

入口 出口

Wood  For  Living
コーナー

合板コーナー

合板コーナー
カナダコーナー

木材・プレカットコーナー

快適住実セミナー

木質実践
ミニセミナー

特設コーナー
特価市場

JK 木構造グループ

住まいづくりサポートゾーン

Bulls
コーナー

住まい方・暮らし方
コーナー

エコプレミアムゾーン

ジャパン建材独自企画コーナー MAP
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木材・プレカット コーナー

エコプレミアムゾーン

合板コーナー
見どころ

見どころ

見どころ

まだまだ売電お得な太陽光パネル、蓄電池を！
メーカー各社製品を展示して、ご提案します。
◦フォーアールエナジー㈱（12kW 蓄電池）
◦太陽光パネル＆ HEMS 展示
◦グラモ  iRemocon（スマートフォンで家電コントロール）

◦ 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 !!
目玉品目が目白押しで、
今回も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

◦ 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、オリジナルの耐力壁商品など、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

両日各100 名様
限定！

太陽光図面をお持ちいただいた方には、
アートフラワー（花小鉢）をプレゼント！

＊花の種類・色は
写真と異なる場合
がございます。

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、
認証材を活用したカナダ製品
の利用をご提案します！
◦森をイメージした合板コーナー
 国産材利用を促進する国内合板を
中心に、メーカー各社の多彩な
製品をご紹介
構造用合板、針葉樹構造用合板 - 長尺、
LVL、認証材合板など
併せて最新の合板関連情報を発信します！

◦カナダコーナー
カナダの自然に育まれた認証材で作られ
る木質製品をご紹介
在来軸組工法、2 × 4、中規模木造建築
にも活用できます！



登録番号　東京都知事(3)第30759号
〒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
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Bulls コーナー
見どころ

アイテム数 400 超が Bulls コーナーに勢揃い !! 
新商品が登場します。

ブルズ商品の特徴説明、施工実演もあります。

収納が家中まるっとウマくなる
「シマウマ・コレクション」必須 5 アイテムを展示！

●初登場のブルズ商品

●ブルズ商品の特徴説明、
　施工実演『ブルズ実演コーナー』

●ジャパン建材の
　収納シリーズ
　「シマウマ・コレクション」
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水道用品・水栓金具の専門メーカーとして “ 水と住
まいの接点 ” にある製品を追求し、「人と水との共生」
をサポートする㈱カクダイ。なかでも『アカガネ』
シリーズは、銅の殺菌特性を生かす製品群として注
目を集めている。

【銅の殺菌効果を無期限、無電源、無害に維持】
接触面に殺菌特性をもつ銅を素地のまま使用するこ
とで水分のある環境ではオゾンに相当する無期限、
無電源、無害に維持する銅の力。それは科学でも自
然でもなく、銅が人に与えてくれた光だ。
◦  Cu ＋は ICA（国際銅協会）および日本銅

センターが推奨する殺菌効果のある素材
のマーク

　 原子番号 29 番の銅は、特殊な電子軌道を持つ。こ
の銅が持つ電子が、水分と反応し、オゾンなどと

同様の殺菌力のある酸素を生み出す。
◦ 湿り気がある水廻りでは、強い効力を示し、付着

した菌類を効率よく殺菌する
　※詳細は日本銅センターのホームページ

　（http://www.jcda.or.jp/）をご確認ください。

【緑青は無害】
国内銅鉱山の精錬技術が未熟であった頃に、カドミ
ウム鉱毒と間違われて猛毒とされていた。
◦殺菌効果が十分にある銅合金を使用
　純銅製でなくとも効果は十分にある。
◦表面は酸化していても効果あり
　 銅が 1 価 2 価で酸化しながら活性酸素を出すので、

酸化していてこそ効果がある。
◦接触面への殺菌効果は、無害で永久に持続
　※ 空中の菌を滅する力・通水している水を浄化する力はない。

【日頃の手入れ方法】
◦ メッキコーティングなし、数ヶ月で使い古した真

鍮の色調に変化して安定
　 真鍮の色調に安定するまでは、やわらかい布で軽

く拭いてお手入れ。

【豊富な製品ラインナップ】
◦ 手洗カウンターや手洗器、各種水栓から流し台バ

スケットやゴミ収納器フタまで豊富に取り揃えて
いる。

◦ 幼稚園や保育園、学校や病院施設など、特に衛生
面や風邪など病気の感染に配慮されている場所で
の活用でご好評をいただいている。

空調の総合メーカーダイキン工業の家庭用ルーム
エアコン「うるさら 7」は、加湿・空気清浄と多彩。
新冷媒 R32 採用で優れた省エネ性能を実現している。

【必要な量だけ除湿。だから、昼も夜も快適】
さらら除湿は必要な量だけ除湿するから、昼も夜も快
適。除湿で冷やされた空気とお部屋の空気もまぜあわ
せて送風し、さらにシーンに合わせて、除湿能力を無
段階にコントロールすることで、より快適でムダの少
ない除湿を実現しました。28℃の設定温度でもすご
しやすくなり、夏や梅雨シーズンも快適に過ごせる。

【加湿できるエアコンで、冬も、うるおいアップ】
うるる加湿は外の空気中の水分をエアコンが取り込
み、無給水で冬のお部屋のうるおいをキープする。
無給水加湿はダイキンだけの技術。

銅の殺菌特性を生かす多彩なラインナップ

アカガネ シリーズ

除湿、加湿が出来るエアコン、無給水加湿ができるのが出来るのはダイキンだけ

ルームエアコン　RX シリーズ　うるさら 7

株式会社カクダイ　

ダイキン工業株式会社　

加湿イメージ

除湿イメージ



〒 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 67,791
戸（前年同月比 85.0％）となり、3
カ月連続で前年同月比減少となった。
季節調整済年率換算値では 87.2 万戸。
持家は 22,288 戸（同比 77.1％）で 4
カ月連続の減少、分譲も 17,437 戸（同
比 72.9％）と 4 カ月連続の減少となっ
た。
　分譲の内訳はマンションで 7,307
戸（同比 56.7％）、戸建は 10,026 戸（同
比 92.1％）でマンションの落ち込み
が大きくなっている。貸家は 27,434
戸（同比 103.1％）と 15 カ月連続で
増加を続けている。おそらくこれは平
成 27 年 1 月 1 日から相続税改正に伴
う節税対策での賃貸住宅建築の駆け込
み需要が牽引していると思われる。
　 木 造 住 宅 は 36,983 戸（ 同 比
86.0％）で木造住宅比率は 54.6％と
なった。地域別ではすべての地区で減
少となった。
国内合板
　5 月の国内合板生産量は 23.8 万㎥

（前年同月比 103.6％）と発表された。
その内、針葉樹合板生産量は 22.2 万
㎥（同比 103.7％）、針葉樹合板出荷
量は 17.9 万㎥（同比 84.9％）となり、
出荷量は 20 カ月ぶりに 20 万㎥を割

り込んだ。
　針葉樹合板在庫量は 15.9 万㎥と前
月から 4.4 万㎥増加となった。6 月末
時点では在庫量が 20 万㎥近辺となり、
在庫量の急増と出荷の鈍化に危機感を
抱いた国産メーカーは今までにない素
早い対応で各社が足並みそろえる形で
減産を行うことを発表した。この減産
が確実に実行されると、8 月以降需給
バランスが間違いなく取れることとな
り、現状の弱含んだ相場状況が引き締
まることになると思われる。
輸入合板
　輸入合板の 5 月の入荷量は 30.9 万
㎥と発表された。前月からは 2.6 万
㎥減少となった。各社とも 4 月以降、
予想出荷量から大きく下回った出荷実
績となり、小安い価格帯での販売で在
庫調整を図ろうと動いていたが、期待
していたほど在庫も減らず、相場を押
し下げる形となっただけであった。
　6 〜 7 月と入荷量が減ってきている
こともあって、7 月後半には港頭在庫
の調整もつき始め、弱含んだ相場状況
の中で流通在庫も少なくなっており、
8 月以降は出荷も持ち直すことが予想
されるので国内同様に引き締まった状
況になってくると思われる。

合 板 天 気 図晴
ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊

　平素はお得意様をはじめ仕入先様には、
格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
　三河営業所のある高浜市は、愛知県中
部衣浦湾に面した臨海地区で三河地方に
属し、木材加工や自動車製造関連を中心
とする工業が発達しています。また、こ
の土地で産出する良質の粘土を用いた窯
業が伝統的に盛んで、三州瓦生産の中心
地であり、鬼瓦を始めとする飾り瓦でも
有名です。
　当営業所は、県中部から東三河地域を
営業エリアとしており、総勢 7 名、うち
営業 2 名は 4 年目と 2 年目と若く、元気
と行動力と発想力をもって変化の時代に
必要な情報を迅速に提供し、お客様へ期
待を超えるサービスを提供すべく、日々
営業に努めております。
　営業活動の中心である岡崎市は、人口
38 万人。徳川家康生誕の地として有名で、
全国的には八丁味噌の産地としても知ら
れ、豊田市とともに西三河を代表する都
市です。
　豊田市がトヨタ自動車の中核であり、
岡崎市には三菱自動車とその他自動車関
連の企業が周囲に多いことから、良くも
悪くも自動車産業に左右される地域と
なっております。

まだまだ未熟な営業所ではありますが、
皆様にご満足頂ける情報提供・サービス
向上を心掛け、地域 No.1 を目指し、情熱
をもって全力で取り組んで参ります。
今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願
い申し上げます。

所長　辰元  一洋

ジャパン建材
西日本グループ

中部営業部

三河営業所地域活性隊

めざせ

7 月最終日曜日には「豊田おいでん祭り」、8 月

第一土曜日には「岡崎観光夏祭り」と、2 週に

わたり花火大会があり両日とも 50 万人を超す

人出で賑わっています。

岡崎観光夏祭り

岡崎城





 セミナースケジュール

8 月 22 日（金） タイトル（各回 30分程度予定） 講演者

11:00 〜
「五輪に見る、環境に配慮した木材の利用

-東京五輪でも実現を」
PEFC アジアプロモーションズ
事務局長　竹内  晴義　氏・部長　堀尾  牧子　氏

12:00 〜 『みんなでやらいや！ CLT』 一般社団法人日本 CLT 協会　岩坂　将  氏・中島  洋  氏

13:00 〜 ｢JK グループが目指す　中大規模・木質構造｣ ジャパン建材　木構造事業部　木構造建築課
内野  吉信・菅谷  恭裕

14:00 〜 〜実演！プレカット CAD入力のいろは〜 ジャパン建材　木構造事業部　プレカット課　新冨　裕

8 月 23 日（土） タイトル（各回 30分程度予定） 講演者

10:00 〜
「五輪に見る、環境に配慮した木材の利用

-東京五輪でも実現を」
PEFC アジアプロモーションズ 
事務局長　竹内  晴義　氏・部長　堀尾  牧子　氏

11:00 〜 『みんなでやらいや！ CLT』 一般社団法人日本 CLT 協会　岩坂  将　氏・中島  洋　氏

12:00 〜 ｢JK グループが目指す　中大規模・木質構造｣ ジャパン建材　木構造事業部　木構造建築課
内野  吉信・菅谷  恭裕

13:00 〜 〜実演！プレカット CAD入力のいろは〜 ジャパン建材　木構造事業部　プレカット課　新冨　裕

8 月 22 日（金） タイトル 講演者

11：00 〜 12：00 「2020 年工務店が出来る事」
一般社団法人　住宅瑕疵担保責任保険協会
一般社団法人　住宅管理・ストック推進協会　徳富  総一郎　氏
独立行政法人　建築研究所　理事長　坂本  雄三　氏

12：30 〜 13：30 「地域力と木材活用」 東京大学　名誉教授　農学博士　安藤  直人　氏

14：00 〜 15：00 「女性目線で見た、工務店の住宅デザイン」
〜五感（聴、視、触、嗅、味）覚で造る現代設計〜 有限会社ゼムケンサービス　代表取締役　籠田  淳子　氏

8 月 23 日（土） タイトル 講演者

11：00 〜 12：00 『イベントを成功させるための成功術』 株式会社 seeders　代表取締役　下田  典子　氏

12：30 〜 13：30 「地域力と木材活用」 東京大学　名誉教授　農学博士　安藤  直人　氏

14：00 〜 15：00 『子育て世代に提供する住宅の本質』
〜清潔なかつ健康な住宅を提供する工務店の収納講座〜 ライフオーガナイザー　後藤  良子　氏

木質実践ミニセミナー

快適住実セミナー

第32回ジャパン建材フェア


