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第36回ジャパン建材フェア

今回の展示会は、「住まい方・暮らし方 - Road to 2020 -」をテーマに開催致します。

東京五輪が開催される 2020 年は、様々な分野で大きな転換期といわれています。特に住まいづ

くりにおいて、「省エネルギー基準の適合義務化」により住まいや暮らしが大きく変わる節目の

年となります。当展示会を通して、2020 年以降の住まいと暮らしがどのような変化を迎えてい

くのか、皆様と考え一緒に歩んで行きたいと思います。

スタッフ一同皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

200 社超の出展メーカー各ブースでは、新商品・売れ筋商品などの知識を深めていただくべく、様々な趣向
をこらして提案と実演を行います。Bulls コーナーや特価市場、直線 160m の木材ストリートなどのジャパ
ン建材によるご提案コーナーにもぜひ、ご注目ください。

住まい方・暮らし方
- Road to 2020 -

「住まい方・暮らし方」コーナー
ジャパン建材×建築知識ビルダーズ　タイアップ企画  第 4 弾

「快適な住まいへの道のり」
「快適な住まい」をつくっていくためには、大切にしなければなら

ないことが沢山あります。耐震・省エネ・劣化対策・心地よさ…。

第 4 弾では、2020 年に始まる「省エネルギー基準の適合義務化」

に向けて、温熱環境に焦点を当てて展示を行います。

今回監修する前氏は、温熱環境の調査にサーモカメラを取り入れ、

その住まいが本当に暮らしやすいかを研究しています。

前氏の研究によって明らかになる “ 住まいのホント ” をもとに、「快

適な住まい」について一緒に考えてみましょう。

プロフィール

前　真之  氏（まえ まさゆき）

東京大学 大学院 工学系研究科 建築学専攻 准教授・博士（工学）

1975 年生まれ。1998 年東京大学工学部建築学科卒業。2003
年東京大学大学院博士課程修了、2004 年建築研究所を経て、
2004 年 10 月、東京大学大学院工学系研究客員助教授に就任。
2008 年から現職。空調・通風・給湯・自然光利用など幅広く
研究テーマとし、真のエコハウスの姿を求めている。

冬にサーモカメラで撮影した外観写真

軒下の取り合い部から熱が
漏れていることがわかる
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平成２８年度第２四半期 (７月～９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・販売店様による需要予測
　平成 28 年度第 2 四半期（7 月〜 9 月）に向けての需要予測がまとまった。前回調査時（平
成 28 年度第 1 四半期）予測に比べ 3.2 ポイントダウンの－ 1.1 ポイントの下落という結
果となった。しかし、前年同時期の調査で比較すると 19.3 ポイント増となっているので
急激な落ち込みなどは考えづらい状況となっている。
　また、国土交通省より平成 27 年度（4 月〜 3 月）の新設住宅着工総数も発表された。
それによると着工総数 920,537 戸（前年比 104.6％）となり消費税増税の駆け込み需要の
あった年の前年（平成 24 年度）の着工総数 893,002 戸を上回る結果となった。来期の消
費税の増税の行方も不透明の中、住宅着工も影響を受けやすい業種となっている。今後
の政策により大幅な環境の変化も考えられ、注視する必要がある。
　地域別に分析すると関東、東北の需要予測がマイナスに対し近畿以西はプラスとなっ
ており、東日本と西日本で明暗が分かれる形となった。特に中国で 16 ポイント、九州で
14 ポイントと増加回答が増えている。
　平成 28 年 1 月 29 日、日銀よりマイナス金利政策が決定された。これにより 1 月以降
の住宅ローン金利はさらに一段安という結果となった。固定金利の代表的なフラット 35
の最頻金利は 1.08％（平成 28 年 5 月）となり最安値を更新し続けている。さらに各種優
遇税制をはじめ ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や地域型住宅グリーン化事業、
すまい給付金といった補助事業の後押しもあり、これらが着工戸数の下支えになると推
察される。

主要メーカー様による販売予測
　主力メーカーの見通しは前述とは対照的に非常に明るい見通しとなっている。減少回
答はほとんどなく、前年並みか増加予測となっている。特に窯業・断熱、住設機器は増
加予測が非常に高く、強気な回答となった。消費税増税の駆け込み需要予測と思われる。
これらの他に近年の国策による住宅の質的向
上も要因の一つと考えられ、住宅の単価の上
昇がこの結果に反映していると推測する。

リフォームの現状
　第 1 四半期と比較すると低下傾向にある。1 物件あたりの売上平均も前回より低下傾向
にあり、リフォーム事業へは様々な業界・業種の参入で競争が激化している可能性と考
えられる。
　政府としても既存住宅流通・リフォーム市場の環境整備を後押ししている。一般社団
法人ベターライフリフォーム協会（B.L.R）や一般社団法人日本住宅リフォーム協会（ジ
ェルコ）等、国の認定を受けた団体が良質なリフォームを提供できるような枠組み作り
を行っている。
　また、長期優良住宅化リフォーム推進事業や省エネ、バリアフリー、耐震改修に対す
る優遇税制などリフォーム補助事業も多岐に渡って継続しており、今後の住宅産業の行
く末を占う意味でもリフォーム市場には引き続き注目したい。また、長期優良住宅化リ
フォーム推進事業や省エネ、バリアフリー、耐震改修に対する優遇税制などリフォーム
補助事業も多岐に渡って継続しており、今後の住宅産業の行く末を占う意味でもリフォ
ーム市場には引き続き注目したい。

●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
アライズ
ユアシス

2 位
3 位

ユニットバス

１位 N クラレス・J クラレス
フォレス系

ダイアモンドフロアー
2 位
3 位

フロアー

１位 モエン M14・W14
モエンエクセラード

エクセレージ・セラディール
2 位
3 位

外装材

１位 ハピアベイシス
ビノイエ

ベリティス
2 位
3 位

造作材

１位 キッチンパネル
ケイカルブルズボード

養生テープ
2 位
3 位

Bulls

１位 ラクエラ
クリンレディ

シエラ
2 位
3 位

キッチン

平成 28 年度　第 2 四半期
平成 27 年度　第 2 四半期

全国　回答数 2,784

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 28 年４月下旬から５月中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、株式会社銘林にも
調査依頼をしております。
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増加予測 前年並予測 減少予測
合板 40.5％ 56.5％ 2.9%
木質建材 33.7% 56.3% 10.0%
窯業・断熱 94.1% 5.8% 0%
住設機器 77.8% 22.2% 0%

北海道 157
東　北 341
関　東 1,019
甲信越 205
北　陸 60

中　部 172
近　畿 327
中　国 135
四　国 89
九　州 279

有効回答数
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地元遠州の天竜材を販売

小川　ご創業された頃のお話を、まず、お
聞かせいただけますでしょうか。
鈴木会長　私が高校を卒業した頃は就職難
で、静岡大学の教育学部に進んで教員にな
る予定でしたが、天竜材で成長していた現
株式会社マルホンの先代に声をかけていた
だいて、そちらに就職して 7 年間、さらに
1 年間のお礼奉公をしました。
　入社した当時は、戦災で焼け野原になっ
ていた東京がどんどん復興していた時期で
す。天竜材は今の浜松市天竜区の鹿島（か
じま）から貨車で東京へ出荷していました
が、3、4 年もすると一気に自動車時代になっ
てトラック輸送に変わりました。同時に東
京の問屋さんだけでなく、周辺の埼玉県や
千葉県、山梨県などの材木店さんも販売先
に加わり、私もお客様回りをしました。
小川　そして独立されたのですね。
鈴木会長　同じ業界で修業した若者 7 人が
1 〜 2 年で一斉に独立、私もその一員とし
て張り切っていました。今のように情報も
なく、手形取引で何度か痛い目にも合いま
した。それでも今日まで生き残ってこられ
たのは、インフレの始まった時期に商売を
スタートし、打撃を経済成長が補ってくれ、
バブルにも巻き込まれなかったからだと思
います。

景気後退期に力をつける

小川　ご創業の地は浜松ですね。
鈴木会長　浜北市（現浜松市浜北区）の於
呂（おろ）です。昭和 45 年頃、浜松周辺の
大工さんたちから建材の小売を望まれ、建
材部門の浜松営業所を開設し、本社、木材
部門、建材部門を 3 箇所に分けていました。
　その後、東京方面へ天竜材を出荷する仕
事が減少して輸入材 80％時代を迎えてい
ました。そこで浜松を中心とした地元で商
売を伸ばすための物流の効率化を考え、港
から輸入製材品を当社の物流拠点へトレー
ラーで運び込み、そこから個別に配送する
構想をもって 2000 坪の土地を探しました
が、その広さの土地はありませんでした。
　かつては農林省の苗木試験場だったとこ
ろを県が先端技術企業誘致のための工業団
地 9 区画にして売り出すことになりました。
さっそく当社も申込みましたが、すでに 24
社が申し込んでいて、先端技術ではない材
木店が買うのは無理だろうと言われました。
小川　さぞ落胆されたでしょう。
鈴木会長　ところが、販売が開始されたの
はバブル経済崩壊後、申し込んでいた 24 社
が全て下りてしまったという経緯があって、
平成 6 年に当社が先陣を切って購入するこ
とができました。平成 8 年に本社を移転し、
分散していた営業所もこちらに統合しまし
た。これは、バブルのおかげだったと言え
るかもしれません。
小川　鈴木会長が思い描いていらっしゃっ
た拠点が形になったのですね。当時の年商
はどのくらいでしたか。

鈴木会長　20 年前は今の半分ほどでした。

時代を見据え、事業承継

鈴木会長　平成 2 年に史上最高を記録した
新築住宅着工数 1,707,109 戸、今はその半
分にまで減っています。この数字だけを見
ていると、前途に不安を感じますが、木材
業者も半分以下に激減しました。今後は、
コンピュータはじめさまざまな手段を活用
し、かつシビアな視点をもって商売に取り
組んでいくべきだろうという考えのもと、6
年前に代表取締役の座を息子に譲りました。
鈴木社長　今年 8 月に 7 年目に入ります。
鈴木会長　社長自身は、親父の会社を継ご
うという意思はなかっただろうと思います。
小川　それは是非、鈴木社長ご本人からお
話を伺いたいと思います。
　私がジャパン建材に入社したのが 2006

（平成 18）年です。ちょうど同じ頃にこち
らに戻られ、4 年後に社長に就任されたので
すね。この記事を読んでくださる全国の販
売店様にとっても事業承継は大きな課題で
す。その考え方や、承継のタイミングを計っ
ていらっしゃる方も多いと思います。
　鈴木社長は、学校を出た時点でお父様の
後を引き継ぐ心構えはできていましたか。
鈴木社長　全くできてなかったですね。大
学 4 年間を英国で過ごし、就活とは全く無
縁でした。帰国してみると、友人たちはす
でに内定をもらっていて、内定式と入社を
待つばかりという状況でした。
　私は、大学時代から音楽活動を続けてい
て、働きながらそちらを目指そうという気
持ちがありました。会長からは「就職して
働きながらでも音楽活動は続けられるので
はないか」という話があり、私も、知らな
い世界に入るワクワク感をもって研修生に
なりました。
小川　何事にも前向きな鈴木社長と、おお
らかで柔軟、理解のある鈴木会長のお人柄
がわかるエピソードですね。
鈴木社長　私はもともとワンマンな性格で
すが、英国での学生生活を経験したことが
ターニングポイントになりました。それま
では私を理解してくれている人たちに支え
られてきたことを改めて感じ、人と協調し
なければ生きていけないことを学びました。
また、日本を外から見ることができたこと
も勉強になりました。いい意味で会長に路
線を敷いてもらったことを感謝しています。
小川　事業を引き継ぐうえで鈴木社長のお
考えもいろいろあったと思います。
鈴木社長　はい、会長からは「入社したか
らといって、社長になれるということでは
ない」と言われましたし、私自身そう思っ
ていました。
小川　それは、実力が伴ってはじめて社長
になれるという意味ですね。
鈴木社長　はい、でも私は何故か「自分し
かない」という自信もあり、後を継ぐため
に戻って来る、と考えていました。
小川　この業界で必要な礎を形成されて入
社されたわけですが、研修を受けた会社と
鈴三材木店様とは規模感も組織も全く違っ

たと思います。その点はいかがでしたか。
鈴木社長　戻る前にお世話になった問屋の
社長から「社長の息子が帰ってきたと喜ぶ
社員は一人もいない。そのことを理解した
うえで、1 年間は会社を否定するな、思った
ことはメモに書き留めておけ」といったア
ドバイスを頂きました。
小川　非常に説得力のあるお言葉です。
鈴木社長　私は社長の息子ということは一
切捨てて、先輩の皆さんに使っていただく
気持ちで戻ってきました。そういうことを
苦労だと思う人は苦労になるでしょうが、
私は、自分から先輩とコミュニケーション
をするように努めました。私が社長になる
タイミングは 5 年後の計画だったそうです
が、私を社長に上げると言ってくれたのは
会長ではなく部長たちで、1 年前倒しで就任
しました。

鈴木会長　若い部長連中が盛り上げてくれ、
社長が自分で求人もし、これからの経営に
取り組む意気込みをもって組織づくりを始
め、新規開拓を含めて営業数字も実力で上
げてきていましたのでね。早めに権限を移
譲して背中を押してやらせたほうがよいだ
ろうと思いました。
小川　大丈夫だという確信を得て任せるこ
とをお決めになったということですね。

理想の会社像を自分で描く

鈴木社長　社長になって最初にしたのは、
経営理念を創ることです。会長の部下とし
て働いてきた方たちがいる中で私が社長に
なるには、どういう会社にするかを明確に
打ち出す必要があると思ったからです。経
営理念、次に社是、さらに経営方針、行動
指針を作っていきました。
小川　実は私も、社長になったときに企業
理念を打ち出し、社訓を定めました。その
大事さは前職のときに経営者との交流の中
で学び、それを契機に自分でも勉強するよ
うになりました。鈴木社長は、そうすべき
だと、どこかで学ばれたのですか。
鈴木社長　入社以後、いろいろな本を読み、
自分で勉強しました。二代目というのは理
想の会社像が描けないままに社長になって
しまうことが往々にしてあると思います。
それを明確に社内に示すだけでなく、社長
になる自分自身の描く理想像を徹底的に突
き詰めていくために文章にしたり、絵にし
たりする必要があると思います。会長から
は「正しいことを正しくやれ」という信念
は教わりましたが、それを具体化するため

に自分自身で取捨選択しました。
　次に困ったのが人の確保です。企業を発
展させるには良い人材に入ってもらうしか
ないです。人事のことを学べば学ぶほど、
会社の風土をどう創っていけばよいのか、
会社を世の中で知ってもらうにはどうすれ
ばよいかを考えるようになりました。
　そんな矢先、2011.3.11 東日本大震災が
ありました。それを契機に世の中に良いも
のを発信し、世の中に貢献していくことが、
いずれは自分たちのところに戻ってくると
いう考えをベースに、私たちの仕事の源で
ある林業が地域社会に貢献していくことで、
その存在意義をしっかり持てるように林業
を中心に地元の成功者を創ること、イコー
ル地元の一般の人たちに当社の存在を知っ
てもらうことに繋げていこうと。そういう
思いで 2011 年 10 月に「第一回遠州バザー
ル」を開催しました。これと併行して時代
に合った営業戦略にも取り組んできました。
鈴木会長　永い年月の間には業績の浮き沈
みはあるものです。良い会社というのは、
腹八分で経営ができる会社だと思います。
当社は景気後退の時期に業績を伸ばすこと
ができました。その間に少しずつ蓄積を続
けてきたものを活かしながら安心感をもっ
て経営でき、社員が幸せに生活ができるこ
とが社会貢献に繋がります。小さい会社で
あっても大会社の社長に負けない企業理念
をもち、私利私欲に走ることなく継続して
いく会社が良い会社だと思います。
鈴木社長　私は子供の頃から「勝負は勝つ
もの」という意識が強くありました。流れ
を読んで投資をする、勝ちは大きく、負け
を小さく抑える、勝ったらそれを自分以外
の人や地域のために使う、というのが私の
信条です。それも英国で学んだことの一つ
です。企業の投資も、全資産を投げ打って
一か八かの賭けのような形ではしてはいけ
ない、余力を使ってやるべきだと思います。
小川　先ほどからお話を伺っていて、会長
の人生哲学、経営哲学を社長がしっかりと
引き継いでいらっしゃるのを感じます。幼
い頃から日々の生活を通してお父様から帝
王学を学んでいらっしゃったのですね。
鈴木社長　もちろん火中の栗を拾うような
こともすると思いますが、全ては事業の延
長線上で会社のメリットになることを取捨
選択したうえで取り組んでいます。30 代の
今の自分が取り組んでいるからこそ世の中
にインパクトを与えられ、この業界を世に
知らしめることに繋がっていると考えてい
ます。残り 2 年間の 30 代に他業界や他社と
の違いを発信する計画を立てて動いていま
すので期待していただければと思います。
小川　親子二代にわたって根底の部分で
脈々と受け継がれている経営哲学を伺わせ
ていただき、学ばせていただきました。私
たちジャパン建材も、日本の住まいや、心
も豊かになるような住まい方も提案するこ
とによって社会貢献していくことを使命と
して取り組んでまいります。その仲間をど
んどん増やしていければと思います。本日
は貴重なお話を聞かせていただきありがと
うございました。

私たちは、お客様の笑顔と感動を生きがいとし、建築産業を通じて、全ての人々の健康と幸せな暮らしに貢献する企業を目指します。

トップ
対談

【会社概要】
本　　社　静岡県浜松市浜北区平口 5584-12
創　　業　1960（昭和 35）年
設　　立　1966（昭和 41）年
資 本 金　1,000 万円
従業員数　45 名
年　　商　3,535,214,000 円（平成 27 年 7 月）

会長

鈴木  良三  様
すずき　りょうぞう

【プロフィール】
1934（昭和  9  ）年　静岡県に生まれる
1960（昭和 35）年　鈴三材木店を個人創業
1966（昭和 41）年　株式会社鈴三材木店設立
　　　　　　　　　　代表取締役社長に就任
2009（平成 21）年　会長に就任

代表取締役

鈴木  諭  様
すずき　さとし

【プロフィール】
1978（昭和 53）年　静岡県に生まれる
2000（平成 11）年　英国暁星国際大学を卒業し、
　　　　　　　　　　ナイス株式会社に入社
2003（平成 15）年　株式会社鈴三材木店に入社
2009（平成 21）年　代表取締役に就任

株式会社  鈴三材木店
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平成28年度　地域型住宅グリーン化事業
125 グループの取り組みを JK サポートセンターが応援！

国土交通省補助事業

国土交通省「地域型住宅グリーン化事業」の公募（グループ
募集）がされました。
本事業では、工務店様や木材・建材販売店様などの住宅関連
事業者がグループを組成して取り組む “ 長期優良住宅 ” や “ 省
エネ住宅 ” といった木造住宅及び木造建築物の整備に対して補
助を行うものです。２年目となる今年度は、対象となる住宅
に「性能向上計画認定住宅」が追加されたほか、ゼロ・エネ
ルギー住宅については原則として住宅版 BELS の評価が必要と
なっています。今回は、昨年度からの変更点を含め、今一度
事業概要についてご案内してまいります。



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。
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第36 回ジャパン建材フェアに    ママ目線の工務店づくりコーナー   が初登場します‼

「住まいと暮らし」の中心的存在とも
いえるママ。そんなママたちの想いは
きっとすばらしい住まいづくり・工務
店づくりに役立つはず。
このコーナーは、お家のことを誰より
も考えているママたちと工務店さまの
ふれあいの場です。明日からすぐに活
きるリアルな情報をご用意して、皆さ
まのご来場をお待ちしております。
どうぞお気軽にお立ち寄りください！

1. ママの本音！住まいへの想い、トークセッション
住まいに対するママたちの率直な意見が聞ける「トークセッション」
を行います！ママだからこそ気づく「こうであってほしい！」という
住まいへの想いをのぞいてみませんか？

2. ママ目線！工務店さまのチラシ相談会
自社のチラシやパンフレットをお持ちの工務店さまへ、ママが率直な
意見で感想をお伝えします。ママと話すことで気づくこと、あるかも
しれません。ものは試しで、来てはいかが？

3. ママと話そう！住まいのあれこれ
ママたちとのリアルな会話から、住まいづくりのヒントを見つけに来
てみませんか？普段、お家にいる時間がいちばん長いママたち。そん
なママたちが住まいに求める本当の想いとは…。

JK 木構造・木質化グループ　事例ご紹介
JK 木構造・木質化グループは、総合力を発揮する「トータルシステム」で、皆様のお手伝いをしています‼
ジャパン建材では、木構造建築課を中心に、木構造建築物の構造計画から施工までを手掛けています。
詳細につきましては、各営業所または木構造建築課までお問合せください。

上り梁が地場産集成材　全て現し
益子町地場産材活用→地場産業活性化プロジェクトの一環

道の駅ましこ新築工事

栃木県益子町にて大型地域振興拠点整備事業が始まりま

した。

平屋の RC 造ですが、屋根の骨組みは妻面のみ鉄骨材で

それ以外は全て栃木県産のスギ集成材を採用していま

す。集成材の梁せいは 1m、長さは長いところで 17m を

超えており、そのほとんどの集成材が現しになります。

ダイナミックな構造にも関わらず、スギ材という傷つき

やすい材料を使用していますので扱いには細心の注意を

払いながら建て方を進めてもらいました。

総工費 14 億、完成は本年 9 月、10 月には新鮮な農産物

や町内の加工品を提供する『ましこマルシェ』としてオー

プン予定です。

工　事　名：地域振興拠点施設　道の駅ましこ新築工事
設　　　計：（意匠）マウントフジアーキテクツスタジオ
　　　　　　（構造）オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
施　　　工：株式会社熊谷組
住　　　所：栃木県芳賀郡益子町長堤
用　　　途：道の駅
構造・規模：地上 1 階　RC 造　ラーメン構造
延べ床面積：1321.84㎡
使 用 材 料：スギ集成材

貴社のチラシ、
パンフレット等

ぜひお持ち
下さい！
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安心・安全をデザインする

Cycle Box（サイクルボックス）

【省エネ住宅の目標レベル】
住宅の省エネルギー基準は今後も引き上げられる予定
で、2020 年には ZEH を標準的な新築住宅に、2030 年
には新築住宅の平均とすることが目標とされています。

【家庭で使われる約 52％が暖房と給湯】
家庭のエネルギー消費量の約 52％が暖房と給湯で占め
られています。このエネルギーを削減することがゼロ
エネルギー住宅・建築物実現の近道といえます。

近年の自転車ブームに伴い、電動アシストタイプやスポーツ
タイプ等の高額自転車を購入する方が増加し、マンションや
賃貸住宅では、盗難やいたずら被害等を防ぐ必要性が高まっ
ています。『Cycle Box』は、マンションや賃貸住宅、公共施
設向けの鍵付きパーソナルスペースとして、株式会社デザイ
ンアークが自社企画・開発・生産するオリジナル商品。自転
車の安全性を確保するとともに入居者の持ち運びの不便さを
解消します。

【盗難やいたずらから守る鍵付きパーソナルスペース】
『Cycle Box』は、扉に鍵を取り付けたことで、盗難やいたずら被害

等から自転車を守るだけでなく、自転車関連グッズ等も置けます。
扉にはテンキータイプのロックシステムを採用。あわせて、自転
車の JIS 規格を元に適切な有効寸法を検証し、成人男性が無理なく
自転車を出し入れできる空間の広さを採用しています。

【都市景観に配慮したシンプルかつシャープなデザイン】
洗練された街並みや建物に調和するように、フラット屋根とスク
エアなスペースを組み合わせた直線的でシャープな外観デザイン、
扉の取っ手もライン状のシンプルデザインです。

【敷地や用途に合わせて選べるサイズバリエーション】
最大 10 台の自転車が置けるよう、さまざまなサイズバリエーショ
ンをご用意しています。

【業界№ 1 の高い省エネ力】
新省エネ基準（日本工業規格）年間給湯保温効率（JIS）4.0 達成！
給湯分野では『コロナ プレミアムエコキュート』が業界№ 1 の高い省エネ力で貢献します。

〔CHP-HXE37AX4 において ES 制御（エネルギーセーブ制御）〕さらに新しい電気料金メニューに対応。

ゼロエネルギー住宅・建築物への提案

コロナ プレミアムエコキュート
株式会社コロナ　

平成 24 年度より助成金 [ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ
ス支援事業 ] がスタートしましたが、一次消費エネルギー量
の基準値クリア→助成金を採択されるわけではなく、基準ク
リアのなかで省エネ効果の高い案件から採用されることが難
点になっています。この難問解決に貢献するのが『コロナ プ
レミアムエコキュート』です。

株式会社 デザインアーク　



　

新登場 ※北海道は除きます。

YUPINESS
サイズ 1616  仕様：人造大理石浴槽・クリーン床・ハイパネルなど
基本プラン　1,290,000 円

YUPINESS
サイズ 1616  仕様：FRP 浴槽・FRP 床など
基本プラン　781,000 円　＋　フリー窓枠 400E  60,000 円

間口　750 ㎜
収納３面鏡＋両開き扉フラットタイプ

185,000 円

間口　750 ㎜
ワイド１面鏡＋両開き扉フラットタイプ

175,000 円
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イチ押しイチ押し ユニットバス

第36回 ジャパン建材フェア

毎回拡大を続ける Bulls コーナー、今回は 450 超のアイテムが勢揃いしました。
新商品や当日限りの特価品、毎年恒例の実演コーナーなど役立つ商品や企画を
取り揃えてご提案致します。ご来場の際は、是非お越しください。

「ブルズパック」コーナー
Bulls 商品 2 点を大変お得な価格でパック販
売させて頂きます。展示会当日の数量限定、
早い者勝ち、売り切れ御免 !! です。是非お立
ち寄りください。

「シマウマ・コレクション」コーナー
「どうしたら、もっと家が片付くの !?」ママ

たちのお悩みから生まれた人気のシステム収
納をご覧になりませんか？

「Demonstration」コーナー
商品の展示だけでは分からない施工方法や特
徴を実演を交えて説明致します。
各商品ブースにお立ち寄りの上、お時間の許
す限りご覧下さい。

「アンティーク」コーナー
アンティーク空間を展示しております。フル
オーダーで味のあるフローリングや壁材を、
住宅は勿論、店舗にも採用頂けます。
新しい企画でお迎えします。

「住宅照明」コーナー
省エネ住宅には、LED 照明が必需品です。悩
むデザインもブルズならプランからお選び頂
けます。前回大好評だった数量限定特価品の
LED シーリングライトも住宅照明コーナーで
販売致します。

コーナー情報

皆様のご来場を心より
お待ち申し上げます。

案内図

入口 出口

コーナー

※ 画像は、イメージです



〒 136-8405　東京都江東区新木場 1-7-22
TEL:03-5534-3711（代）　FAX:03-5534-3855（代）
URL:http://www.jkenzai.co.jp

ジャパン建材株式会社  営業推進部
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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合板
天気図
合板
天気図

ジャパン建材　合板部

部長  畑野  昌俊

晴れ

新設住宅着工数
2016 年 4 月度の新設住宅着工数は 82,398 戸（前年同月比

109.0％）で 4 カ月連続の増加となった。その内、木造住宅は

44,091 戸（同比 107.1％）で同じく 4 カ月連続の増加となった。

季節調整済年率換算値は 99.5 万戸になる。

利用関係別では持家が 23,567 戸（同比 101.2％）で 3 カ月連

続の増加、貸家は 35,504 戸（同比 116.0％）で 6 カ月連続増

加、分譲は 23,029 戸（同比 109.0％）と 3 カ月連続で増加した。

分譲の内訳はマンションが前年同月比 107.8％で 3 カ月連続の

増加、戸建も 110.5％と 6 カ月連続増加となっている。消費増

税の延期発表前の月でもあり、好調な実績となっている。

国内合板
国内針葉樹合板の 4 月度生産量は 23.7 万㎥となった。出荷量

は 24.7 万㎥と引き続き好調を維持している。

メーカー在荷量は 12.3 万㎥と出荷に対し 0.5 カ月となってお

り、依然として低水準域にあり、着工数の増加に連動して需要

が増加してくると納期遅延など発生する可能性が高いと見込ま

れる。お客様の仕事状況を早めに把握した上で、商品確保する

ことと、12㎜品など輸入合板での代替提案を行うなどで対応す

ることも必要と考える。

輸入合板
入荷量は昨年同期比（1 〜 4 月）で 88％と減少が続いている。

一昨年同期比では 73％まで減少しており、需要構造の変化が

思った以上に進んでいることも考えていかなければいけない水

準だ。港頭在庫も減少してきており、塗装合板の在庫が多いも

のの、アイテムによっては品薄状態のものが多数あり、先行き

必要なアイテムは早めに手配しておくことが必要と考える。

　高松営業所が所在する香川県高松市朝日町は
源平合戦の舞台で有名な屋島の西部に位置し、
県面積は 1,876 平方キロメートル、総人口は
972,675 人、うどん県で有名です。香川県は
瀬戸内海に面し四国の北東に位置し、県庁所在
地は高松市。讃岐平野のほぼ中央に存在し、か
つて高松が属していた古代以来の群「香川郡」
から取られたのが、県名の由来です。
　全国一小さい県ですが、災害が少なくコンパ
クトな中に都市の利便性と豊かな自然が調和し
た生活環境を併せ持つ特徴があります。また、
古来より雨量、河川の流水量共に少ないので
14,000 を超える数のため池が存在します。
　麺のコシがしっかりとした讃岐うどんや、こ
んぴらさんの愛称で親しまれる金刀比羅宮、
空海の生誕地としても知られる善通寺（四国

八十八箇所の一つ）、寛永通宝の銭形砂絵で知
られる観音寺、対岸の倉敷市小島から坂出市に
かけて海上に架けられた瀬戸大橋も有名です。
正月には、餡餅の入った白味噌仕立ての雑煮「餡
餅雑煮」を食べる風習もあります。
　香川県にお越しの際はぜひ当営業所へお立ち
寄りくださいませ。

平素はお得意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。高松営
業所は、営業 3 名、業務スタッフ 2 名、倉庫担
当者 1 名で香川県全域を営業エリアとして日々
活動しております。お得意様、仕入れ先様との
信頼関係を第一に、魅力があって期待される営
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。

ジャパン建材
西日本グループ

四国営業部

高松営業所

地域活性隊
めざせ

所長   西野　徹史

讃岐富士
（標高 422 ｍの飯野山）

頂に輝く太陽、その姿を水面
に映すダブルダイヤモンド讃
岐富士は、毎年４月中旬と８
月下旬の数日間、風のない晴
れた朝にしか見られない美し
い風景です。

瀬戸大橋


