
住まい方・暮らし方コーナー

 伊礼 智

性能が良いだけでは決して良い家とは言えない。
その先にある家本来の住み心地こそが本当に大切である。

第５回となる住まい方・暮らし方コーナーでは、「性能の先の心地よさ」を
テーマに伊礼智氏の住まいづくりのレシピを紐解いていきます。

ジャパン建材 × 建築知識ビルダーズ タイアップ企画 第2弾

「つむじ i-works2015」
設計：伊礼智設計室　施工：相羽建設

撮影：西川公朗

映像展示１：

特大グラフィック（5m×3m）

オープニングムービー

心地よい住まいの設計手法をご紹介します。

住まいと暮らしに心地よさを生み出す造園手法を体感して
ください。

「性能の先の心地よさ」を体現した「つむじ i-works2015」を
展示場で一部再現。その中でも最たる特徴の開口部（建具）を再現。

（『伊礼智の「小さな家」70のレシピ』より  出版：エクスナレッジ）
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映像展示 2：3

造 園 展 示：4

躯 体 展 示：5

＜コーナーMAP＞
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「性能の先の心地よさ」
建築家 伊礼智に学ぶ

「性能の先の心地よさを考える」

特別セミナー開催!!
伊礼 智

場所：快適住実セミナー会場（東３ホール）

時間：8/21 12：30 ～ 13：30
8/22

(金)

(土) 12：30 ～ 13：30

皆 様 の ご 来 場 を 心 よ り お 待 ち 申 し 上 げ ま す。
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第34回ジャパン建材フェア（通算76回）

住まい方・暮らし方

会場MAP

入口 出口

2015 年 8 月 21 日［金］・22 日［土］
東京ビッグサイト東展示棟 1・2・3 ホール



住まいづくりサポートゾーン
今回の住まいづくりサポートゾーンでは、ご来場いただく多くのお客様に対
し、『認定低炭素住宅』や『ゼロ・エネルギー住宅』の “より具体的な ”仕
様をご確認いただく展示内容に加え、昨今の住宅業界において大変注目度の
高い補助事業や税制優遇・法改正等の具体的活用法をご提案してまいります。

住まいづくりサポートゾーンとは、国の住宅施策や金融（住宅ローン）、各
種保険や地盤関連など、住まいづくりにおける様々な専門サポートサービス
を工務店様にご紹介するエリアとなりますので、気軽にお立ち寄りください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。

住まいづくりサポートゾーンの概要 

1. 省エネ仕様躯体展示
　ブルズ商品を中心とした効率的な断熱手法や設備機器等による省エネ仕様躯体を

ご体感していただきます。今回は地域型住宅グリーン化事業に因み、『認定低炭素

住宅』および『ゼロ・エネルギー住宅』のお客様提案に繋がるよう、懇切丁寧に手

法などをご紹介致します。

2. 新サポートサービスのご紹介
　このたび『住宅設備メンテナンス保証』と『建もの燃費ナビ』のサポートサービ

スが本格始動致します。今後さらに競争が厳しさを増す住宅業界において、工務店

様の付加価値を醸成する差別化ツールと考えます。価値ある住宅提案の一部として

ご期待ください。

3. 各種ミニセミナー
　サポートセンター所員及び、出展メーカー様が住宅業界の現況とそれに向けての

対応策をご紹介致します。平成 27 年度注目の補助事業や税制措置・法改正など多

種多様なミニセミナーにより、工務店様の疑問解消を図りながら今後の円滑な事業

展開にお役立てください。

第 33回ジャパン建材フェア展示風景

住宅設備メンテナンス保証 建もの燃費ナビ

各種ミニセミナー
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建材に木材をプラス

小川　櫻井社長は、もともと木材がご専門
ですか。
櫻井　林業の専門学校卒業ですが、社会に
出て 10 年近く、東京の江東区平野町の滝口
木材㈱でお世話になり、そこでは建材を担
当していました。
小川　最初のお仕事で、木材ではなく、建
材を扱われたということですか。当社の母
体、旧丸𠮷の本社が、まだ本所にあった頃
のことですね。
櫻井　そうです。その後、征矢野木材に入
社してからも建材部門を担当しました。
小川　その建材部門を引き継がれて会社を
設立されたということですね。
櫻井　はい、親戚でもある「征矢野」の名
前をもらって、父を代表取締役として設立
しました。
小川　会社設立の時点では、建材をメイン
に販売されていたのですか。
櫻井　はい、建材中心でした。その 7 年後
に私が社長に就任。その 2 年後に本社を笹
賀に移し、木材の知識もありましたので建
材に加えて木材の扱いを始めました。それ
まで年商 3 億円ほどだったのが毎年倍々で
増え、社長就任から 6 年後に年商 28 億円ま
で伸ばしました。
小川　その頃に扱っていらっしゃった木材
はどのようなものでしたか。
櫻井　主に木曽ヒノキ、米ヒバ、米マツ。
小川　仕入は商社経由でしたか。
櫻井　最初はそうです。先々を見据え、平
成 2 年にプレイリーホームズ株式会社を
設立してからは、アメリカでピーラー材を
カスタムカットして乾燥したものを一度に
2,000㎥〜 3,000㎥運んでくるようにしまし
た。実は、構造材、羽柄材を乾燥しトータ
ル的にオールプレカットを手掛けたのは日
本で初めてでした。
小川　そうでしたか。前人未到の世界に踏
み出すには、大きな勇気と決断力がなけれ
ばできないと思います。それを成し遂げら
れた、凄いですね。
櫻井　とにかく、何でも「初めて」が好き
です。アメリカのテネシーなどでよく見ら
れる長尺丸太組みにダブテール（はとの尾）
というのがありますが、それを日本に持っ
て来ようと思いましたが、どうしても建築
基準法に合わない、それでサイディングに
加工して使いました。何もわからない、全
てがゼロからのスタートですからね、失敗
もいろいろありました。
小川　因みに、アメリカの乾燥設備はどの
ようにして手当てされたのですか。
櫻井　出雲ドームの構造設計・構造用集成
材を手掛けたアメリカの木材・製材・集成
材会社の乾燥釜を見つけましてね、そこで
大断面集成材を製造・乾燥するノウハウも
指導してもらいました。その縁で、さらに
ワシントン州立大学の技術協力を得ること
ができたことも、大きな力になりました。

違う土俵を創っていく！

小川　建材店にお勤めだったにもかかわら
ず、木質製品以外のものに目を奪われるこ
とはなかったのですか。
櫻井　会社を設立した昭和 52 年当時、建材
流通業界はすでに成熟していました。その
限られたマーケットの中で、しかも地元に
は強固な地盤をもった建材店が沢山ありま
した。その中で売上を上げていくといって
も、皆さんと同じ事をしていたら、絶対に

無理ですから。皆さんが手掛けないことに
取り組んで土俵を違えていかなければいけ
ない、そのことを常に考えてきました。
　今ではあるのが当たり前ですが、枠付き
ドアはメーカーが開発する前に台湾で OEM
生産しましたし、羽柄材にしても、20 年前
には製品になっているものはまだなくて、
プレイリーホームズを立ち上げてからアメ
リカで作りました。
小川　それも先駆けだったのですね。
　本日お邪魔している、このプレカット工
場ソヤノアークスの竣工も、業界の先陣を
切って始められたのでしょうね。
櫻井　すでに近隣にプレカット工場があり、
さほど早いほうではなかったですが、先々
プレカットがキーワードになるだろうと、
年商の約半分を投じて旗を揚げました。
　プレカット工場建物と、田園風景に合う
ようにと考えた洋風木造建築の事務所棟
は、お客様に「こんな形で使えます」とい
うのをご提案し、実際に見て確かめていた
だけるように 2 × 6 と大断面集成材の混構
造で私が基本設計をして建てました。20 数
年前のことですから、大断面集成材の構造
計算なんて話をしても、わからない人ばか
りでしたね。そういう、世の中の人がやっ
たことがない、新しいことに取り組んでき
ました。
小川　建材から木材、さらにその先のエン
ジニアードウッドの世界にいち早く取り組
まれ、周囲から理解を得にくいようなこと
にも怯まずチャレンジされている櫻井社長
の原点になっているお考えをお聞かせいた
だけますか。
櫻井　まず、エンドユーザーが困っている
ことを解決するにはどうすれば良いかとい
う視点で物を見ていると思います。例えば、
乾燥することによって木材の性質は安定し、
ヤニも出にくくなります。さらに、圧密と
いう技術にも出会うことができました。目
標を見定めていれば、方法は必ず見つかる
という確信をもっています。
小川　それも、これまでに経験された失敗
も含め、数々のチャレンジがあればこそだ
と思います。
櫻井　そうした取組みを通じて、国内外を
問わず、人との出会いの機会も得ています。
小川　やりたいことが明確になっていると、
失敗しても、そこからさらに解決の糸口が
見つかる、打開策につながる人に出会える
方向へと導かれて行くのでしょうね。
櫻井　そういうことでしょうね。
小川　諦めない、飽くなき追求を続けてい
らっしゃるそのバイタリティはどこから湧
いてくるのですか。
櫻井　試行錯誤しながらも、楽しいから続
けているのだと思います。私にはこれしか
ない、という気持ちも強いからでしょうね。
小川　櫻井社長の起業精神の根幹に「土俵
を自ら創っていく」というお考えがあって、
差別化し、オンリーワンを目指していく、
時代の先駆者になる、という気持ちが常に
あるということですね。

高付加価値商品を生み出す

小川　プレイリーホームズ様の仕入先は、
北米がメインですか。
櫻井　現在は、フィンランド、スウェーデ
ン、オーストリア、ルーマニア、リトアニ
アなど世界 40 か国から仕入れています。北
欧の内装材も年間 1 万㎥ほど入れていまし
て、日本のシェアの約 30％を占めています。
小川　そんなに多くの国とお取引がおあり

でしたか。
櫻井　はい。私たちは、販売先の方々にノ
ウハウを提供して付加価値商品を販売でき
るようなシステムの構築に努めています。
仕入も、売り方も、作り方から機械の内容
も理解している、全てに精通したプロ集団
を目指しています。ですから、「こういうも
のをこういう形で作りたいが、どうだ」と
いうアイデアをもって、それに賛同してい
ただける現地の木材・製材会社と連携する
形で新商品の開発を進めています。
小川　目標が明確だからこそ、ネットワー
クができ、研究機関の協力も得られたとい
うことですね。
櫻井　そういう形で歩んできています。
　10 数年前は年間で 2 か月ほど北米に足を
運んでいますし、主要国ごとに異なる林業
や、製材工場を見ています。

小川　縮小傾向にあるといわれる我々の市
場の中で生き残っていくには、それなりの
努力が必要だと思います。その点について、
櫻井社長のお考えをぜひお聞かせいただけ
ますでしょうか。
櫻井　ニーズは変わってくると思います。
市場は小さくなってきていても、さらに高
品質のものが要求されるようになってくる
でしょうね。
　具体的には、居住空間をどういうふうに
作るのか、その中で、どういうご提案をし
ていくのか、という部分が非常に重要にな
ると思います。私たちは、その視点で国産
材をはじめ、海外からの環境に優しい資源
を利用した商品を取り扱い、同時に自社工
場で住まいの構造から内装に至る独自の無
垢製品の開発・製造を進めています。
　もう一つ、リフォーム商品についても、
例えば、マンション関係で魅力ある商品を
ご提供できるように、遮音レベル「LL-45」
認定の無垢床板や、地元長野県産材で細胞
を壊さないレベルで加工した床暖対応の圧
密タイプの床板なども作っています。
　樹種もヒノキ、アカマツに加えて、内装
材として価値ある広葉樹のクリ、サクラ、
ナラも徐々に加えて、魅力あるものを追求
していきます。
小川　まさに高付加価値商品の創出ですね。
マンションの内装は特に無機質ですから、
私たちも、今後の受注拡大につなげられる
ものとして木質化リフォームのご提案にも
取り組んでいます。

林業再構築に期待を込めて

小川　今年 4 月に竣工されたソヤノウッド
パークについてお聞かせいただけますか。
櫻井　これは、全国 3 位を誇る長野県の豊
かな森林資源の活用で林業再生と森林の価
値を高める産学官連携のプロジェクトで今
年 4 月に立ち上げた木材加工施設です。
　世界で初めての全自動化機械を入れ、ま
だ試運転段階ですが、カラマツの外壁材、
広葉樹内装材の製品化を進めていきます。
小川　以前、櫻井社長から「オーストリア
は、急峻な山の木を切り出して利用してい
る、日本の模範になる林業を実現している」
というお話を聞かせていただきましたね。

櫻井　世界各地の林業を見た経験から、世
界最先端の林業を構築したオーストリアの
林業に日本が見習うべきことは多いと思い
ます。さまざまなノウハウがあり、森林を
管理するフォレスター制度も確立されてい
ます。そうしたものを学ぼうと、平成 25
年度に長野県が「オーストリア連邦森林・
自然災害・景観研究研修センター（通称：
BFW）」と覚書締結し、毎年 10 月に「オー
ストリア森林・林業フォーラム in 長野」を
開催しています。
　また、長野の林業を人の技術力と機械化
によって安定した収入が得られる若い人に
魅力を感じてもらえる仕事にしていくため、
現地での学生研修も実施されています。
小川　若い人たちに林業、製材、木材その
ものにも魅力を感じてもらう取組みが必要
でしょうね。
　ソヤノウッドパークではバイオマス発電
にも取り組まれる予定ですね。
櫻井　バイオマス発電は、当初の予定より
遅れましたが、電力会社 2 社を加えた 6 社
のご協力を得て、平成 29 年春に操業を予定
しています。
　ただ、私は、製材があってバイオマスが
あるという考え方です。と言いますのも、
製材用の木を皆伐すると、その 50％は使え
ないものとして残ります。ですから、まず
製材ありきで、製材に使えないものだけを
活用するためのバイオマス発電でなければ
ならないということです。
小川　あくまでも製品になるものは製品に
して、残材だけをバイオマス発電に利用す
べき、というお考えですね。
櫻井　それが原点です。そうでなければ、
林業再生は成し遂げられないと思います。
小川　長野の林業活性化の導火線に、櫻井
社長が自ら火をつけられたわけですね。
櫻井　新しい取組みを自ら始めることで、
この地域の人たちの考え方・物の見方を変
えていくことに繋がればと思います。ソヤ
ノウッドパーク開設が、20 年先、あるいは
30 年先に「林業再生の原点になったね」と
言われるようになれば嬉しいです。
小川　将来に向けての大きな夢ですね。業
界に関係なく、若い人たちにも、この取組
みを知ってもらいたいですね。
櫻井　私は、一番伸び代のある産業は木材
産業だと思っています。そのための資源が
日本にはあるわけですから。特にその中で
も広葉樹が重要な森林資源だと思います。
直木ではないので製材スピードがどうして
も低下しますが、そうした山の価値を総合
的に活かしていくことが林業であり、山を
所有する人たちが「山は財産だ」という意
識が持てるようにしていかないといけない、
これは、林業の再構築だと思います。
小川　ぜひ林業再生、再構築の成功事例に
していただきたいです。
櫻井　森林を破壊しないで森林資源を活用
していく私たちの取組みが成功事例になっ
て、同規模の工場が長野県内にさらに 2 工
場、3 工場と増えていけば、産業として成り
立っていくと思います。
小川　私たちも、木造住宅の高性能化、そ
の先の居住環境の心地よさを実現する木質
建材や、非住宅分野での木構造・木質化の
ご提案に努めていきたいと思います。同時
に、こうした商材の流通を積極的に担うこ
とによって日本の林業再生・再構築にも貢
献できるよう努めてまいります。
　世界 40 か国の木材・林業に精通された櫻
井社長ならではの興味深いお話の数々をお
聞かせいただき、ありがとうございました。

「人がストレスを感じない住まい」を原点に、安心・安全・健康な住まいづくりに貢献することを目指しています。

トップ
対談

【会社概要】
本　　社　長野県松本市笹賀 7116-1
設　　立　1977（昭和 52）年
資 本 金　2,500 万円
従業員数　130 名（グループ合計）
年　　商　95 億円（グループ合計）

櫻井秀彌氏の実父である櫻井作弥氏が、長年勤務していた征矢野木材㈱の建材部
を譲り受け、1977（昭和 52）年に松本市寿白瀬にて開業する。
秀彌氏が社長就任後の 1986（昭和 61）年、本社を松本市笹賀に移転。1990（平成 2）
年、プレイリーホームズ株式会社を設立し、グローバルな視点で木材製品開発を
始動。1994（平成 6）年にプレカット工場ソヤノアークス竣工。
2015（平成 27）年、産学官連携プロジェクトによる木材加工施設ソヤノウッドパー
クを竣工して長野県産材活用の先陣を切る。

代表取締役

櫻井   秀彌  様
さくらい　ひでや

【プロフィール】
1946（昭和 21）年　長野県松本市生まれ
1964（昭和 39）年　長野県木曽山林高等学校卒業
1972（昭和 47）年　征矢野木材株式会社入社
1977（昭和 52）年　征矢野建材株式会社設立、
　　　　　　　　　　取締役に就任
1984（昭和 59）年　代表取締役に就任

征矢野建材 株式会社



Bulls

国内合板・輸入合板 特価市場●国内合板
今回初披露です！
ノダ・北上プライウッドの 2 社の初展示、オー
ル国産材使用の新工場の製品を是非ともご覧く
ださい。
国内合板メーカー 9 社の製品が一堂に揃って見
られる展示会はここだけです。

●輸入合板
環境配慮型の合板やOSBも引き続き出品します！
優れた環境性・安定した品質。高壁倍率にも対応
するカナダ産 OSB に是非触れてみてください。

ジャパン建材フェア
当日限りのお買い得商品を
多数ご用意しております！

『ブルズパック』コーナー
当日限り！早い者勝ち !!
売切れ御免 !!! 大好評コー
ナーです。
今回も選りすぐりの商品
を用意致しました。是非
お立ち寄りください。

『Demonstration』コーナー
カタログではわか
らない特徴を施工
実演を交えて説明
致します。
実際に見て聞いて
体 感 し て く だ さ
い。

『アンティーク』コーナー
巷で大人気 !! アンティークス
タイルな空間を展示します。
アンティーク商品、ワーキン
グウェアや安全靴を当日販売
します。お立ち寄りください。

『シマウマ・コレクション』コーナー
売れ筋ランク上位 5 品
でスッキリした収納ス
ペースを提案します。
今回はいろんな素材を
生かした棚板を展示し
ます。
ぜひ、ご覧ください。
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第34回ジャパン建材フェア　ジャパン建材によるご提案コーナー



木材・プレカット

JK 木構造・木質化グループ

エコプレミアムゾーン
特価市場 国内合板・輸入合板 エコプレミアムゾーン

JK 木構造・木質化グループ

会場MAP

入口 出口

Bulls

木材・プレカットコーナー

●木材コーナー
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
に見て触れて、その良さを感じてい
ただける「木材ストリート」を出現
させ、ジャパン建材の木材・プレカッ
トを一挙ご紹介！

「中・大規模木質構造、内装木質化」のご提案！
ジャパン建材木構造建築課・キーテック・秋田グルーラム・
物林・宮盛・銘林、私たちがサポートします。

太陽光パネル、蓄電池、
充電器付き蓄電池など
メーカー各社の製品を
ご提案します！

◆今回の見どころ
各種木質構造材使用フレーム展示
CLT 提案コーナー
   CLT 実大実験使用躯体部分展示
   CLT 躯体デザイナーによる内装展示

◆今回の聴きどころ
木質実践ミニセミナー　タイトル❶〜❹を両日開催！

〈タイトル〉
❶ 21日   PEFC と SGEC の相互認証の見通しとインパクト
　 22日   FSC 森林認証を取り巻く現状と課題
❷ CLT の現状
❸ OSB の特徴とカナダの中大規模木造建築物の事例
❹プレカット CAD 入力実演「JKCAD」
※ 開催スケジュールは、折込ページ「セミナー情報」をご確認ください。

●プレカットコーナー
木造の躯体については何でもご相談くだ
さい！
在来工法はもちろん、金物工法、中大規
模物件、トラスなどの提案。
オリジナル耐力面材など様々な商品もあ
り、トータルにご提案いたします。
◆ 構造材・羽柄材・特殊加工プレカット
◆ オリジナル耐力面材、制震ダンパー、

各種金物

EV 車充電器
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第34回ジャパン建材フェア　ジャパン建材によるご提案コーナー

10 月開催　各地ジャパン建材フェア

展示会名 開催日 事務局 開催場所 参加営業所

第 11 回
九州ジャパン建材フェア

10 月 16 日（金）
　 〜 17日（土） 福岡 福岡国際センター 九州営業部・大川

第 10 回
四国ジャパン建材フェア

10 月 17 日（土） 高松 サンメッセ香川 四国営業部

第 30 回
関西ジャパン建材フェア

10 月 24 日（土） 大阪 大阪 ATC ホール 関西営業部・大阪資材

皆様のご来場、心よりお待ち申し上げております。
★詳細は事務局営業所にお問い合わせください。
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140 年以上に渡り同じ製法で作られ続けてきた
KOHLER の鋳物ホーロー製品。
KOHLER の鋳物ホーロー製品はその優れた特徴
を生かし、簡単なお手入れで長くきれいに使っ
ていただける、環境に優しく、サスティナビリ
ティー（持続可能性）に富んだ製品です。

【鋳物ホーロー（琺瑯）とは？】
ホーローと言うと最近人気の鍋を思い浮かべることが多いで
しょうが、実際は漠然ととらえている方が多いのではないで
しょうか？
鋳物ホーロー（琺瑯）とはガラス質を主成分とした釉薬を、
南部鉄器のような鋳物の表面に高温で焼き付けた素材です。
堅牢だけれど錆という大敵のある鋳物（鉄）と、美しいけれ
ど割れやすいガラスを結合させることで、鋳物はガラスに
よって錆を防ぐことができ、ガラスは鋳物の強さが加わりま
す。鋳物ホーロー（琺瑯）とは両者の持つ長所を最大限に活
かした複合素材です。

【鋳物ホーローの優れた特徴】

◦耐久性
　 鋳物（鉄）の表面にガラス質（ホーロー層）を焼き付けた

ので、鋳物とガラス質との密着度が高く、耐久性に富んで
います。 

◦耐摩耗性
　 ホーロー層の表面は硬く、耐摩耗性も抜群なので清掃性も

高いです。 
◦耐酸性
　塩酸等に対して強い耐酸性を持っています。
◦熱さに強い耐熱性
　 ホーロー層を 800 度〜 900 度もの高温で焼きつけているの

で、熱にも強いです。
◦高い保温性
　 分厚い鋳物の表面を熱伝導率の低いホーロー層で覆ってい

るので、熱を逃しにくく保温性に優れています。
◦匂いが残り（吸着し）にくい
　 表面のホーロー層はガラス質なので、食べ物などの匂いが

残り（吸着し）にくいです。

◦清潔な表面
　 表面のホーロー層は硬くてすべすべしたガラス質。なめら

かで、自然なアンジュレーションがあるのが特徴です。キ
ズや汚れも付きにくく、水や中性洗剤で洗うだけで、清掃
もラクな素材です。

　 また金属と違いホーロー表面のガラス質は中性で不活性な
ので、ホーロー自体が化学反応を起こすことがなく、有害
物質が溶出する心配もありません。

【8㎜厚で唯一軒裏準耐火認定を取得】
◦『アスノン』は 8㎜以上で
　軒裏準耐火構造認定 30 分　45 分を取得
◦ 有孔板（ノキエイト＝加熱膨張シート張り）でも
　準耐火 30 分　45 分認定を取得

【防火軒天換気材との適合認定が豊富】
◦ 軒裏準耐火の認定は換気材のみ、またはボードの

みの認定を使うことはできません。
　 換気材とボードの適合した認定が必要になります。

『アスノン』の 12㎜は多くの防火換気材と適合す
る認定を取得しているため非常に汎用性に優れて
います。

『アスノン（スラグ石膏板）』は、内装・軒天・ベ
ランダ FRP 防水下地に使える不燃ボードです。
製品名は『アスノン（スラグ石膏板）』。その組
織は JIS （A5430）に定められ、主な原料は石膏
及びスラグが多く使用される製品です。
原料の石膏内に含まれる結晶水により、火災の
際はこれが水蒸気となり全ての結晶水が蒸発す
るまで温度上昇を抑えます。
これにより高い耐火性能を実現しました。

金属の「剛」とガラスの「美」を結合させた

KOHLER 鋳物ホーロー（琺瑯）製品

非常に高い耐火性能を持つ軒天材

アスノン

日鉄住金物産マテックス株式会社　

 エヌビーエル株式会社　   

↓ノキエイト有孔板



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。
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イチ押しイチ押し

「気になる部分を手直しできる」、「案
外見逃しがちな部分を快適にする」
まさしく大がかりな工事ではなく、
ちょこっと気になる家のリフォーム
を BULLS で Change するそれが、

「家チェン（house  change）」です。

新
登
場

 情報 Bulls リフォーム支援カタログ



〒 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
2015 年 5 月は 71,720 戸（前年同月比 105.8％）となり、3 か
月連続で前年同月比増加となった。
利用関係別では持家が 22,542 戸（同比 101.1％）で 16 か月ぶ
りに増加に転じた。貸家は 28,208 戸（同比 102.8％）で前月
の減少から増加に転じ、分譲は 20,594 戸（同比 118.1％）と 2
か月連続増加となった。特にマンション分譲が 1154.9％と大き
く増加した。総着工数に対する木造住宅比率は 53.2％となった。

国内合板
国産針葉樹合板の 5 月末の在荷量は 26.6 万㎥となり、4 か月連
続で増加となった。そのような中、6 月中旬に各メーカーが減産・
値戻しを打ち出し、相場は底を打った。メーカーの毅然とした
減産・出荷体制によって 12㎜× 3 × 6 中心に急激に需給バラン
スが取れる状況となった。
メーカーは 8 月も夏季休暇がある中でも減産を継続する意向で
あり、その結果として極端にメーカーからの出荷数量が減るこ
とも考慮しておかなければならない。あまりにも急激な姿勢の
変化に疑問を抱く声も聞こえるが、流通としては先行き仕事状
況を把握し、早めに仕入を行うなどの対応をして頂きたい。

輸入合板
マレーシアでの各メーカーの原木調達状況が厳しさを増す中、
現地大手メーカーも生産量を減らさざるを得ない状況となって
おり、価格も強気調で推移している。国内輸入業者も大きな数
量の契約はしておらず、先行き含め入荷量は減少傾向にある。
よって国内在庫数量も大きく絞られてきており、アイテムによっ
ては今後欠品することも考えられるので、早め早めに仕入する
などの対応をして頂きたい。
価格についてもこのような状況から推測できるように、上昇傾
向にある。

国内針葉樹合板、輸入合板共に相場環境は良くなっており、こ
の環境が続くことに期待したい。

ごぞんじですか？「金魚が泳ぐ城下町」

奈良営業所が所在する大和郡山市は奈良県北部に

位置し、面積 42.69k㎡　総人口 88,455 人、「金魚

が泳ぐ城下町」をキャッチフレーズにしています。

キャッチフレーズにあるとおり、金魚の養殖が盛ん

です。その歴史は、享保 9年（1724 年）に柳澤吉

里侯が甲斐の国（今の山梨県）から大和郡山へ入部

のときに始まると伝えられています。幕末の頃にな

ると、藩士の副業として、さらに明治維新後は職禄

を失った藩士や農家の副業として盛んに行われるよ

うになりました。もっともこれには最後の大和郡山

藩主・柳澤保申侯のおしみない援助があったことが

大きいと言われています。

また、これら歴史的背景に加え、自然条件として水質、

水利に恵まれた農業用溜池が数多くあり、溜池に発

生する浮遊生物が金魚の稚魚の餌に適していたこと

など、有利な条件が備わっていました。

昭和 40 年代には経済発展と養殖技術の進歩に伴い

生産量が年々増加し、国内はもとより欧米諸国や東

南アジアなど外国まで輸出されました。近年は都市

化に伴う水質汚濁等の環境悪化などで生産量は減少

したものの、養殖農家約 60戸、養殖面積約 70ha で、

年間約 6,000 万匹の金魚が販売されています。

また毎年 8月には「全国金魚すくい選手権大会」が

開催され、全国から選りすぐりの金魚ハンターが集

まり熱戦が繰り広げられます。大会も今年で 21 回

目となり、年々参加者の数も増加しています。今年

の開催は 8月 23 日（日）です、興味がある方は是

非お越しください。

所長　水口  順一

ジャパン建材
西日本グループ

関西営業部

奈良営業所

地域活性隊
めざせ

ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊
晴れ

合板天気図合板天気図
平素はお得意先様をはじめ仕入れ先様には、格別

のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

奈良営業所は、営業 3 名、業務スタッフ 1 名、倉

庫担当者 1 名の総勢 5 名で奈良県全域を営業エリ

アとして日々活動しております。お得意先様、仕

入れ先様との信頼関係を第一に、魅力ある・期待

される営業所を目標に日々取り組んでまいります

ので、今後共ご支援、ご指導の程宜しくお願い申

し上げます。

今年の「全国金魚すくい選手権大会」ポスター
★参加エントリーは終了していますが見学は無料です！


