
http://www.jkenzai.co.jp

元気の出る仕事情報誌

No.380ジャパン建材株式会社ブルズ  ビジネス
2014

CONTENTS　◦ Timberize TOKYO 2020…p.1　◦きめ細かな営業体制へ、ジャパン建材の新しい営業網…p.2　◦トップ対談…p.3
　　　　　　◦『快適住実の家』に新しいメニューが加わります！…p.4　◦ジャパン建材木構造事業部　受注事例…p.5　◦ JK サポートセンターご案内…p.6

◦合板天気図　◦地域活性隊　　◦ HDJ&HDP
◦商品情報　　◦イチ押しBulls　

11

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックは都市木造の可能性を考える貴重

な機会であり、実際に都市木造によるまちづくりが行なわれれば、オリンピック

はもちろん、それ以降の都市の姿に大きな影響を及ぼすことになります。そこ

で、今後は、展覧会で展示したような施設の実現化に向け、JK 木構造グループは、

team Timberize とも協力し、東京都オリンピック・パラリンピック準備局や設計

事務所・ゼネコン等に引き続き PR 活動を行なっていきます。展覧会で展示された

模型なども、いくつかの地方での展覧会などで使用されることになります。

　多くの施設の木造化・木質化に向けご協力賜りますよう、宜しくお願い致します。

『Timberize TOKYO 2020』 は、2020 年 に 行 わ れ
る東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
木造でいろいろな施設ができることを広く一般
の方々に知っていただくために、模型やパネル
を展示し、見て解りやすく、実感していただく
ことを目的とした展覧会です。NPO 法人 team 
Timberize の主催で、第 1 弾が東京・青山のスパ

イラルホールで平成 26 年 9 月 5 日〜平成 26 年 9
月 15 日に開催され、第２弾が新木場タワー 18 階
で平成 26 年 9 月 24 日〜平成 26 年 10 月 31 日に
開催されました。スパイラルホールで行なわれた
展覧会は、場所柄もあり約 1 万 5 千人程の来場者
がり、建築関連の方だけではなく、一般の方が多
く来場され大盛況でした。

2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向け、
木造でいろいろな施設ができることが実感できる

Timberize TOKYO 2020

競技施設の木質化

第 2 弾を新木場タワー 18 階で開催

NPO 法人 team Timberize とは、東京大学・生産技術研
究所　腰原教授を中心に、「木」を新しい材料として捉え、
これまでの木造の伝統や習慣に捉われることなく新しい
可能性を模索し、新技術や木造デザインを構築すること
で、社会に広く提案することを目的としている団体です。
Team Timberize では、森林を活性化させることは、その
地域のみならず、全国規模で考えていかなければならな
い問題と捉え、特に森林資源の恩恵を享受している都市
部では、その積極的な活用が必要であると考えています。

競技施設観覧席に木材を活用
都市木造の可能性



●推進グループ

　ジャパン建材営業拠点網

ジャパン建材株式会社は、
地域ごとの独自性に合わせて
より的確な住宅関連情報や、
商品情報を発信していくために
2014 年 10月 1日、営業拠点網を
再編成しました。
皆様のご要望にきめ細かに、かつ
迅速にお応えできるよう全員で
力を合わせて参ります。
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　経営企画室

　合板部

　市場開発部

　首都圏第一営業部

　首都圏第二営業部

　首都圏第三営業部

　関東営業部

　東北営業部

　北海道営業部

新木場／中野／東京北／城北／千葉／千葉北／木更津／柏／鹿嶋

横浜／平塚／相模原／川崎／藤沢／静岡／沼津／甲府

札幌／帯広／函館／旭川

さいたま／熊谷／春日部／古河／府中／昭島／多摩／入間

仙台／郡山／いわき／山形／盛岡／秋田／秋田東／青森／八戸

高崎西／高崎東／太田／宇都宮西／宇都宮東／つくば／水戸／長野／松本／新潟／長岡

●東日本グループ　首都圏第三営業部を新設しました。

　中部営業部

　関西営業部

　中国営業部

　四国営業部

　九州営業部

名古屋／岐阜／三河／三重／金沢／福井／富山／浜松

大阪／北大阪／阪南／神戸／京都／京都西／奈良／姫路

広島／岡山／福山／島根／鳥取／山口

松山／高松／徳島／高知

福岡／福岡東／北九州／大分／長崎／熊本／宮崎／鹿児島／沖縄

●西日本グループ　中四国営業部を中国営業部と四国営業部に分割しました。

　産業資材部

　住建資材部

東京／越谷／鹿沼／前橋／水戸資材／大川／東京資材課／横浜資材／静岡資材／名古屋資材／豊橋／大阪資材

住宅資材／神奈川資材／宇都宮資材／２×４資材／仙台資材／盛岡資材／建設資材課／機電住機課／札幌資材

●資材グループ

東日本サポートセンター／中日本サポートセンター／西日本サポートセンター

　営業推進部 　推進課

　JK サポートセンター

　住設部 　住設課

　商事課

　商品開発課

　木構造事業部 　木材課

　プレカット課

　木構造建築課

営業本部

東日本グループ

西日本グループ



全て自社で賄えるように

小川　東京オリンピックの年に創業され、
今年は 50 周年の記念すべき年ですね。
工藤（俊）東海道新幹線も開通した年です。
アパートの一室を事務所に、電話 1 本とト
ラック 1 台でスタートしました。創業から
半世紀の記念式典をすることも考えたので
すが、それよりも、これまで頑張ってきて
くれた社員たちに、ささやかですが感謝の
気持ちを還元することにしました。
小川　ご創業当時、どのようなことを考え
ていらっしゃいましたか。
工藤（俊）同業で仕事をしているうちに自
分でも商売ができるのではないかという気
持ちが強くなって始め、無我夢中でした。
昭和 47 年に、昭和 43 年開通の盛岡バイパ
ス沿いに新しい倉庫を建て、さらに翌年、
現本社ビルがある上堂へ移転しました。
小川　当時のメインは木材でしたか。
工藤（俊）木材 8 割、建材 2 割程度でした。
その後も順調に業務拡大することができま
したが、先々を見たときに単体の商売だけ
では難しいのではないかという思いがあり
まして、商売を始めたときから 30 代でビル
を建てる、と豪語していました。
　上堂は人通りも多く、そこを資材置き場
にしておくのはもったいないということで
新たに滝沢へ倉庫と製材設備を移し、自社
ビル第一号として今の本社ビルを完成した
のが昭和 54 年。39 歳で夢を実現しました
が、その過程では親しくしていた方から資
金的な応援も随分していただきました。
　当時は「材木屋が田んぼのなかにビルを
建てた」と笑われましたけれども、それが
本業の設備投資の力になりました。材木店
だけでは今のような工藤材木店はなかった、
両輪を回すことができたから今の当社があ
ると思います。
小川　その後も次々に自社ビルを建て、賃
貸料を、製材やプレカット設備への投資に
有効活用され、木材活用の痒いところに手
の届く形の今のご商売の礎にされたという
ことですね。
工藤（俊）私が岩手県の木材仲買業者の団
体に入ったのが昭和 41 年。その頃は同業者
が 40 数社ありましたが、当社が株式会社に
改組した時点で 3 分の 1 に減り、今も残っ
ているのは 6 社だけです。
　材木店を始めた頃は製材所も 23 社ありま
した。そこへ私が加工を頼みに行くと、現
金払いだと言われたものです。そうした製
材所も今ではほとんどなくなってしまいま
したが、資金が潤沢ではなかった時期に悔
しい思いをしたこともあって、木材を仕入
れて自社で製材も加工も、全て賄えるよう
にしたいと考えていました。
小川　同業の皆さんとは違った方向性で進
んでこられたことが工藤材木店様の強みに
繋がってきたわけですね。設備投資を開始
されたのはいつ頃ですか。
工藤（俊）滝沢を営業所にしてからです。

 全自動プレカット機の導入

小川　工藤会長が築き上げた隆々とした会
社を受け継いでいかれる工藤社長は、高校
卒業後すぐに入社されたのですか。
工藤（拓）入社前、しばらくは自分なりに
動いていました。とにかく創業社長である
父の背中を見て育ち、敢えてその後を継ぐ
気持ちになれなかったというのが正直なと
ころです。たまたま「人がいないから手伝っ
てくれ」と言われて手伝い始めたことが入
社のきっかけになりました。
　私が本格的に仕事に取り組み始めたのは、
滝沢に営業所を移し、全自動プレカット機
を導入しようと動き始めた平成 5 年、25 歳
の時です。プレッカット設備の購入を現会
長が決めましてね。もともとは地場の同業
者の皆さんと協同組合を立ち上げる計画で
スタートしたのですが。

小川　それであれば補助金が内示されまし
たね。
工藤（俊）国と県からの補助金 4 億 5,000
万円を出してもらう条件は、森林組合か素材
組合のメンバー 1 社が入ることでしたが、そ
の同意が得られず、単独で導入を決めました。
工藤（拓）そういう経緯もあったようです。
当社は木材・建材を扱ってはいても、建築
に関しては素人の集団でしたので、会長か
ら「プレカット機を入れるから建築士の免
許を取れ」と言われましてね。
小川　そのタイミングで建築士免許を取得
されたのですか。
工藤（拓）はい、資格を取りました。当時
はプレカット黎明期で全自動プレカット機が
出始めたばかり、当社が導入する前に岩手県
内で全自動プレカット機をもっていたのは 1
社だけでした。プレッカットもまだ認知され
ていない状況で取組みを始めました。
　機械メーカーで 3 週間の研修を受けられ
るというので行ってみると、受けたかった
CAD 研修はない、実機もない、工場で加工
をするように言われて 2 週間は我慢して実
習を受けましたが、帰ってきました。戻っ
てみるとすでに機械が入り始めていました。
小川　決めたら即実行、工藤会長らしいス
ピード感ですね。
工藤（拓）プレカット機導入のために建築
に詳しい人に入ってもらう予定だったのが、
その人に断られた、でも全自動だから、お
前やれ、と言われましてね。スタッフは何
人いるかと聞くと、これから募集するから、
と。それが平成 5 年 12 月の話ですが、すで
に春先に向けての受注を開始していたのに
はさらに驚かされました。
小川　うわぁ、それは大変でしたね。
工藤（拓）しかも、当時のプレカット機に
はマニュアルがない、CAD にもマニュアル
がない、人もいない、たった一人手探り状
態で、あとは仕事を進めながらお客様に教
えていただきました。
　材料の仕入れ以外は全て私の管轄で、営業
マンが受注した後のプレカット打ち合わせか
ら CAD 入力、出荷まで全て私の責任で進めま
した。同時にそれまでの社内のあらゆる仕組
みを変えていきながら現在に至っています。
小川　わずか数カ月で仕組みを作り上げ、
受注をこなしていったということですね。
工藤（拓）大変な仕事でしたが、当社の全
てを把握しなければできなかったことが私
にとっては良い勉強になりました。
　以後、平成 9 年 4 月の消費税 5％導入前
の平成 8 年までは寝る間もなく仕事に専念
し、35 歳まではあらゆる交友関係を絶ち、
飲みに行く間も惜しんで仕事にどっぷり浸
かりました。
工藤（俊）これまで 1 棟といえども間違い
がなく、「工藤に任せておけば間違いない」
というお客様の評価いただいています。こ
れは誇れることだと思います。
工藤（拓）一つひとつ丁寧に仕事を完了さ
せることに注力しています。すでに実務の
ほうは担当者に任せていますが、プレカッ
トの打ち合わせは、今も私がしています。
工藤（俊）一気に仕事を増やすこともでき
たでしょうが、自社で受注したものを確実
にこなしていくという考え方だったのが良
かったと思います。プレカット導入にはま
だ時期が早いと社内の反対もかなり強かっ
たですが、導入して良かったと思います。
小川　それも、工藤社長の並外れた頑張り
があったからこそですね。
工藤（俊）若い者ですから、できないこと
はないだろうと思っていました。
小川　その信頼感が人を育てる秘訣ですね。

 自己資本の高さが強み

小川　現在の木材と建材・住設機器の販売
割合はいかがですか。
工藤（俊）現状は 5 割・5 割です。木材が 4 割、
建材 6 割くらいになっていくと思います。

小川　木材に関しては全て自己完結できる
設備をもっていらっしゃるので、元請をす
ることも考えていらっしゃいますか。
工藤（俊）これまで 50 年間、大工・工務店
様のおかげでここまで業績を上げてきまし
たので簡単に元請はできませんね。共存で
きるような体制でできるのが一番良いと思
います。資金力の点で弱い部分や、お施主
様に納得いただけるように住宅に使う木材
や建材などの詳細を見せて PR することな
ど、当社が補っていけるような形で共存で
きるのではないかと思っています。
小川　共存するためのキーとして資金面や
PR 面の後方支援もあるということですね。
工藤（俊）また仕入れの点でも、我々が仕
入れるのと、工務店様が仕入れるのでは条
件が違っているものもあると思いますので、
そういう当社のメリットも生かしていけば、
共存はできるのではないかと思います。
小川　この盛岡も含め岩手地区は地場問屋
さんが多いですね。そういった方々との差
別化について、何かお考えがありますか。
工藤（俊）これは大きい課題ですが、売り
方、人間関係などで対応できる人が先々育っ
ていけば何とかなるだろうと思っています。
小川　私たちジャパン建材にできる営業支
援ですとか、いろいろな後方支援があると
思いますので、ぜひ、そういうものもどん
どん使っていただければと思います。
工藤（俊）当社がここまで建材を扱えるよ
うになったのも吉田繁会長のおかげです。
小川　そう言っていただけると嬉しいです。
工藤（俊）それがなければ細々と商売をす
る材木店のままだったと思いますが、今は
地場問屋に内容では勝る商売ができるよう
になっています。おかげさまでほぼ自己資
本での商売ができていますのでね。
小川　それも大きい強みですね。

 役員 6 名でグループ力を発揮

小川　工藤会長のお子さんが「三本の矢」
でグループを支えていらっしゃいますね。
工藤（俊）長女が『森の不動産』で自社ビル
の賃貸・管理を、長男が工藤材木店社長で、
次男の専務にはプロショップのほうを任せて
います。その他に会社設立 30 年を機に 1 名
を専務、2 名を常務とし、役員は 6 人体制です。
小川　プロショップを始められたのはいつ
でしたか。
工藤（拓）平成 22 年です。サッシの組立て
部門と、現金販売の一般売りをしています。
工藤（俊）リフォームの受注も増えていま
すので、人の補強が必要だと思っています。

小川　プロショップの売上はいかがですか。
工藤（俊）8 人体制で月商 3,000 万円を目
指していますが、今は年商約2億5,000万円。
小川　今後に期待できそうですね。
工藤（俊）軌道に乗るようになれば、『森の不
動産』と同様に別法人にしたいと考えています。
小川　お元気な会長がいらっしゃるので経
営面の継承は徐々にということでしょうね。
工藤（拓）大筋の方向性については擦り合わ
せをしていますが、細かいところは任せた、
というくらいの気持ちで見てくれているよう
です。いろいろ口出ししたいこともあるでしょ
うが、よく我慢してくれていると思います。
小川　販売店さんにとって事業継承は大き
いテーマの一つだと思います。
工藤（拓）やり方によっては屋台骨が傾き
かねませんからね。ただ、このとおり創業
社長というのは、我が父も例に漏れず、個

性的な人たち、かつ事業を継承した経験が
ないので生涯現役だろうと思っていました
が、元気なうちに社長の座を譲ってくれた
ことに非常に感謝しています。これで相続
対策も前もって手を打てますのでね。
工藤（俊）その点は私も考え、大半は生前
贈与をし、残りはそれぞれの会社を引き継
いでくれる者に譲る、という考えです。い
つまでも生きられるわけではありませんの
で、元気なうちにできることは全て手を打っ
て腹をくくることが大事だと思います。
　日常の業務については、基本的なことで
できていなければ注意もしなければいけま
せんが、これまで実務を見てきましたので
任せておけば大丈夫、という気持ちです。

地元のお客様と手を取り合って！ 

小川　今後について、工藤社長のビジョン
をお聞かせいただけますか。
工藤（拓）ここで明るい未来を語れれば最
高ですが、この業界の先行きは需要が半分
になる、新設住宅着工数 50 万戸になるのも
近いと言われています。私の感覚では、真
面目に働いていれば食べていけるという時
代ではなくなると思いますが、その中でい
たずらに利を追い求めたりすることは、当
社はしません。
　先ほど会長が話しましたように、創業当
時は盛岡に同業者が 40 軒以上あったのに今
は数社しか残っていません。また、年商 30
億円、40 億円の販売店さんでは木材の扱い
量を減らし、建材化した工業製品や集成材
しか在庫しない状況です。
　当社の場合は、ただの仲買業者ではなく、
手間隙のかかる製造・加工にも力を入れて
きた会長のおかげで時代の趨勢に合った設
備投資を繰り返して今日があると思います。
例え新設住宅着工数が 50 万戸になろうと
も、しっかり仕事を続けている方たちは残
るはずです。基本的には、当社は元請には
なりません。地元の大工・工務店様に食べ
させていただいてきた工藤材木店としては、
どこまでもそれを貫きたいと思います。
　農林水産物である木は、扱う人間次第。
ここが、今後も当社の軸になっていくと思
います。地元のお客様たちとどこまでも面
白い家を造っていければ最高です。お客様
と手を取り合ってできる商売、そこを徹底
的に追求していきたいと思います。ただ、
いつでも元請になれるように建設業者とし
ても、設計事務所としても、不動産取引も
自社で全てできる体制は整えています。
　木材に関しては素材生産から製材所、プ
レカット工場、販売店の皆さんとも交流し、
岩手県内はもちろん全国の同業他社をはじ
め県内のプレカット業者は全て友達という
関係を築き、情報交換をしています。
工藤（俊）そこは私と全く違う点です。同業
者は全て敵と、私は思ってきましたのでね。
工藤（拓）昨年、あらゆる加工に対応でき、
かつサイディングのプレカットなどにも連
動できる、最新型プレッカット設備一式を
導入しました。これから流通の形態が目ま
ぐるしく変わっていくと思いますので、あ
らゆることを考えながら生き残っていきた
いと思います。
小川　ジャパン建材は、全国問屋である私
たちが地元の販売店様以上にきめ細かな後
方支援はできないというのが基本的な考え
方です。ですから、各地域の販売店さんと
その先のお客様である大工・工務店様との
間で共存できる仕組みを作っていただいて、
私たちはその協力体制の支援をさせていた
だくことが理想です。その結果として、お
施主様が快適な住環境で暮らしていただけ
るようになることが、ジャパン建材の企業
理念『快適で豊かな住環境の創造』につな
がっていくと考えています。
　理想的な事業継承のお話や、全国の同業
の皆様にも共通のテーマについて詳しく聞
かせていただき、ありがとうございました。

【会社概要】
1964（昭和 39）年　工藤俊夫会長が個人創業
1966（昭和 41）年　有限会社工藤材木店を設立
1972（昭和 47）年　盛岡市上堂に本社を移す
1979（昭和 54）年　本社ビル完成
1993（平成    5）年　 業務拡大とともに手狭になり、滝沢村（現

滝沢市）に用地を求め、工場と配送センター
を建てる。工場にはプレカット加工機・防
虫防蟻乾燥機・製材機等を設置する

1996（平成    8）年　設立 30 周年を機に法人改組し、
　　　　　　　　　   株式会社工藤材木店とする
2014（平成 26）年　創業 50 周年を迎える

トップ対談
本　　社　岩手県盛岡市上堂 3-2-15 工藤ビル
創　　業　1964（昭和 39）年
会社設立　1966（昭和 41）年
資 本 金　9,960 万円
従業員数　35 名（グループ全体：50 名）
年　　商　22 億円（グループ全体）

代表取締役会長

工藤  俊夫  様
くどう　としお

代表取締役社長

工藤  拓也  様
くどう　たくや

【プロフィール】
1940（昭和 15）年　岩手県八幡平市松尾に生まれる
1957（昭和 32）年　県立盛岡職業訓練校を卒業、
　　　　　　　　　 岩手木材商事に入社
1964（昭和 39）年　工藤材木店を個人創業
1966（昭和 41）年　有限会社工藤材木店設立、
　　　　　　　　　 代表取締役社長に就任
1996（平成    8）年　株式会社工藤材木店に改組
2014（平成 26）年　代表取締役会長に就任

【プロフィール】
1967（昭和 42）年　岩手県盛岡市に生まれる
1992（平成   4）年　有限会社工藤材木店入社
1993（平成   5）年　 全自動プレカット機導入のた

め 2 級建築士資格を取得、プ
レカット部門の立上げを担う

2014（平成 26）年　代表取締役社長に就任

株式会社  工藤材木店

最新の技術と熟練の技術で磨いた木をベストの状態で維持する徹底管理を行い、より高品質な製品をお届けしています。

32014.11
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住宅履歴管理サービス〈住宅履歴の図書館〉

OB 顧客物件は、工務店様にとって貴重かつ大きい財産です。

『快適住実の家』では、過去に手掛けた物件情報をインター

ネット上でいつでも簡単に見られるデータベースにし、DM

発送や住宅点検の実施によって、工務店様のリフォーム受注

を支援する【OB 物件向けサービス（仮称）】を始めます。

『快適住実の家』会員様に無料でご提供する新メニューです。✽

お役立ち！
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

3

メリット
5

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

資金計画の無料相談（予定）
メリット

6

メリット
1 メリット

2

メリット
4

メリット
1

ステップ 1 工務店様に眠っている物件情報で「OB 顧客データベース構築」
ステップ 2 DM送付によるアプローチ ➡「OB 顧客との接点回復」
ステップ 3 住宅点検 ＋ 現況チェック ➡「OB 顧客物件の現況を確認」
ステップ 4 防蟻、防水、外壁塗装、リフォームの提案 ➡「リフォーム需要獲得」

【OB 物件向けサービス（仮称）】の内容

『快適住実の家』会員
工務店様

ジャパン建材株式会社

⑥点検申込返送

③インターネット上でいつでも閲覧可能
②データベース構築

サービス提供協力会社
◇詳細の打合せ　　　　　
◇ DM 送付、点検代行　等

④ DM 送付打合せ

OB 顧客

⑤ DM 送付

提携

⑧住宅点検⑨リフォーム提案

⑦点検代行依頼

①申込・OB 顧客情報提出

に新しいメニューが加わります！
無料

✽ DM 発送に係る郵送料等は会員様の実費負担となります。
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●物件情報
物件所在地：兵庫県たつの市新宮町光都 2 丁目
用　　　途：太陽光発電所　木製架台
発 電 規 模：5MW
使 用 材 料：一般製材、無等級・乾燥材・防腐注入処理（K4）　105 × 105 × 4000 他
樹　　　種：兵庫県産材、スギ
工　　　法：木製太陽光架台、ビス止め工法
構造の提案：工事の簡素化、耐久性、施工性、将来の交換メンテナンス利便性を考慮
構造提案者：㈱ NTT ファシリティーズ関西事業本部構造エンジニアリング

私たちは、非住宅木造にも取り組んでいます！
ジャパン建材　木構造事業部　受注事例 ソーラーパネル架台木質化のご提案

『コーラルシステム』
【木質架台のメリット】

◦他社との差別化が図れます
　◦ 鉄筋コンクリートや鉄骨の架台と比べ CO2 の削減に積極的に寄

与
　◦ 施工・メンテナンス・解体が容易、かつリサイクルが可能なため、

資源対策に有効
　◦ 地場産材の活用や施工時の雇用創出により地域経済が活性化する
◦トータルコスト面で有利です
　◦ 鉄筋コンクリート、鉄骨の架台に比べて設置・解体が容易
　◦ 特殊な機材・器具・技能を要しないため、作業者が限定されない

【耐久性への配慮】
◦ 適切な保存処理により 10 年〜 20 年、またはそれ以上の健全さ維

持が可能
◦保存処理の種類
　◦ 信頼性の高い加圧注入方式を採用
　◦  JAS 性能区分「K4」の高い耐久性を提供
　◦ 耐震、耐風圧、積雪を考慮した架台形状を提案
　◦ 海岸近くの設置でも塩害の影響を受けないため、場所を選ばない

【その他】
　◦ 落雷の危険性が低減する

森林率 67％の兵庫県産木材を有効利用した
日本最大の「木製架台採用」の太陽光発電所

兵庫県多可町の「サンフォレスト発電所」に続き、「播磨科学公園都市太
陽光第一発電施設」でも、設計段階から構造検討を担当しました。

『コーラルシステム』による
播磨科学公園都市太陽光第一発電施設  工事

〒 136-8405
東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー 3・4 階
TEL：03-3521-6600　FAX：03-3521-6602
Email info@woodmuseum.jp
休館日：月・火曜日、祝日、年末年始ほか

私たちＪＫグループは、持続可能な資源である「木材・合板」の活用促進と正しい知識の普及活動を通じて
社会に貢献する『木材・合板博物館』を応援しています。

特定非営利活動法人

予約申込受付中！

植林への関心を楽しみながら高め、植林木の育成を見守る

12月に北海道からアカエゾマツの苗木を
オーナメント、メッセージプレートと一緒にお届けします。
クリスマス後に苗木を北海道へ戻し、春を待ちます。
イコロの森で5月末に開催する植林祭で植林。
植林後は専門スタッフにより育林管理されます。

★申込締切：2014 年 12 月 2 日（火）、予定数量に達し次第終了します。
★料　　金：1 鉢　6,000 円（北海道内）
　　　　　　※道外へお届けの場合は 7,000 円
　　　　　　※往復送料を含みます。
★お手元に残したい場合は、苗木を返送しなくてもかまいません。
★植林祭は、2015 年 5 月 24 日開催予定です。
　返送しなかった場合でも植林祭にご参加いただけます。（別途参加費）

詳しくは、木材・合板博物館のホームページをご覧ください。

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月

ツリー販売開始 植林祭参加募集返送

クリスマス 植林祭

クリスマスツリー植林2014 –15



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のアフターフォローまで、
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し、
工務店様を全力でバックアップしております。

お問合せ・お申込みは…
【JK サポートセンター（本部）】

〒 236-8405　東京都江東区新木場 1-7-22　新木場タワー 11 階
TEL：03-5534-3713   　FAX：03-6738-8917

とは…

【サポートメニュー 一覧】
　〔営業・受注支援〕
　・プレゼンボード作成
　・概算見積書・予算書作成

　〔申請サポートメニュー〕
　・長期優良住宅　
　・低炭素住宅　
　・住宅性能表示　
　・確認申請　　　　　等

　〔住宅ローン相談〕
　・新築（フラット35）
　・リフォームローン

　〔保険の取次・提案〕
　・瑕疵保険
　・火災保険

＊各地の JK サポートセンターを再編・名称変更しました。
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「キッチンワークは毎日のこと。だから自分が
心から気持ちよくなれるデザインや、家族の
ためにもうひと手間かけられる工夫がキッチン
にあると、いつもしあわせな気分でいられる」。
CRASSO はインテリア発想とスイスイ設計とい
う考えから、キッチンを使う人の気持ちをカタ
チにした。

【インテリア発想】
ソファやダイニングテーブルを選ぶように、
キッチンだって感性で選んでいいと思う。
インテリア感覚で選んだキッチンだったら、
きっと毎日、キッチンワークを超えた楽しみを
与えてくれるはずだから。

【スイスイ設計】
◦水ほうき水栓
　 〈サッと洗い流せる、水はねの少ない幅広シャワー〉
　◦ 洗い物に当たった水がパッと広がる、ほうきの

ような幅広シャワー。

　◦ シャワーヘッドを伸ばせば、シンクの内側も手

早く洗えて手間いらず。

　◦ 節水効果もバツグン。

◦すべり台シンク
　〈3°の傾斜でごみがすべり流れる〉
　◦ シンクの底に 3°の傾斜を設定し、排水口をシン

ク内の隅に寄せた。

　◦ 野菜くずなどのごみが、すべり台をすべるよう

にスムーズに排水口へ流れていく。

◦ゼロフィルターフード
〈ノンフィルター構造だからお手入れカンタン〉

　◦ 毎日のお手入れは、整流板の表面をサッとひと

ふきするだけで OK。

　◦ 汚れたと思ったら、整流板を外して裏側をふき

掃除。

　◦ 凹凸が少ないからふきやすく、取り外すパーツ

はたった 3 つだけ！

使う人の気持ちをカタチにした

CRASSO

リフォームにも使いやすい、置敷きビニル床タイル

かんたんリフォームタイル vol.1

TOTO 株式会社　

株式会社サンゲツ　



イチ押しイチ押し

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。

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

72014.11



〒 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
消費増税前の駆け込み需要の反動の影響が出る形となり、8 月度の新設住
宅着工戸数は 73,771 戸と前年同月比 87.5％と 6 カ月連続の減少で、一昨
年同月比でも 95.2％と低迷している。利用関係別では持家 24,250 戸（前
年同月比 77.3％）、分譲住宅 20,669 戸（同比 89.7％）と 7 カ月連続の減少、
貸家は 28,435 戸（同比 96.2％）で減少幅は小さいものの 2 カ月連続での
減少となった。
9 月以降は昨年度の伸び率が大きかったこともあり、前年比で減少するこ
とは間違いないが、どこまで減少幅が抑えられるかが気になるところだ。

国内合板
針葉樹合板は、メーカーは減産を行っているものの、需要の盛り上がりに
欠け、出荷も見込んでいた程ではなかったため、メーカー在荷量は増加を
続けている。合板市況が需給バランスに大きく左右されるのは周知の事実
である。出荷が振るわなければ生産も絞らざるを得ない。メーカーには確
実に減産を継続し、需給のバランスが取れるように働きかけを続けていき
たい。ある程度安定した価格で商売出来るのがメーカー・流通の共通の思
いではないだろうか

輸入合板
6 月以降入荷量が 30 万㎥を切ることとなり、8 月は 24.7 万㎥まで入荷量
が減少した。今年度前半は需要と入荷量のバランスが悪く弱含みの展開と
なったが、9 月以降は為替円安・現地価格高により、価格の上昇が顕著となっ
ている。10 月も台風の影響で入荷に遅れが出ており、ここ 1 〜 2 カ月は
港頭在庫は減少傾向で推移していくものと推測される。

国内針葉樹合板と輸入合板はこれまで連動して市況形成されていたが、
現状は違った動きとなっている。針葉樹合板の国産材比率が高まった
ことにより為替変動の影響を受けにくくなったからである。というこ
とで今月の合板天気図は「針葉樹合板が曇りがち」で、「輸入合板は晴
れ」と思われる。

合 板 天 気 図
晴れ時々曇り

ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊

　平素はお得意先様はじめ仕入れ先様に
は、日頃より格別のご支援を賜り心より感
謝申し上げます。

　富山県は自然が豊かで立山連峰などの名
勝を始め、新鮮な魚介類や山菜、名水百選
にも 4 か所が選ばれるなど多くの恩恵を受

けている地でもあります。観光資源や文化
遺産も多く、立山黒部アルペンルートや世
界遺産の「五箇山の合掌造り集落」や八尾
町の「風の盆」と呼ばれる伝統の踊りなど
見どころあふれる地となっています。また、
地元でのお祭りも多く、曳山も多く残され
ております。獅子舞なども町単位で続けら
れており、地元の伝統が脈々と受け継がれ
ている暖かい土地柄でもあります。
　住宅事情では県民性もあり、自分の家を
持って一人前という風潮があります。持ち
家率は全国最高となっています。さらに家
の大きさ（延べ床面積）も全国一大きく、

「散居の集落」の家などは 100 坪クラスの
古い家を多く見かけることができます。

　当営業所は県庁所在地の富山市ではな
く、富山県第二の都市である高岡市に居を
構えております。ここより営業、配送エリ
アは富山県と岐阜県高山市までをカバーし
ております。
　営業所の人員は総勢 4 名とトラック 2 台
と少ないですが、所内での連絡を密にする
ことでお客様へのニーズに応えられるよう
に日々奮闘しております。自然に恵まれた
地である富山県と真面目な気質をもってい
る富山県の人々に囲まれて、これからもか
わいがって頂けるような富山営業所にして
いくことが私たちの目標であります。
　御指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し
上げます。

所長　片桐  伸一郎

ジャパン建材
西日本グループ

中部営業部

富山営業所地域活性隊

めざせ

高岡御車山祭り

おわら風の盆

立山黒部アルペンルートにて


